第 1 号議案

令和２年度 事

業

報

告

本会は、定款に定めた事業目的である、社会保険の被保険者及び被扶養者の福利
を増進するための事業を行うとともに、社会保険制度の普及発展及び社会保険事業
の円滑な運営に寄与するため、次の事業を実施いたしました。

１ 理事会及び評議員会並びに支部事業運営員会の開催
(1) 理事会
・令和元年度

事業報告及び決算等の審議

・定時評議員会の日程
令和２年５月１３日
理事会「みなし決議」により承認
(2) 評議員会
・令和元年度事業報告及び決算書類の承認について審議
令和２年６月１２日
評議員会「みなし決議」により承認
(3) 支部事業運営委員会
・令和２年度事業中間報告(案)
・令和３年度事業計画骨子(案)について
令和２年１１月１０日(火)

…

新居浜支部

※松山東支部・松山西支部・今治支部・宇和島支部は文書決議
令和２年１１月１０日
事業運営委員会「みなし決議」により承認

２ 社会保険制度の普及宣伝事業
(1) 機関紙「社会保険えひめ」の作成と配付（年４回実施）
令和２年６月号、９月号、１２月号、令和３年３月号を作成して配付を
実施しました。
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(2) 社会保険事務講習会の開催（５会場、延べ６回）
６～７月に県内５会場で事業所の事務担当者を対象とした社会保険事務講
習会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大に
より中止しました。
【実施計画】
会

場

新居浜会場
今

治会場

宇和島会場
大

洲会場

松山会場 1
松山会場 2

開催日及び場所

募集定員

令和２年６月２日（火）

１３０名

リーガロイヤルホテル新居浜
令和２年６月３日（水）

１００名

テクスポート今治
令和２年６月２４日（水）

９０名

パフィオうわじま
令和２年７月８日（水）

８０名

大洲市総合福祉センター
令和２年７月１０日（金）

１２０名

リジェール松山
令和２年７月１４日（火）

１２０名

リジェール松山

令和２年５月２１日
理事会「みなし決議」により中止決定
(3) 社会保険事務担当者基礎講座の開催
松山管内において令和２年８月から９月の間、毎月１回の開催で合計２回、
宇和島管内において令和２年８月から令和２年１１月の間、毎月１回の開催
で合計４回にわたり社会保険制度等の普及宣伝事業として開催しています
が、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大により、感染防止対策（マス
クの着用、受付時の検温、ソーシャルディスタンスの確保）を徹底したうえ
会場内の収容人員を減らして実施しました。

【実施結果(松山会場:収容人員 70 名)】

※感染拡大防止による人員制限

開 催 日 時

開 催 場 所

令和２年８月２６日(水)
１４時～
令和２年９月３日(木)
１４時～

リジェール松山８Ｆ
「クリスタルホール」
リジェール松山８Ｆ
「クリスタルホール」
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出 席 者 数
６７名
(申込者 91 名)

４９名
(申込者 76 名)

【実施結果(宇和島会場:収容人員 50 名)】

※感染拡大防止による人員制限

開 催 日 時

開 催 場 所

令和２年８月１２日(水)
１３時～
令和２年９月９日(水)
１３時～
令和２年１０月１４日(水)
１３時～
令和２年１１月１１日(水)
１３時～

パフィオうわじま１Ｆ
「ホール」
パフィオうわじま１Ｆ
「ホール」
パフィオうわじま１Ｆ
「ホール」
パフィオうわじま１Ｆ
「ホール」

出 席 者 数
４６名
(申込者 70 名)

４２名
(申込者 77 名)

４３名
(申込者 71 名)

４１名
(申込者 60 名)

【講座内容】
第１回「健康保険の基礎知識」

第２回「厚生年金保険の基礎知識」

第３回「労働保険の基礎知識」

第４回「働き方改革について」

【講

師】

各関係団体(年金事務所、宇和島労基署、ハローワーク宇和島)職員、
働き方改革推進支援センターアドバイザー、社会保険労務士
(4) 社会保険関係出版物「社会保険の事務手続」の配付
全会員事業所に対して、５月２１日から発送し月末までに配付を実施しま
した。

３ 被保険者等の健康の保持増進事業
会員事業所の被保険者等の健康の保持増進を図るため、愛媛社会保険委員会連
合会各委員会と共催している県内３支部での「健康ウォーク」及び松山東・西支
支部での「ボウリング大会」を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染
症の全国的な拡大により中止しました。
【実施計画】
(1) 健康ウォークの開催
【実施計画】
支部名
新居浜
今

治

宇和島

実施年月日とウォーク名
令和２年６月１４日(日)
角野小学校⇔マイントピア別子
令和２年１０月１８日(日)
波方公園を起点に波方半島一周
令和２年１０月２５日(日)
西予市野村町「乙亥会館」周辺

(注)昨年度は、「南楽園」の周回コースで実施しました。
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参加募集人数
４００名
２５０名
２３０名

