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平成 29 年度事業計画書 

自 平成 29 年４月１日 

至 平成 30 年３月31日 

日本の経済状況は、緩やかな回復基調にあるものの、個人消費や民間投資など国内需

要の低迷が依然として続き、デフレからの完全脱却にはまだ道半ばといわれています。

こうした中、政府はアベノミクスをいっそうの強化、一億総活躍社会の実現に向けた取

組みを推進していますが、中でも、最大のチャレンジと位置づけられた働き方改革につ

いては、企業の雇用・労務管理を業務分野とする私たち社会保険労務士（以下「社労士」

という。）の大きな関心事となっています。 

社労士制度は、平成 30 年に制度創設 50 周年を迎えます。制度発展の歴史において大

きな節目の年を控え、当会は、全国社会保険労務士会連合会（以下「連合会」という。）

が推進する記念事業等に協力していきます。 

マイナンバー制度の施行に伴い、ますます情報セキュリティの強化が問われている中、

社労士独自の個人情報保護認証（SRPⅡ）制度を推進し、社労士がマイナンバー制度に十

分対応していることを国民にアピールしていく必要があります。

近年、社労士の信用を失墜させるような行為や不適切な情報発信等により品位を損な

う事象が散見されています。職業倫理の遵守や品位保持は社労士制度信頼の基礎である

ことを自覚しなければなりません。

年金相談事業については、街角の年金相談センター高松（オフィス）（以下「高松オフ

ィス」という。）の基本理念である「市民のための顔と顔が見える信頼の相談」をもとに、

運営を円滑に実施し、利用拡大を目指します。また、年金事務所への年金相談員の派遣、

他県会への年金講師の派遣、年金事務センターの運営について引き続き充実を図ります。

社労士制度の更なる充実のため、連合会と緊密な連携を図り、香川県社会保険労務士

政治連盟、全国社会保険労務士政治連盟と協力して次の各事業を推進します。 

Ⅰ 社労士法改正に関する事業 

社労士法改正については、これまでの経緯経過を踏まえ、会員の意見を集約しつつ、

国民のニーズに応えるために必要な課題について検討し、社労士制度のさらなる充実と

発展を目指すという連合会の方針に従い協力します。 

Ⅱ 社労士制度創設 50 周年に関する事業 

社労士制度が平成 30 年に制度創設 50 周年を迎えるにあたり、記念事業等の概要につ

いて検討を進めるとともに、連合会が開催する各種記念事業に協力します。
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Ⅲ 社労士制度推進に関する事業 

労務管理及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を担う唯一の国家資格者として、広く

国民に寄与するとともに、社労士業務の拡充と社労士制度の更なる発展のため、以下の

事業を推進します。 

１．社労士会労働紛争解決センター香川（以下「解決センター」という。）に関す

る事業 

（１）解決センターの利用促進を図るため、インターネット等を活用し、解決センター、

総合労働相談所（以下「相談所」という。）及び社労士会中小企業経営労務支援セン

ター（以下「支援センター」という。）に関する広報活動を行います。

（２）相談所と支援センターで受け付けた相談を解決センターでのあっせんに繋げるよ

う連携強化します。

（３）特定社労士のスキルアップに必要な研修を行います。

２．事業開発に関する事業 

（１）社労士の業域の確保・拡大を図るため、厚生労働省等の施策と協調して、中小企

業における仕事と「育児・介護・疾病の治療等」との両立支援の取組みを、社労士が

業務として的確に支援していくための施策について、連合会と連携して、実施しま

す。 

（２）医療業界におけるビジネス業域の拡大を進めるため、医療労務コンサルタントの量的

拡大と質的向上を図るため、医療労務コンサルタント研修及び研修修了者に対するフォ

ローアップ研修等を連合会の方針に基づき中国・四国地域協議会（以下「地域協議会」

という。）と協力し実施します。

（３）人材確保・育成対策が重点事項とされる医療・介護・建設・保育業の分野における

ビジネス業域拡大のための施策について、引き続き実施します。 

（４）経営的視点に立って、労務の側面から企業活動を対外的・対内的に評価し、勤務

環境の改善等に貢献する仕組みを社労士業務として確立するため、企業における労

働条件審査の実施及び労務管理に関する内部監査業務の支援等を実践するための方

策について、連合会と連携して検討します。 

（５）より多くの会員が、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が運営する

サイバー法人台帳ROBINSを活用した経営労務診断サービスに取り組むことができる

よう、情報提供等による支援、関係機関との連携及び企業への周知等、必要な施策を

講じ、社労士の認知度と関与率を高めるとともに、「人を大切にする企業」の実現と

「人を大切にする社会」の広がりを支援します。 

３．中小企業支援に関する事業 

社労士による中小企業支援を展開するため、株式会社日本政策金融公庫（以下「日本

公庫」という。）等との連携を推進するとともに、中小企業から寄せられる人事労務管理

に関する相談に適切に対応します。 

また、中小企業支援に関する香川県弁護士会との連携について推進します。 

４．関与率向上に関する事業 

（１）香川県内の社会保険適用事業所における社労士の関与率について実績を情報収集
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しながら、随時、必要な改善策を検討します。 

