
（報告事項１） 

 

          令和３年度  事  業  報  告 

           （令和３年５月１日～令和４年４月３０日） 

 

 当協会の主なる事業は、①労働条件改善及び安全衛生対策事業 ②健康診断・環境測定

運営事業 ③講習会等事業 ④機関運営会議行事の４事業活動に区分されますが、本年度

は新型コロナウイルスにより一部会議関係事業の縮小を余儀なくされましたが、適切な対策を行う

ことで事業の運営を維持・実施してまいりました。 

 

１， 【会員の状況について】（過去５年） 

年 度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 

会員数 1,181 事業所 1,152 事業所 1,127 事業所 1,102 事業所 1,073 事業所 

 

     ≪令和３年度会員状況≫  

令和３年５月１日現在    １，１０２事業所 

 

新規加入会員数        ５事業所 （一般０事業所・労働保険５事業所）  

 

退 会 会 員 数       ３４事業所 （一般１２事業所・労働保険２２事業所） 

     

令和４年４月３０日現在   １，０７３事業所 

 

 

 

 

２，【講習会の状況について】（過去５年） 

 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 

受講者数 ２９９名 ２８５名 ３５４名 ２３６名 ４４３名 

講習回数 ２３回 １９回 ２１回 １７回 ２３回 

平均受講者 １３名 １５名 １７名 １４名 １９名 

   



