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令和３年度事業報告について 
 
概 況 

令和３年度も、全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大傾向が継続し、事業の中止や延期、

あるいは施設利用助成事業の利用低迷など、事業遂行に多大な影響があった。 

そのような環境下において、広報事業については計画どおり実施した。また、会員や役員 

ならびに日本年金機構、全国健康保険協会など社会保険関係団体との連携・協力のもと、基幹事業と

なっている能力開発事業や健康と福祉向上事業の一部については感染防止対策を徹底したうえで 

開催、実施した。 

 

Ⅰ 管理運営関係 

１．会 議 

（１）理事会 

開催年月日 会  場 議  案  等 

令和３年６月１５日(火) 

(第３７回) 

※みなし決議日 

書面決議 

(決議の省略) 

1.令和２年度事業報告 

2.令和２年度決算報告 

3.定時評議員会の開催日程 

令和４年２月８日(火) 

(第３８回) 

※みなし決議日 

書面決議 

(決議の省略) 

1.令和４年度事業計画及び予算編成方針 

2.評議員会の開催日程 

3.（報告事項）令和３年度事業の進捗状況 

令和４年３月１７日(木) 

(第３９回) 

ＡＮＡクラウンプラザ 

ホテル岡山 

1.令和４年度事業計画 

2.令和４年度収支予算 

3.（報告事項）令和３年度事業の進捗状況 

 

 （２）評議員会 

 

（３）運営委員会 

開催年月日 会  場 議  題  等 

令和３年６月２９日(火) 

(第 2３回) 

※みなし決議日 

書面決議 

(決議の省略) 

1.令和２年度事業報告 

2.令和２年度決算報告 

3.評議員会みなし決議日 

令和４年３月１７日(木) 

(第２４回) 

ＡＮＡクラウンプラザ 

ホテル岡山 

1.令和４年度事業計画 

2.令和４年度収支予算 

開催年月日 会  場 議  題  等 

令和３年６月１５日(火) 

(令和３年度第 1回) 

※みなし決議日 

書面決議 

(決議の省略) 

1.令和 2年度事業報告 

2.令和 2年度決算報告 

3.定時評議員会の開催日程 

令和４年３月１７日(木) 

(令和３年度第 2回) 

ＡＮＡクラウンプラザ 

ホテル岡山 

1.令和４年度事業計画 

2.令和４年度収支予算 

3.（報告事項）令和３年度事業の進捗状況 
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 （４）役員会議 

 

 （５）関係団体等の会議 

   ① 全国社会保険協会連合会主催による会議・セミナー 

      ・例年７月開催のブロック別会議は、コロナ禍により開催中止となった。 

・例年２月開催の常務理事セミナーは、コロナ禍によりオンライン（WEB）開催となった。 

② 中国四国ブロック会議 

・例年１０月開催の中国四国ブロック別会議はコロナ禍により開催中止となった。 

・１２月３日（金）に山陽３県（広島県、山口県、岡山県）の社会保険協会による会議を、岡山

県が当番県としてＡＮＡクラウンプラザホテル岡山において開催し、各県における諸課題に

ついて討論した。 

 

 ２．監 査 

 （１）監事会 

 

 （２）公認会計士監査 

 

 

Ⅱ 事業関係 

 １．広報事業 

（１）広報紙「社会保険協会だよりおかやま」の発行・配布 

当協会の事業と社会保険制度の周知を主たる目的とした季刊誌を年３回（４月、８月、１月）発

行のうえ配布した。 

 

開催年月日 会  場 議  題  等 

令和４年２月８日(火) 

(第１０回) 

※みなし決議日 

書面決議 

(決議の省略) 

1.令和４年度事業計画及び予算編成方針 

2.評議員会の開催日程 

3.（報告事項）令和３年度事業の進捗状況 

4.（報告事項）令和３年度財産の管理状況 

5.令和４年度地区交付金 

6.（報告事項）令和３年度支部事業の進捗状況 

開催年月日 会  場 内  容  等 

令和３年５月１９日(水) 
岡山県社会保険協会 

（書面監査） 
1.令和 2年度会計の監査 

開催年月日 会  場 内  容  等 

令和３年５月１４日(金) 
岡山県社会保険協会

入居ビル 
1.令和２年度法人財務の監査 

令和３年１１月２５日(木) 
岡山県社会保険協会

入居ビル 
1.令和３年度前期分法人財務の監査 
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（２）ホームページを活用した情報発信 

   ホームページにより、当協会の事業概要、実施事業及び情報公開のお知らせなどについて、

タイムリーな情報発信を行った。 

 

２．健康と福祉向上事業 

（１）健康づくりと健康管理の啓発 

   健康づくりと健康管理を適切に行うことは、医療費を抑制し、健康保険制度と年金保険制度の

安定的な運営のために重要であるということを啓発するため、事業所等の要請に応じて医師や保

健師等の派遣のほか、健康づくり等のＤＶＤの貸し出しを行った。 

年度 平成２９年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

講演回数（回） 14 8 10 1 4 
 

年度 平成２９年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

講演回数（回） 18 27 24 15 5 

 

（２）健康づくり応援事業の主催 

 ① 被保険者のご家族（被扶養者）向けに無料ランチ付き特定健診（集団検診）を主催し、家

族の健康を守るとともに、協会けんぽの特定健診受診率向上の一役を担った。 

年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

受診者数（人） 229 278 300 288 

 

 ② 新規事業のテストケースとして、「はじめてのアンガーマネジメント講座」を令和３年１１月 

９日（火）に山陽新聞本社ビルの「さん太ホール」において開催した。午前・午後の２部制で、

計８７名の参加があった。 

 