令和２年５月２１日
理事会「みなし決議」により中止決定（新居浜社会保険健康ウォーク）
令和２年７月３１日
理事会「みなし決議」により中止決定（今治・宇和島社会保険健康ウォーク）
(2) ボウリング大会の開催
【実施計画】
○松山東地区ボウリング大会
開催日・場所：７月４日(土)

イヨテツボウリングセンター

○松山西地区ボウリング大会
開催日・場所：７月５日(日)

ＫＩＴ（旧:キスケボウル）

令和２年５月２１日
理事会「みなし決議」により中止決定
(3) 新居浜健康セミナーの開催
今年度の新規事業として８月に実施を計画していましたが、新型コロナウ
イルス感染症の全国的な拡大により、7 月３日に事前協議を実施して、「ウ
イズコロナ」の中での開催の可否を検討した結果、募集人数の削減、実施内
容等の再検討を含め再協議することで決定、１２月１７日に開催された愛媛
社会保険委員会連合会新居浜委員会臨時理事会において、再協議を行いまし
たが止む無く中止しました。
令和３年１月１５日
理事会「みなし決議」により中止決定
(4) 健康づくり講習会への講師派遣（医師・保健体育専門家等の無料派遣)
会員事業所からの申込みにより、医師または保健体育専門家等を健康づく
り講師として無料で派遣しました。
○講師派遣依頼事業所

５事業所

５会場（1 事業所は中止）

○講習会終了受講者数

５会場

２４８名

(5) 健康づくりＤＶＤの貸出し
会員事業所からの申込みにより、健康づくりＤＶＤの無料貸出を実施しま
した。
○ＤＶＤ貸出申込事業所

８事業所
(今治支部 2 新居浜支部 2 宇和島支部 4)

○ＤＶＤ貸出枚数

１９枚
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４ 愛媛社会保険委員会連合会への協力助成事業
(1) 月刊誌「社会保険」の配付
○社会保険委員会加入事業所へ配付を実施しました。
(2) 愛媛社会保険委員会連合会の事業への協力
○社会保険協会との共催による各種事業への支援・協力を行いました。

５ 会員の互助事業等
今年度から新規事業を追加して事業の補強を行いました。
(1) 脳ドック検診費用の一部助成
検査費用の内１件当たり３,０００円の一部助成を行うこととし、定員は
８０名として実施しました。
なお、申込書の受付期間及び実施結果は次のとおりです。
受付期間：

令和２年４月 1 日～令和３年３月１日必着分まで

申込４３事業所

申請書送付枚数８３枚

支払実績３１事業所

６０名

(2) 施設利用に係る入場料等の一部助成
○愛媛新聞社主催の「“海の楽園”グレートバリアリーフとオーストラリア
の水族館」の入場者（大人・小人）に対し、一部助成を実施する予定でし
たが、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大により、主催者側の判断
で中止しました。
○愛媛県歴史文化博物主催の「かこさとし絵本展」及び愛媛県総合科学博
物館主催の「世界の昆虫大集合」の入場者（大人・小中学生及び 65 歳以上）
を対象に一部助成を実施しました。（モデル事業として実施）
【「かこさとし絵本展」の実施結果】
実施期間：

令和２年８月１日～８月３１日

助成金額：

大人３００円

65 歳以上・小中学生３００円

申込事業所数：

６０６事業所

申込合計枚数：

４,８７０枚
（大人 3,055 枚 65 歳以上 190 枚 小中学生 1,625 枚）

(内訳)

松山東：１５０事業所
申込枚数：１,１８６枚
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松山西：１９０事業所
申込枚数：１,５６４枚
新居浜：１０２事業所
申込枚数：
今

治：

８６４枚
７３事業所

申込枚数：
宇和島：

５６８枚
９１事業所

申込枚数：
割引券交付事業所：

６８８枚

割引券交付枚数：

４５６事業所
３,４１２枚

（大人 2,201 枚 65 歳以上 151 枚 小中学生 1,060 枚）

割引券利用枚数

３８９枚

利用率１１.４０％

【「世界の昆虫大集合」の実施結果】
実施期間：

令和２年８月１日～８月３１日

助成金額：

大人３００円

小中学生２００円

申込事業所数：

１,０７４事業所

申込合計枚数：

８,０２１枚
（大人 5,013 枚 65 歳以上・小中学生 3,008 枚）

(内訳)

松山東：２２４事業所
申込枚数：１,７１０枚
松山西：２８０事業所
申込枚数：２,１７１枚
新居浜

２９９事業所

申込枚数：２,２０２枚
今

治：１７７事業所

申込枚数：１,２２０枚
宇和島：

９４事業所

申込枚数：
割引券交付事業所：
割引券交付枚数：

７１８枚

６１９事業所
４,４３１枚

（大人 2,687 枚 65 歳以上・小中学生 1,744 枚）
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割引券利用枚数