３．【事業実施状況】

（1）労働条件改善・安全衛生対策事業

①安全週間・衛生週間・その他安全衛生活動の普及啓発等

実施時期 実施内容 摘要

令和3年
　5月予定

安全衛生専門部会 新型コロナのため開催中止

6月13日 安全衛生委員会 新型コロナのため開催中止

7月 1日
 ～ 7日

第94回全国安全週間 ポスター配布　1,400枚

7月7日 安全衛生　石川労働局長表彰
於：金沢駅西合同庁舎別館２階　共用第２会議室
大臣功績賞：米野豊　　　局長功績賞：山浩之

9月6日 安全衛生専門部会
於：小松鉄工機器（協組）研修室
部会員7名出席

9月予定 安全衛生委員会 新型コロナのため開催中止

10月 1日
  ～ 7日

第72回全国労働衛生週間 ポスター配布　1,400枚

10月19日 石川県産業安全衛生表彰式
於：ＫＫＲ金沢
出席：専務理事

10月27日
  ～ 29日

全国産業安全衛生大会 於：東京都

12月1日
～令和4年
1月15日

年末年始無災害運動

4月21日 労務福祉委員会
於：小松商工会議所
出席：監督署、委員等35名出席

②衛生管理者の能力向上活動

実施時期 実施内容 摘要

令和3年
　5月27日

衛生管理研究会
総会

新型コロナのため開催中止
（総会・その他資料の送付で代替）

同上
衛生管理研究会
第一回研修会

同上

9月予定
衛生管理研究会
役員会

新型コロナのため開催中止

11月予定
衛生管理研究会
第二回研修会

新型コロナのため開催中止

令和4年
　1月21日

衛生管理研究会
役員会

於：小松鉄工機器（協組）研修室
出席：役員等8名出席

3月24日
衛生管理研究会
第三回研修会

於：小松商工会議所
出席：監督署、会員等34名出席

4月26日
衛生管理研究会
役員会

於：小松鉄工機器（協組）研修室
出席：役員等10名出席

③安全パトロール

令和3年
木造建築工事安全対策連絡会
安全パトロール

新型コロナのためパトロールは中止
（会員事業所による自己点検で代替）



（2）健康診断・環境測定運営事業

【会議および地区別・団体巡回健康診断】

実施時期 実施内容 摘要

令和3年 新型コロナのため開催中止

5月20日 （資料送付で代替）

6月3日 集団健康診断（一般） 於：（協組）小松トラック輸送センター

6月9日

　10日

8～11月

11月16日

　17日

11月予定 理容・美容組合健康診断（一般） 新型コロナのため開催中止

12月8日 振動障害健康診断 於：かが森林組合

令和4年

2月7日

　～8日

3月2日

　～4日

3月15日

　～17日

3月22日

　～24日

【個別事業所訪問】

　　①令和3年度期間内、32事業所で訪問健康診断実施。

　　②令和3年度期間内、43事業所で訪問環境測定実施。

集団健康診断
（一般）

於：（協組）小松トラック輸送センター

令和3年5月
～

令和4年4月

測定機関：（一財）石川県予防医学協会
　　　（株）大和環境分析ｾﾝﾀｰ
　　　(株)環境公害研究ｾﾝﾀｰ

　(株)エオネックス

集団健康診断（一般、特殊） 於：小松鉄工機器（協組）

がん検診 於：小松鉄工機器（協組）

集団健康診断（一般、特殊） 於：小松鉄工機器（協組）

環境測定

於：加南トラック事業（協組）

集団健康診断（一般） 於：加南トラック事業（協組）

健康診断団体会議

巡回健康診断
（一般、特殊、生活習慣病）

於：管内一円(27会場、42回）

集団健康診断（一般）



（3）講習会等事業

実施時期 実施内容 摘要

令和3年

5月11日 於：小松商工会議所

  ～12日 受講者26名

5月13日 於：小松鉄工機器（協組）

～14日 受講者33名

5月18日 於：小松産業技術専門校

　～19日 受講者20名

5月20日 於：小松産業技術専門校

　～21日 受講者13名

6月1日 於：小松産業技術専門校

 ～2日 受講者6名

6月10日 於：小松産業技術専門校

 ～11日 受講者9名

於：小松産業技術専門校

受講者19名

於：小松産業技術専門校

受講者27名

於：小松鉄工機器（協組）

受講者10名

7月28日 於：小松鉄工機器（協組）

　 ～29日 受講者23名

8月3日 於：小松鉄工機器（協組）

　 ～4日 受講者23名

9月9日 於：小松商工会議所

　～10日 受講者42名

於：小松商工会議所

受講者15名

9月15日 於：小松商工会議所

　～16日 受講者24名

10月12日 於：小松産業技術専門校

　～13日 受講者18名

10月14日 於：小松産業技術専門校

　～15日 受講者9名

11月9日 於：小松商工会議所

　～10日 受講者20名

11月11日 於：小松産業技術専門校

　～12日 受講者20名

11月16日 於：小松商工会議所

　～17日 受講者59名

令和4年

4月11日 ガス溶接技能講習 於：小松産業技術専門校

～12日 受講者3名

4月13日 於：小松産業技術専門校

～15日 受講者8名

於：小松産業技術専門校

受講者8名

於：小松産業技術専門校

受講者8名

安全衛生推進者養成講習

ガス溶接技能講習

アーク溶接特別教育

有機溶剤作業主任者技能講習

産業用ロボット特別教育

職長教育

産業用ロボット特別教育

9月7日 リスクアセスメント担当者養成講習

安全管理者選任時研修

アーク溶接特別教育

6月15日

4月18日 粉じん作業特別教育

4月19日 グラインダ業務特別教育

電気（高圧）取扱業務特別教育

ガス溶接技能講習

アーク溶接特別教育

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

ガス溶接技能講習

6月23日 有機溶剤業務従事者安全衛生教育

6月16日 粉じん作業特別教育

グラインダ業務特別教育



（4）機関運営会議等行事

実施時期 実施内容 摘要

令和3年
　5月17日

労働保険事務組合連合会
理事会

新型コロナのため開催中止

5月24日
会計監査
三役会

於：ホテルビナリオ小松セントレ
出席：会長・副会長・監事・専務理事

5月25日
労働保険事務組合連合会
総会

新型コロナのため開催中止

6月予定 理事会
新型コロナのため開催中止
（理事全員による書面議決で代替）

6月8日
石川県労働基準協会連合会
理事会

新型コロナのため開催中止

6月28日
石川県労働基準協会連合会
定時総会、理事会

於：金沢ＫＫＲ
出席：会長・米野・専務理事

7月21日 定時社員総会 於：小松商工会議所

10月28日
労働保険事務組合連合会
理事会

於：石川県勤労者福祉文化会館
出席：専務理事

11月30日 労働災害防止団体等連絡会議
於：金沢駅西合同庁舎
出席：専務理事

令和4年
　1月24日

理事会
於：ホテルビナリオ小松セントレ
出席：会長・理事・監事

1月24日 新年役員互礼会
於：ホテルビナリオ小松セントレ
出席：役員等

3月24日
石川県労働基準協会連合会
理事会

於：石川県地場産業振興センター
出席：米野・専務理事

4月21日 理事懇談会・労務福祉委員会
於：小松商工会議所
出席：役員等

4月25日 労働災害防止団体等連絡会議
於：金沢駅西合同庁舎
出席：専務理事



令和３年度 労働保険事務組合業務実施報告書 

 

１．労働保険事務組合は次の業務を行っている 

（1）労働保険の申告と保険料の交付を受け、国に納付する 

（2）事業主等の労災保険への特別加入手続 

（3）雇用保険の資格取得、喪失の手続 

（4）育児休業給付金及び、高年齢雇用継続給付金等の受給資格確認 

（5）雇用保険活用事業所に対する援助（各種助成金の広報） 

（6）労災保険の給付手続の指導 

（7）中小企業退職金共済の加入手続 

（8）全国労保連労働災害保険の加入促進 

（9）未加入事業所の労働保険加入促進 

 

２．令和３年度労働保険料取扱高 

国庫納付金額                   163,581,801円 

事業所への還付金額                 1,661,931円 

算定基礎調査による追加納付金額               0円 

石綿健康障害に係る一般拠出金             202,396円 

  計                 165,446,128円 

 

３．令和３年度取扱委託事業所増減数（令和４年 4 月 1 日現在） 

新規委託事業所数及び件数           5事業所、  12件 

委託解除事業所数及び件数          27事業所、  42件 

現在委託事業所数及び件数          504事業所、  744件 

                        


