
　本年５月に開催された第139回理事会及び第135回評議員会において、平成27年
度事業実施結果報告並びに決算をご承認いただきました。会員事業所の皆様のご理解
とご協力により、ほぼ計画どおり実施できましたことについて深く感謝申し上げます。
　併せて、任期満了による役員改選があり、各支部よりご推薦いただいた理事・監事・評
議員の全員が選任されました。（「役員体制」掲載）
　また、３月に開催された第138回理事会及び第134回評議員会では、平成28年度
事業計画並びに予算をご承認いただきました。
　会員事業所様に本紙をもってご報告申し上げます。

一般財団法人福島県社会保険協会

協会だより 2016
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白水阿弥陀堂「蓮の花」／いわき市内郷白水町



▍会議
⃝本部理事会　3回開催
⃝本部評議員会　2回開催
⃝支部理事会・評議員会　各支部とも2回開催
⃝「社会保険ふくしま」編集会議　1回開催
⃝四者協議（協会・年金機構・協会けんぽ・委員会）　6回開催
⃝支部事務局長会議　1回開催
⃝本部・支部個別協議（ヒアリング）各支部１回開催

▍広報事業
⃝「社会保険ふくしま」　隔月（奇数月）発行　6回発行
⃝「協会だより」　７月発行
⃝「社会保険協会・事業のご案内」　４月発行
⃝ホームページ（http:/www.f-shimakyoukai.or.jp）による広報

▍社会保険制度の普及事業
⃝「社会保険実務の手引き」（27年度版）の配付
⃝「月刊社会保険」誌の配付（社会保険委員設置事業所）
⃝算定基礎届事務講習会の開催
　６月中に開催　14会場20回開催　出席者1,785名
⃝社会保険事務講習会の開催
　11～12月に開催　６会場７回開催　出席者1,609名
⃝年金セミナー（郡山支部）の開催
　９月に開催　４会場４回開催　出席者83名
⃝年金委員・健康保険委員・事業主表彰伝達式の開催（四者共催）
　11月11日に開催　優良事業主11名に協会長感謝状を贈呈

▍健康づくり事業
⃝実技指導講師の無料派遣	 15回　287名参加
⃝保健師の無料派遣	 ９回　496名参加
⃝体力測定器具の無料貸出し	 10回　541名利用
⃝DVD等の健康教材無料貸出し	 ７回　393名利用

▍福利厚生事業
⃝無料入浴券の配付
　配付事業所数	3,073件　配布枚数 12,389枚　利用枚数 6,139枚

▍支部事業
⃝健康づくりハイキング　６支部　６回開催　365名参加
⃝健康づくりボウリング大会　６支部　13回開催　427名参加
⃝健康づくりゴルフ大会　２支部　３回開催　41名参加
⃝健康づくりソフトボール大会　１支部　１回開催　５チーム参加（雨天中止）
⃝健康づくりパークゴルフ大会　１支部　２回開催　50名参加

社会保険協会の
事業実施状況

平成27年度
事業実施結果報告

役員体制
▍本部役員

（平成28年５月24日改選）
役職名 氏名 事業所名
会　長

(代表理事 ) 藤原　英男 ㈱福島製作所

副会長 田崎　　淳 東北ミドリ安全工業㈱

〃 半沢　幸一 （公財）ときわ会

〃 竹田　　秀 （一財）竹田健康財団

理　事 立谷　一郎 ㈱サンエイ海苔

〃 藤田祐太郎 高田産商㈱

〃 星　　春男 ㈱福島県中央計算センター
専務理事

（業務執行理事） 五十嵐和典 （一財）福島県社会保険協会

監　事 坪谷　常吉 福島運送㈱

〃 伊東　正晃 福島県信用保証協会

評議員 山﨑誠一郎 佐藤工業㈱

〃 佐藤　光一 ㈱伊達物産やまとフーズ

〃 鴫原　達夫 東邦ゴム工業㈱

〃 鈴木　正博 ㈱福島情報処理センター

〃 笠原　賢二 笠原工業㈱

〃 小山　邦弘 ㈱ホンシュウ

〃 芳賀　　潔 トーホク装美㈱

〃 佐久間博巳 常磐興産㈱

〃 髙久田達雄 ㈱日星製作所

〃 渡邉　泰夫 會津通運㈱

〃 佐原　　元 （医）佐原病院

〃 宮森　優治 榮川酒造㈱

〃 三田　　計 丸三製紙㈱

〃 松下　正浩 松下建設㈱

〃 牧野　富雄 白河信用金庫

〃 藤田　光夫 藤田建設工業㈱

▍支部役員
⃝県内の年金事務所ごとに６支部があります。
　（支部役員の掲載省略）



■正味財産増減計算書	 （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ　正味財産増減の部

　１　経常増減の部

　　（１）経常収益 61,759,133 62,051,420 △	292,287

（うち会費収入） （59,862,500） （60,301,600） （△439,100）

　　（２）経常費用

　　　　① 事業費 37,938,835 42,153,392 △	4,214,557

　　　　② 管理費 21,381,897 20,646,553 735,344

経常費用計 59,320,732 62,799,945 △	3,479,213

当期経常増減額 2,438,401 △	748,525 3,186,926

　2　経常外増減の部

　　（１）経常外収益 0 0 0

　　（２）経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 2,438,401 △	748,525 3,186,926

