令 和

２ 年 度 事 業 報

告

１．社会保険制度の普及宣伝に関する事業
（１）広報活動の推進
①社会保険制度の普及と円滑な運営に寄与するため、日本年金機構年金事務所及び全国健康保
険協会栃木支部と連携を図り、機関紙「社会保険とちぎ」を発行した。
発行月 ４月・６月・８月・１０月・１２月・２月

延べ発行部数 ６３，９７０部

②下記の広報誌、チラシ及び冊子を作成し、県内の事業所並びに商工会議所・商工会・支所、
地域の工業団地総合管理協会等の関係団体又、
年金事務所及び全国健康保険協会栃木支部に
配布し、社会保険制度及び疾病予防等の普及広報に推進した。
〔機関紙 社会保険とちぎ〕〔新型コロナウイルス感染症］［これからの健康ルール２１］
〔健康を守る新しい生活習慣 100 のポイント〕
〔社会保険の事務手続き〕
〔厚生年金保険法
総覧〕
〔国民年金法総覧〕
〔障害給付 Q＆A〕
〔公的年金給付の総解説〕
③「協会だより（会員への事業計画の周知及び協会事業案内）
」
・
「社会保険協会のご案内（新
規会員勧奨用）
」を作成し、会員事業所や健康保険・厚生年金保険新規適用事業所等に対し
送付し又、商工会議所（商工会・支所）
、地域の工業団地総合管理協会及び各年金事務所に
配布し、来訪事業所等に対して社会保険協会事業等の周知を図った。
④当協会ホームページに機関紙「社会保険とちぎ」を掲載し、社会保険制度や協会事業の内容
及び収支状況等について、常時公開をおこない周知を図った。
（２）社会保険制度講習会・健康づくり講演会
検討の結果、コロナ禍により、集合の講習・講演は中止とした。
２．保健奨励に関する事業
（１）健康づくり事業の推進
①健康づくり講演会、講習会及び健康教室への講師派遣の実施
保健師・助産師・管理栄養士・健康運動指導士による講演会（講習会）開催希望を募り、
希望する事業所に対し健康づくりの専門家の派遣等を行った。
健康づくり講演会・講習会

３回

参加者

５３名

〔講師・保健師、管理栄養士、健康運動指導士〕
②宇都宮市教育員会からの講師派遣依頼１件と事業所からの講師派遣依頼２件については、コ
ロナ禍の緊急事態宣言の時期にあたり中止した。
③メンタルヘルスに関する小冊子の配布
コロナ禍により、病院勤務者である臨床心理士の派遣が困難であったため、要請のあった事
業所には、メンタルヘルスに関する冊子を、６事業所 １２４部 配布した。
④健康づくり用ＤＶＤの貸出しの実施
貸出件数（枚数）

９件（２３枚）

参観人員

１０８名

３．協力助成事業の推進
（１）日本年金機構年金事務所及び全国健康保険協会栃木支部の広報事業等に寄与した。
（２）栃木県社会保険委員会連合会及び各社会保険委員会事業の運営に対し寄与した。
（３）宇都宮市教育委員会における親学出前講座の講師派遣について、引き続き連携協力として参加
した。ただし、要請がコロナ禍の緊急事態宣言の時期であったため中止・延期とした。
（４）一般社団法人栃木県助産師会における子育て・女性健康支援活動に対し支援体制をとった。た
だし、今年度は要請なし。
４．健康増進・福利厚生事業の推進
（１）健康づくりバスツアー（散策）の実施
検討の結果、コロナ禍での実施は見合わせた。
（２）契約保養施設利用補助
下記の施設と契約し、事業所の被保険者とその被扶養者の健康の保持増進として、利用者に
対する利用料の補助を行った。
①休暇村（北海道から鹿児島まで、３６施設） ②鳴子やすらぎ荘（宮城県鳴子温泉）
③箱根嶺南荘（神奈川県箱根町） ④サンポートみさき（神奈川県三浦市）
⑤やいづマリンパレス（静岡県焼津市） ⑥ヘルシーパル赤城（群馬県赤城町）
⑦草津グリーンパークパレス（群馬県草津町）
〔申込数 ３事業所・利用者 ９名〕
（３）施設利用会員証の発行（優待施設）
（一社）全国社会保険協会連合会による優待利用契約に基づき、事業所の被保険者とその家
族
の福利厚生として、施設利用会員証の発行を行った。
①船員保険会・４施設
②ホテル法華クラブグル－プ・１９施設
③高輪・品川プリンスホテルグル－プ・４施設
④プリンスホテル優待プラン・全国のプリンスホテル、スキ－場、ゴルフ場等の施設
⑤湯快リゾ－ト株式会社・２９施設
⑥ダイワロイヤルホテル（大和リゾ－ト株式会社）
・２７施設
⑦かんぽの宿（日本郵政株式会社）
・５０施設
⑧HMI ホテルグループ（ホテルマネージメントインターナショナル株式会社）
・５３施設
⑨その他（宿泊施設・日帰り施設）
〔申込事業所