１,５６４枚

利用率３５.３０％

(3) 愛媛県立とべ動物園入園の無料優待
とべ動物園の入園者(大人・小中学生)に対し、入園料助成により無料優待
を実施しました。
実施期間：

令和２年１０月 1 日～１２月２８日

助成金額：

大人４００円

小中学生８０円

申込事業所数：

１,８１４事業所

申込合計枚数：

９,３４８枚

(内訳)

松山東：４２３事業所
申込枚数：２,１６１枚
松山西：４８９事業所
申込枚数：２,５５９枚
新居浜：３８９事業所
申込枚数：２,０１３枚
今

治：２９７事業所

申込枚数：１,５１３枚
宇和島：２１６事業所
申込枚数：１,１０２枚
優待券交付事業所：
優待券交付枚数：

１,７８２事業所
計９,２２０枚
※令和 2 年度～共通優待券としたため、大人・
小中学生の内訳は不明です。

優待券利用枚数：

３,７９８枚

利用率４１.１９％

(4) 県内温浴施設に係る入浴料一部助成（モデル事業）
事業目的の一つである健康保険、厚生年金保険の被保険者及び被扶養者の
健康促進を図り福利を増進するため、県内温浴施設を対象とした入浴料の一
部助成を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の若年層を中心
とした２次感染の全国的な拡大、冬期における感染症の拡大予測等により中
止しました。
【実施計画】
実施期間：

令和３年１月４日～令和３年３月３１日
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助成金額：

２００円（共通割引券として発行）

交付枚数：

５,０００枚（1 事業所 10 枚上限）

助成対象：

令和２年度の会費納入事業所

令和２年９月１１日
理事会「みなし決議」による中止決定
(5) 家庭用常備薬の斡旋
○被保険者並びにその家族への福利厚生事業の一環として、協会会員事業
所価格での家庭用常備薬の斡旋を実施しました。
案内時期：

令和２年９月
令和３年３月

案内方法：

業者作成チラシを「社会保険えひめ」に同封

実施結果：

令和２年９月

申込事業所１６事業所
申込者４７９名

令和３年３月

申込事業所１８事業所
申込者４６３名

６ 会員の拡大等に関する取組み
(1) 社会保険の新規適用事業所への加入勧奨
○代表年金事務所(松山東)へ年４回(7 月.10 月.1 月.3 月)情報開示請求して
次の勧奨書類を送付しました。
４月加入勧奨実施件数（１月「情報開示請求分」） ：３７９件
(注)令和元年度は年 3 回情報開示請求(7 月.10 月.3 月)としていたこ
とから、令和 2 年 3 月情報開示請求分を令和 2 年 4 月に加入勧奨を
実施したため、令和 2 年度分として計上している。
８月加入勧奨実施件数（7 月「情報開示請求分」） ：２４１件
１０月加入勧奨実施件数（１０月「情報開示請求分」）：２１４件

３月加入勧奨実施件数（１月「情報開示請求分」） ：１５０件
(注)令和 3 月 3 月情報開示請求分は、令和 3 年 4 月に加入勧奨を実
施するため令和 3 年度分として計上することになる。
[①事業案内②加入のお願い③入会申込書④返信封筒］

［内 訳］

松山東:

実施件数 313 件
-8-

加入件数 7 件（加入率 2.2％）

松山西:

実施件数 294 件

加入件数 11 件（加入率 3.7％）

新居浜:

実施件数 166 件

加入件数 9 件（加入率 5.4％ ）

今

治:

実施件数 160 件

加入件数 7 件（加入率 4.4％）

宇和島:

実施件数 116 件

加入件数 8 件（加入率 6.9％ ）

(注)令和元年度まで会費算定基準(2 月 1 日現在)となる被保険者数
を確認するための情報開示請求(事業所一覧表)は、年金事務所
の開示方法の変更により中止する。

(2) 未納会員事業所に対する納付促進対策の実施
○１１月に未納会員事業所に対し納付勧奨を実施しました。
［①納付書②事業案内③社会保険協会からのお願いの文書を同封］

納付勧奨実施件数：５１４件（11/25 発送）
納付件数：１８５件
納付額：８１６,２００円(納付率 1.8％)
[令和 2 年度納付額：44,140,200 円]
※納付勧奨実施後の 12 月分～3 月までの納付額を計上している。

［内 訳］

松山東:

実施件数 99 件

納付件数 33 件（ 納 付 率 33.3％ ）

松山西:

実施件数 134 件

納付件数 46 件（ 納 付 率 31.5％ ）

新居浜:

実施件数 107 件

納付件数 37 件（ 納 付 率 34.5％ ）

今

治:

実施件数 90 件

納付件数 35 件（ 納 付 率 38.8％ ）

宇和島:

実施件数 84 件

納付件数 34 件（ 納 付 率 40.4％ ）
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