（３）ウォーキング大会の開催 

本部： 令和３年４月２５日（日）に西大寺地区での健康ウォークを開催した。 

        （行程）  ＪＲ西大寺駅前出発⇒永安橋⇒吉井川緑地⇒雄川橋⇒西大寺観音院（カレ

ーランチ）⇒西大寺緑花公園⇒西大寺鉄道跡⇒ＪＲ西大寺駅前解散 

   支部： 岡山東支部（こんぴらさん）、岡山西支部（赤穂市）、倉敷東支部（広島中央森林公園）

においてそれぞれ開催した。高梁支部はコロナ禍の影響により開催を中止した。 

 

（４）ボウリング大会の開催 

地区・支部大会が全て中止となったため、令和２年度の支部優勝チームと令和３年度の支部等

大会参加申込みチームを参加対象として募り、令和４年１月３０日（日）サンフラワーボウル大での

県大会開催を予定していたが、コロナ禍の影響で止開催中止とした。 

 

（５）施設利用助成 

   ① 宿泊等保養施設の利用助成 

心身のリフレッシュや健康と福祉の向上への活用を目的として、全国３７ヶ所にある休暇村を

はじめとする契約保養施設の利用補助券を交付した。 

昨年度から、コロナ禍の影響により利用数は大幅に減少している。 

年度 平成２９年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

交付者数（人） 4，837 4，348 4，375 1，099 164 
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 ② ボウリング利用助成 

     県下６ヶ所のボウリング場と利用契約を締結し、心身のリフレッシュや健康づくりを目的に利

用助成を行った。 

昨年度から、コロナ禍の影響により利用数は大幅に減少している。 

年度 平成２９年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

交付者数（人） 2,475 1,788 1,790 193 116 

 

 

３．能力開発事業 

   （１）書籍の頒布事業 

社会保険制度の解説、事務手続きへの利便提供のため「令和３年度版社会保険事務便覧」

を作成し、会員に配付した。 

 

  （２）社会保険制度説明会の開催 

① 第８回スッキリわかる社会保険事務説明会の開催 

岡山県社会保険労務士会所属の社会保険労務士を講師に迎え、複雑な社会保険制度

（健康保険・年金保険・労働保険制度）の事務手続きを分かりやすく解説する事務説明会を開

催した。 

昨年度に続く新型コロナウイルス感染症の影響により、初任者編の開催時期変更（５月⇒ 

１０月）や経験者編の開催中止を余儀なくされた。 

なお、経験者編については、会場開催に代えてＷＥＢ動画配信(１２月７日～２月８日）を  

行った。 

年度 平成２7 年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

参加者数(人) 1,059 1,200 1,304 1,337 1,391 625 ※ 294 

     ※ 令和３年度参加者数は初任者のみ計上 
 

   ②第６回スッキリわかる社会保険制度シリーズ説明会 

全４回（約１か月に１回～2回で２グループ）のシリーズ説明会（基礎編）を、岡山市中心部の会

場において感染防止対策を徹底したうえで開催した。 

年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

参加者数(人) 42 84 84 84 88 88 

 

 （３）セミナーの実施 

    当協会役員を対象に、役員会議の機会をとらえ、年金事務所及び協会けんぽ職員による制度

改正や事務処理上の留意点についてのセミナーを実施した。 

    事業所の従業員等の健康管理や資質向上を目的とした講演依頼に対し、講師派遣を行った。 

 

  （４）優良事業所の視察研修 

    先進的な事業運営で従業員の福利厚生事業等を積極的に取り組んでいる優良事業所を視察

し、視察参加事業所における事業計画や従業員教育に活用できるよう研修と意見交換を行うも

のであるが、本年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により一部の支部（岡山東、

倉敷西、津山）のみの実施となった。 
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４．地域活動事業 

（１）能力開発事業 

   ① セミナーの実施 

    年金事務所の管轄単位に設置している各地区において、社会保険委員を対象に、年金事

務所及び協会けんぽ職員によるセミナーを実施するものであるが、本年度は新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大の影響により一部地区のみでの実施となった。 
 
   ② 優良事業所の視察研修 

    年金事務所の管轄単位に設置している各地区において、福利厚生事業等を積極的に取り

組んでいる優良事業所を視察し、視察参加事業所における事業計画や従業員教育に活用で

きるよう研修と意見交換を行うものあるが、本年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響により実施できていない地区が多い。 

 

（２）健康と福祉向上事業 

   ① 健康づくりと健康管理の啓発 

     各地区において行われる事業実施の都度、健康づくりと健康管理を適切に行うことは医療

費を抑制し、社会保険制度の安定的な運営に資することを啓発した。 
 
   ② ウォーキングの実施 

      地区独自でのウォーキングについては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ

り開催を中止した。 
 
   ③ ボウリング大会 

      支部・県大会の予選を兼ねたボウリング大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響により１地区のみの実施となった。 

  

５．その他 

（１）年金事務所、協会けんぽ等との連携 

   ①日本年金機構年金事務所、全国健康保険協会岡山支部等との連携 

タイムリーな情報収集や相互の現況報告を行うことにより、それぞれの事業運営が円滑に

実施できるよう、岡山県社会保険委員連合会も加えた会議を毎月下旬に開催した。 
 
   ② 協賛事業等 

      ウォーキング大会を年金事務所、健康保険協会、岡山県社会保険委員連合会との共催又

は協力で実施した。 

 

 