１５９件・発行枚数

６６９枚〕

（４）江川海岸潮干狩利用割引券の発行
千葉県木更津市江川において、事業所の被保険者とその家族の福利厚生として、利用料の補助
を行った。

〔利用申込者

４３２名・利用者

１５名〕

（５）あしかがフラワーパーク入園割引券の発行
足利市追間町において、事業所の被保険者とその家族の福利厚生として、入園料の補助を行っ
た。

〔利用申込者 １，８６３名・利用者

２８９名〕

（６）ハンターマウンテン塩原ゆりパーク入園割引券の発行
那須塩原市湯本塩原字前黒において、事業所の被保険者とその家族の健康増進として、入園
料の補助を行った。

〔利用申込者 １，２２６名・利用者

３２１名〕

（７）たんばらラベンダーパーク入園割引券の発行
群馬県沼田市玉原高原において、事業所の被保険者とその家族の健康増進として、入園料の補
助を行った。

〔利用申込者

７８８名・利用者

６４名〕

（８）東京ディズニーランド（ディズニーシー）コーポレートプログラム利用券の発行
千葉県浦安市舞浜において、事業所の被保険者とその家族の福利厚生として、利用券の補助を
行った。

〔利用申込者 １，１５７名・利用者

８２名〕

（９）那須ロープウェイ利用割引券の発行
那須郡那須町大字湯本字那須岳において、事業所の被保険者とその家族の健康増進として、
利用料の補助を行った。

〔利用申込者

８５０名・利用者

１３８名〕

（１０）ハンターマウンテン塩原スキーリフト利用割引券の発行
那須塩原市湯本塩原字前黒において、事業所の被保険者とその家族の健康増進として、利用
料の補助を行った。

〔利用申込者

９００名・利用者

２２６名〕

（１１）ＪＡはが野益子観光いちご団地（いちご狩り）入園割引券の発行
芳賀郡益子町塙において、事業所の被保険者とその被扶養者の福利厚生として、入園料の補
助を行った。

〔利用申込者

１，７０４名・利用者

５６４名〕

（１２）日帰り温泉入浴割引券の発行
下記の施設と契約。事業所の被保険者とその家族の福利厚生として入浴料の補助を行った。
①塩原温泉 華の湯（那須塩原市上塩原）
②湯西川水の郷（日光市湯西川）
③東照温泉 旅籠

福田屋（日光市大渡）

④道の駅きつれがわ（さくら市喜連川）
⑤ニューサンピア栃木 鹿沼温泉 華ゆらり（鹿沼市栃窪）
⑥芳賀温泉ロマンの湯（芳賀郡芳賀町）
⑦市貝温泉健康保養センター（芳賀郡市貝町）
⑧真岡井頭温泉（真岡市）
⑨栃木天然温泉 いきいき夢ロマン（栃木市西方町）
〔利用申込者

２，７３２名・利用者

６５２名〕

（１３）大平町観光ぶどう園料金割引券（ぶどう狩り・ぶどう購入）の発行
下記の施設と契約。事業所の被保険者とその家族の福利厚生として、ぶどう狩り及びぶどう
購入料金の補助を行った。
①盤峰園
②富田ぶどう園
③下皆川ぶどう園
④野の香ぶどう園
⑤天海友一ぶどう園
⑥大山ぶどう園