（２）厚生年金保険新規適用事業所情報を希望する会員に提供します。 

（３）関与率向上のツールとしての経営労務診断サービスに取り組むことができるよう

支援します。

５．業務侵害行為の防止対策に関する事業 

（１）社労士法に違反して社労士業務を侵害し、又は侵害する恐れのある行為に対して

は、その発生について常に情報収集し、厳正かつ適切に対処します。

（２）行政機関並びに労使関係団体、士業関係団体等に対して注意喚起を行い、業務侵

害行為発生の未然防止を図ります。

（３）社労士（社労士法人の社員を含む）及び事務所職員の名札着用について、引き続

き徹底を促し、行政機関の窓口での非社労士排除プレートの掲示とともに業務侵害

の予防効果を高めます。

６．電子申請の促進に関する事業 

（１）当会ホームページ「社労士の電子申請」にて、電子申請関連、マニュアル等の情報

提供をします。 

（２）労働局との連絡協議会等を活用して社労士が担う電子申請利用促進策について提

言、意見交換をします。 

（３）マイナンバーを記載する届出等に係る安全措置の観点においては、電子申請によ

る届出等が有効であることから、社労士による電子申請の安全性について広くアピ

ールするとともに、会員が円滑に電子申請に取り組めるよう支援します。 

（４）電子申請に関する環境変化等については、随時速やかに会員に情報提供します。 

７．社会保険労務士総合研究機構（以下「社労士総研」という。）に関する事業 

社労士総研が行う調査研究成果等の発表や報告について速やかに会員に情報提供する

とともに必要な施策や事業に協力します。 

８．情報セキュリティ対応に関する事業 

（１）当会事務局、会員事務所における情報セキュリティに関するインシデント等の未

然防止を図るため、連合会と連携して情報の収集及び周知を行います。 

（２）平成 29 年 7 月に開始予定のマイナポータルの運用を含め、政府のマイナンバー

に関する施策を引き続き注視するとともに、新しい社労士個人情報保護認証制度

（SRPⅡ）を会員へ推奨すると共に制度推進のサポートをします。 

（３）SRPⅡ認証制度を円滑に運営することで、社労士がマイナンバー制度に十分対応し

ていることを国民にアピールします。 

９．関係団体との交流に関する事業 

社労士制度に対する理解と協力を得るため、また、中小企業支援に関して連携するた

め、労使関係団体及び士業関係団体等と積極的に情報交換し、交流を深めます。 
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Ⅳ 社会貢献に関する事業 

社労士としての社会的貢献を果たすため、以下の事業を実施します。 

１．災害復興に関する事業 

（１）東日本大震災の被災地域の復興支援事業について、また、突発的に全国で発生す

る大規模な自然災害に対する復興支援についても連合会・地域協議会に協力すると

ともに、当会としても被災状況を勘案しながら適切な対応を行います。 

（２）大規模災害の発生時において、社労士が被災者に向け労働社会保険制度に関する

相談対応等を円滑に行うことなどを目的とする地方公共団体との災害時協定等の締

結を目指します。 

２．高松オフィスの運営に関する事業 

（１）気軽で便利な年金相談所として多くの人々に利用していただけるよう、高松市役

所公用封筒への広告掲載、高松市役所窓口でのチラシ配布、香川県社会保険協会と

の共催によるチラシ配布等を利用して PR 活動を行います。

（２）県内の市・町や島しょ部への出張相談を実施します。

（３）大型ショッピングセンター等を会場として出張相談を実施します。

（４）連合会の街角の年金相談センター運営本部の指導に基づき、相談員の養成やスキ

ルアップのため年金相談実務者研修、年金マスター研修、相談員研修を実施すると

ともに相談員の能力確認を実施します。また、個人情報保護についての意識やマナ

ーについても常時確認するようにします。

３．学校教育等に関する事業 

（１）学生の社会保障及び労働に関する知識の涵養に貢献する社労士による学校教育を

推進するため、県や市及び町の教育委員会等に働きかけます。 

（２）社会保障及び労働に関する学生等の理解向上を目的に出前授業、就労支援として

講師を派遣し、学校教育支援活動を行います。 

４．成年後見制度への対応に関する事業 

（１）高齢社会における喫緊の課題となっている成年後見制度の利用促進に関する政府

の取組みに貢献するために情報を収集します。 

（２）成年後見人養成研修等に必要な研修用教材等の提供を連合会から受け、成年後見

活動を行います。 

（３）「一般社団法人社労士成年後見センター」の設立については、社会福祉法人香川県

福祉協議会（特定非営利活動法人後見ネットかがわ）との連携を含めて、引き続き

検討します。 

５．国・地方公共団体等における労働条件審査への取組みに関する事業 

（１）公共事業入札企業の労働者の健全な労働条件確保のため地方公共団体等が行う労

働条件審査に、労働社会保険の専門家である社労士が行政協力できるよう、より一

層の普及促進に向けた活動を行います。 

（２）経営的視点に立って、労務の側面から企業活動を対外的・対内的に評価し、勤務

環境の改善等に貢献する、企業における労働条件審査を実施するための方策につい
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て、連合会と連携して検討します。 

