
第２号議案 
令和４年度 一般財団法人富山県社会保険協会事業計画 

 
事業項目 実 施 内 容 

  
       社会保険制度を啓発し、制度の円滑な推進を図るとともに、健康保険・厚生年金保険の 
   被保険者及びその家族の皆様の健康づくりを促進するため、下記の事業を実施する。 
 
 

１．制度の啓発事業 

  

 
 講習会及び広報誌等を通じて社会保険制度の啓発を図る。 
 
１．広報誌の発行  
 広報誌「社会保険とやま」を年６回発行（偶数月）し、社会保険制度の 
啓発、協会事業等の周知を図る。 

 
２．ホームページの活用 
 協会ホームページに、広報誌「社会保険とやま」や協会事業案内を掲載 
して、社会保険制度及び協会事業の周知・啓発を図る。 

 
３．社会保険事務担当者講習会（会場開催とWebセミナーの併用） 
  会員事業所の事務担当者を対象に健康保険・年金保険・労働保険の講習会

を実施し、制度の普及啓発を図る。なお、６月の社会保険適用及び健康保険

給付は動画配信によるWeb セミナー方式、１０月の年金保険給付・労働保険

全般は会場開催方式により実施する。 
 

 ① 社会保険適用・健康保険給付Webセミナー（６月実施） 
［ 令和 2年度 1,751名視聴・令和 3年度（2月末現在）1,787名視聴］ 

 ②年金保険給付・労働保険全般Webセミナー（１０月実施） 
［ 令和 2年度 1,855名視聴・令和 3年度（2月末現在）1,760名視聴］ 

 ③ライフプランニングWebセミナー（１０月実施） 
［ 令和 2年度 1,060名視聴・令和 3年度（2月末現在） 868名視聴］ 

  
 

２．健康づくり事業 

  

 
被保険者の方の健康づくり及び疾病予防を図るため、健康講習、健康体操、

健康講座を推進する。なお、令和２年度及び３年度に健康セミナーとしてWeb
方式を活用した健康体操は従来の実地方式に切り替えるものとする。 
                                 
１．職場における「健康講習会」（実地開催） 
  会員事業所に健康運動指導士及び色育インストラクター等を派遣し、健康

づくり講習会を行い、健康づくりや疾病予防に関する意識の向上を促す。 
［ 令和 2年度  8回  191 名・令和3年度（2月末現在） 11回 175名 ］ 
 

２．職場における「健康体操」（実地開催） 
  会員事業所に健康運動指導士等を派遣し、腰痛予防体操等々希望に応じた

カリキュラムで、原則１年２回の出張講座を実施し、健康体操を実演して、

職場における健康づくりを推進する。 
［ 令和 2年度 12回154名・令和 3年度（2月末現在） 11回 240名 ］  
 



事業項目 実 施 内 容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
３．健康講座（実地開催とWeb セミナーの併用） 
  健康体操を申し込みたいが、「人数が定員に満たない」、「勤務時間中は無理」

という会員事業所にお勤めの被保険者の方のために、ヨーガの個人レッスン

講座を開設しており、令和３年度はWebセミナー方式に切り替えていたが、

新年度からは実地方式とWebセミナー方式を併用して実施する。 
  

［令和 2年度参加者348名・令和 3年度参加者（2月末現在）1,892名］ 
 
４．ボウリング教室 ４月に開催  定員２０名 
   ［ 令和 2年度合計  1名・令和3年度合計 20 名 ］ 
 
５．ビーチボール大会 

 開催予定日： １０月１日（土） 県総合体育センター 
   ［ 令和 2・3年度： 富山県ビーチボール協会の要請に基づいて中止］ 

 

３．福利厚生事業 

 

  
 被保険者や被扶養者の方々の心身のリフレッシュを図り、健康の保持増進の

手助けとして、施設等の利用を助成する。 
 
１．「山の家」利用補助 
 〔期 間〕６月上旬～１１月中旬 
 〔場 所〕雷鳥荘、一の越山荘、スゴ乗越小屋、高天原山荘、太郎平小屋、 
      薬師沢小屋、剣山荘、室堂山荘、ロッジくろよん、みくりが池温泉

の利用料の一部を補助する。 
   ［ 令和 2年度  5名・令和 3年度  13名 ］ 
 
２．「山の日帰り温泉」利用補助券 
〔期 間〕６月上旬～１１月中旬（立山国際ホテルのみ３月末） 

 〔場 所〕みくりが池温泉、雷鳥荘、立山国際ホテル 
   ［ 令和 2年度  132 名 ・令和 3年度（2月末現在） 266名］ 
 
３．「海の家」利用補助 
〔期 間〕７月上旬～８月中旬 

 〔場 所〕海の家：岩瀬浜、千里浜 
       プール：太閤山ランド、ミラージュランドの利用料の一部を補助

する。 
［令和 2年度 全施設利用中止・令和3年度ミラージュランドのみ231名］   

 
４．「スキーリフト」利用補助 
〔期 間〕１２月中旬～２月末 

 〔場 所〕立山山麓スキー場(極楽坂・らいちょうバレー）、立山山麓あわすの

スキー場、牛岳温泉スキー場、イオックスアローザスキー場の利用

料の一部を補助する。 
    ［ 令和 2年度  4,403名・令和3年度 5,227 名 ］ 
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５．黒部峡谷鉄道利用補助 
〔期 間〕黒部峡谷鉄道の欅平まで運行期間（５月中旬～１０月下旬） 