⑦資料館前直売所関ぶどう園
⑧関口観光ぶどう園
⑨小林重雄ぶどう園
⑩ハタヤぶどう園
⑪川崎ぶどう園
⑫小林一夫ぶどう園
⑬ 天 ふる里ぶどう園
⑭荒川清ぶどう園
⑮小林栄一ぶどう園
⑯ ヨ 松本ぶどう園
⑰森田ぶどう園
⑱藤野ぶどう園
⑲峠家ぶどう園
⑳マルヨシぶどう園
㉑杉田ぶどう園
㉒立花園
㉓荒川ぶどう園
〔利用申込者 １，４６９名・利用者

６４２名〕

（１４）令和３年度からの日帰り温泉施設 新規２カ所契約取り交わした。
５．諸会議の開催
（１）令和２年度第１回理事会（当協会定款第４１条の規定により決議の省略）
（理事会の決議があったものとみなされた日
①決議事項

第１号議案

令和２年６月１日）

２０１９年度事業報告の承認について

第２号議案 ２０１９年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書とそ
の附属明細書）の承認について
第３号議案 就業規則の一部改正（案）について
第４号議案 第１７回評議員会の招集（事項）について
（２）第 １ ７ 回 評 議 員 会

令和２年６月２３日開催

①報告事項 ２０１９年度事業報告について
②決議事項

第１号議案

２０１９年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）の
承認について

第２号議案

理事の選任について

第３号議案

監事の選任について

第４号議案

評議員の選任について

（３）令和２年度第２回理事会

令和２年６月２３日開催

①報告事項

職務執行状況報告について

②決議事項

第１号議案

会長・副会長及び常務理事の選定について

（４）令和２年度第３回理事会（当協会定款第４１条の規定により決議の省略）

（理事会の決議があったものとみなされた日 令和３年３月１２日）
①報告事項

職務執行状況報告について

②決議事項

第１号議案 令和３年度事業計画書について
第２号議案 令和３年度収支予算書について
第３号議案 第１８回評議員会の招集（事項）の件

（５）第１８回評議員会（当協会定款第４１条の規定により決議の省略）
（評議員会の決議があったものとみなされた日 令和３年３月２２日）
①決議事項

第１号議案 令和３年度事業計画書の承認について
第２号議案 令和３年度収支予算書の承認について
第３号議案 理事の選任
第４号議案 評議員の選任

（６）令和２年度第４回理事会（当協会定款第４１条の規定により決議の省略）
（理事会の決議があったものとみなされた日
①決議事項

第１号議案

令和３年３月２９日）

副会長の選定について

（７）監事会 令和２年５月１２日開催 宇都宮市
２０１９年度事業報告及び２０１９年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書とそ
の附属明細書）について監査を実施した。
（８）機関紙「社会保険とちぎ」編集会議の開催
６．その他
（１）社会保険関係諸用紙配布所の設置
当協会より、機関紙「社会保険とちぎ」及び「社会保険協会のご案内」を配布し、事業所や
一般の方々に対する広報に努めた。
（２）
「協会だより（協会事業案内）」を作成し、払込取扱票（協会費納付書）に同封のうえ、会員事
業所に対し、協会費の収納を図った。
（３）健康保険・厚生年金保険新規適用事業所（平成元年１０月～令和２年６月まで）に対し、入会
案内を行い、会員の確保に努めた。
（勧奨件数 １，２１７件、 加入件数 ５３件、

加入割合 ４．４％ 前年度と同率）

（４）令和２年度社会保険協会費の未納事業所に対し、会費の納入について（お願い）と併せて払込
取扱票（協会費納付書）を送付し、協会費の収納に努めた。
（５）栃木県社会保険労務士会に連携協力を依頼し、当協会の新規会員勧奨のパンンフレットを社会
保険労務士会会員の方々に配布し受託事業所等へのお声がけをお願いした。