一般正味財産期首残高 58,784,859 59,533,384 △	748,525

一般正味財産期末残高 61,223,260 58,784,859 2,438,401

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 61,223,260 58,784,859 2,438,401

■貸借対照表	 （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ　資産の部

　１　流動資産 13,510,781 6,240,055 7,270,726

　２　固定資産 55,374,502 59,510,502 △	4,136,000

　３　繰延資産 0 0 0

　資産合計 68,885,283 65,750,557 3,134,726

Ⅱ　負債の部

　1　流動負債 2,353,122 2,520,797 △	167,675

　2　固定負債 5,308,901 4,444,901 864,000

負債合計 7,662,023 6,965,698 696,325

Ⅲ　正味財産の部

　1　一般正味財産 61,223,260 58,784,859 2,438,401

（うち基本財産への充当額） （50,000,000） （55,000,000） （△5,000,000）

（うち特定資産への充当額） （　　　　　　0） （　　　　　　0） （　　　　　　0）

正味財産合計 61,223,260 58,784,859 2,438,401

負債及び正味財産合計 68,885,283 65,750,557 3,134,726

平成27年度決算報告



※本部事業・支部事業ともに、講習会やハイキング等の開催は「社会保険ふくしま」でお知らせいたします。

一般財団法人	福島県社会保険協会
福島市大町5-2　千代田生命福島ビル4F			℡	024-525-9311　ホームページ	http://www.f-shimakyoukai.or.jp/

［編集発行］

▍基本方針
社会保険制度の事業の円滑な運営に寄与するため、日本年金
機構及び全国健康保険協会福島支部、福島社会保険委員会連
合会と協力連携し、社会保険制度の普及宣伝及び被保険者等
の福利増進を図る。

▍会議
⃝本部理事会を５月、12月、３月に３回開催する。
⃝本部評議員会を５月と３月に２回開催する。
⃝支部理事会・評議員会を支部計画に基づいて開催する。
⃝編集委員を各地区１名委嘱するとともに、「社会保険ふくし
ま」編集会議を６月に開催する。
⃝四者協議（協会・年金機構・協会けんぽ・委員会）に参加する。
⃝支部事務局長会議を６月に開催する。
⃝本部・支部個別協議（ヒアリング）を各支部と開催する。

▍広報事業
⃝「社会保険ふくしま」を隔月（奇数月）に発行する。
⃝「協会だより」を７月に発行する。
⃝「社会保険協会・事業のご案内」を４月に発行する。
⃝ホームページ（http:/www.f-shimakyoukai.or.jp）の充
実と広報に努める。

▍社会保険制度の普及事業
⃝「社会保険実務の手引き」（28年度版）を作成し配付する。
⃝「月刊社会保険」誌を社会保険委員設置事業所に配付する。
⃝春に「算定基礎届事務講習会」を14会場で17回開催する。
⃝秋に「社会保険事務講習会」を６会場で７回開催する。
⃝年金セミナー（郡山支部）を９月に４会場で４回開催する。
⃝11月に四者共催で「年金委員・健康保険委員・事業
主表彰伝達式」を開催するとともに、優良事業主に協
会長感謝状を贈呈する。

▍健康づくり事業
⃝実技指導講師を無料派遣する。⃝保健師を無料派遣する。
⃝体力測定器具を無料貸出しする。
⃝DVD等の健康教材を無料貸出しする。

▍福利厚生事業
⃝無料入浴券を希望する（応募のあった）事業所に配付する。
⃝保養施設を希望事業所へ斡旋する。

▍支部事業
⃝支部計画に基づいて研修会やセミナー等を開催する。
⃝支部計画に基づいて健康づくりハイキング・健康づくりボ
ウリング大会・健康づくりゴルフ大会・健康づくりソフト
ボール大会・健康づくりパークゴルフ大会等を開催する。

▍その他の事業
⃝事業の前進のため関係団体との協力連携の強化に努める。
⃝会員の拡大に努める。

平成28年度	収支予算	 （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ　正味財産増減の部
　１　経常増減の部
　　（１）経常収益 61,621,000 61,878,000 △	257,000

（うち会費収入） （59,322,000） （59,572,000） （△246,000）
　　（２）経常費用
　　　　① 事業費 39,918,000 42,179,000 △	2,261,000
　　　　② 管理費 21,548,000 21,964,000 △	416,000

経常費用計 61,466,000 64,143,000 △	2,677,000
当期経常増減額 155,000 △	2,265,000 2,420,000

　2　経常外増減の部
　　（１）経常外収益 0 0 0
　　（２）経常外費用 0 0 　　0

当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 155,000 △	2,265,000 2,420,000
一般正味財産期首残高 61,413,000 58,711,000 2,702,000
一般正味財産期末残高 61,568,000 56,446,000 5,122,000

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 61,568,000 56,446,000 5,122,000

平成28年度 事業計画