 〔内 容〕宇奈月駅から欅平までの往復鉄道料金の利用料の一部を補助する。 
     ［ 令和2年度  67名・令和 3年度 14名 ］ 
 
６．「宿泊施設」利用補助 
〔期 間〕通 年 

 〔場 所〕ひみのはな、つるぎ恋月の利用料の一部を補助する。 
     ［ 令和2年度  30名・令和 3年度（2月末現在） 33名 ］ 
 
７．「県外等宿泊施設」利用補助 
〔期 間〕通 年 

 〔場 所〕岐阜･長良川温泉旅館協同組合加盟の旅館宿泊の一部を補助する。

（富山県､石川県､福井県､岐阜県､愛知県､静岡県､三重県、滋賀県 
山梨県、長野県の共通補助券）  

   下呂温泉     ［2年度   6名・3年度（ 12月末現在） 16名 ］ 
   ぎふ長良川温泉［2年度   4名・3年度（ 12月末現在）  0名 ］ 
                           
８．優待施設利用会員証の発行 
〔期 間〕通 年 

 〔場 所〕センポスの宿､ホテル法華クラブ､品川プリンスホテル､高輪プリン

スホテル､プリンスホテルご優待プラン､湯快リゾート､ダイワロイ

ヤルホテルズ､かんぽの宿 
［ 令和 2年度  696枚 ・令和 3年度（2月末現在） 265枚 ］ 

 
９．「冬季温水プール・トレーニング」利用補助 
〔期 間〕１０月１日～２月２８日 
〔場 所〕とやま健康パーク、エアーズ本館、タラソピア、らくち～の、桜ヶ

池クアガーデン、常願寺ハイツ利用料の一部を補助する。  
     ［ 令和 2年度  288名・令和 3年度  319 名 ］ 
 
10．「美術館（企画展）」観覧補助 
 富山県美術館、富山県水墨美術館、高岡市美術館、富山市ガラス美術館、

ミュゼふくおかカメラ館の企画展の観覧を助成する。 
     ［ 令和 2年度  901名・令和3年度（2月末現在） 3,250名 ］ 
 
11．「ボウリング場」利用補助券 
〔期 間〕通 年 

 〔場 所〕立山グランドボウル、富山地鉄ゴールデンボウル、ノースランド 
ボウル黒部、高岡スカイボウル 

     ［ 令和2年度  1,067枚・令和3年度 259枚 ］ 
 
12. 健康づくりDVDの貸出（11タイトル） 
〔期 間〕通年 

     ［ 令和2年度  16社 36本・令和3年度（2月末現在） 13社 24本 ］ 
 



事業項目 実 施 内 容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 ｢東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム｣ 利用補助券 
〔期 間〕６月２０日～３月３１日 
〔場 所〕東京ディズニーランド・東京ディズニーシー 
    ［ 令和 2年度  21名・令和 3年度（2月末現在） 32名 ］ 
 

14．｢ゴルフ練習場｣利用補助券 
〔期 間〕通年 
〔場 所〕古沢ゴルフ、アンテロープ 

     ［ 令和 2年度  264名・令和 3年度（1月末現在） 288名 ］ 
 

15．｢バッティングセンター｣利用補助券 
〔期 間〕通年 
〔場 所〕スーパーベースボールビッグエッグ、ベースボールハウスＭＶＰ、 

     ベースボールハウススタジアム、新川ベースボールパークバッチコイ

［ 令和 3年度新規（2月末現在） 412名］ 
 
16．｢富山市ファミリーパーク｣利用補助券 
 〔期 間〕通年 
   ［ 令和 3年度新規（2月末現在） 1,162名］ 
 

 

４．支援事業 

 

  
会員事業所に冊子を配付して、事務担当者の方々の資質の向上を図ると共に､ 

社会保険委員会の事業を側面から支援する｡ 
 
１．「社会保険の事務手続」冊子の配布 
  制度の改正点・届出が必要な事務手続についての冊子を会員事業所に配布

し、制度の周知・啓発を図る。 
 
２．社会保険委員会への助成 

富山県社会保険委員会連合会が主催する年金委員・健康保険委員大会及び

シニアライフセミナーの助成等を行い、年金委員及び健康保険委員の資質の

向上を側面から支援する。 
 

 

５．諸会議 

 

 
１．理事会        令和４年６月 事業報告、収支決算 
                    令和５年３月 理事・監事改選、事業計画、収支予算 
２．評議員会        令和４年６月 事業報告、収支決算 
３．監事会        令和４年５月 会計監査 
４．事業運営委員会 令和５年１月  令和５年度事業の検討等 
５．全国社会保険協会理事セミナー   令和５年 ２ 月  東京都で開催 
６．全国社会保険協会東海北陸地区会議 令和４年 ７ 月  富山県で開催 
７．中部地区社会保険協会事業打合せ会 令和４年１０月 石川県で開催 
８．社会保険とやま編集会議（年６回奇数月） 
９．健康づくり事業打合せ会 令和５年３月 
10．関係機関（日本年金機構・全国健康保険協会）打合せ 年３回 
                                                                                                              

 