６．日本司法支援センター（法テラス）への協力に関する事業 

日本司法支援センター（法テラス）の事業における社労士の専門分野に関する相談に

ついて解決センター、相談所及び支援センターを紹介できるよう、より一層の連携を図

ります。 

Ⅴ 資質向上に関する事業 

国民の信頼に応えるため、社労士としての品位を保持するための施策を講じるととも

に、専門家として必要な業務遂行能力を習得することを目的とした体系的な研修を連合

会や地域協議会と連携して実施します。 

１．社労士の品位保持に関する事業 

（１）社労士としての職業倫理の徹底を図るため、また、倫理意識の更なる涵養を図る

ため、義務研修である倫理研修を適切に実施します。 

（２）あらゆる機会に、「『社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる情報発信に関

する指導方針』を理解するために」の冊子を活用して、品位保持に努めます。 

（３）国民からの苦情等に対しては、綱紀委員会及び苦情処理相談窓口で迅速かつ適切

な対応に努めるとともに、苦情の実態を把握・分析し、更に倫理意識を高めるため

の施策を検討・実施します。 

２．体系的研修の実施に関する事業 

社労士が専門分野で国民の信頼を得るために、また、国民のニーズ、企業の要請に応

えられるためには、広範囲な知識の習得、研鑽に努めるとともに社会情勢の変化と業務環

境に適切に対応していくことが必要です。そこで、社労士としての品位を保持するための

施策を講じるとともに、専門家として必要な業務遂行能力を習得することを目的とした

体系的な研修を、連合会・地域協議会と連携して実施します。 

（１）業種ごとに特性のある企業の人事労務管理に関する経営上の課題への的確な対応

が可能にするとともに、企業が社労士を選ぶ際に決め手としている「人間力」を高

め、社労士全体の評価をより高くすることを目的とする研修を行います。 

（２）社労士が補佐人業務を行うため、弁護士である訴訟代理人との連携のあり方及び

業務を行ううえで留意すべき事項等を内容とする補佐人研修を行います。 

また、紛争解決手続代理業務に関する知識・能力の質的向上を図るため、フォロー

アップ研修を連合会と連携して実施します。 

（３）新規入会者及び新規開業者に対して必要な業務基礎研修を実施します。 

（４）「医療コンサルタント研修」、「医療コンサルタント研修フォローアップ研修」「介

護事業労務管理研修」及び「保育業労務管理研修」を連合会や地域協議会と連携し

て引き続き実施します。 

（５）年金相談員の養成及び専門性の向上を目的として、年金相談実務者研修、年金マス

ター研修、年金関連の研修を実施します。

（６）安全管理研修を実施します。 

（７）特別研修に関する情報提供等の協力をします。 



48 

（８）その他、各種法令等の制定・改正等に伴い、社労士業に関する必要な知識を習得

するための研修等を随時実施します。 

３．地域協議会及び都道府県会が実施する研修に関する事業 

（１）地域協議会が実施する研修について、会員に周知し、積極的な参加を奨励します。 

（２）近隣県会の会員が参加できる研修を実施するとともに、近隣県会の研修に当会の

会員が参加できるよう働きかけ、研修機会の拡大を図ります。 

Ⅵ 広報に関する事業 

社労士制度を広く周知して知名度向上を図るとともに、国民に社労士の有用性の理解

を深めてもらうために以下の事業に取り組みます。 

１．国民に向けた広報に関する事業（社労士制度広報に関する事業） 

（１）連合会作成の社労士業務広報用のポスター、チラシ等を行政機関や地域のコミュ

ニティセンター等に掲示してもらい、恒常的に社労士制度の周知を図ります。 

（２）年金や労働問題に関する無料相談会や社労士セミナーを随時企画して、社労士制

度の理解と社会的な信頼醸成の活動を行います。 

（３）社労士法施行日である 12 月２日の「社労士の日」前後では、マスメディア等を活

用するなど積極的な社労士制度 PR に努めます。 

２．社労士に向けた広報に関する事業（会報の発行に関する事業） 

毎年２回、当会の活動状況、事業の進捗、会員の声などを掲載した「社会保険労務士か

がわ」を発行し、会員並びに関係諸機関に配布します。また、必要に応じて臨時号を発

行します。 

また、メールマガジンを配信し、タイムリーな情報提供を行います。 

３．ホームページによる情報発信に関する事業 

会員への情報提供に加え、当会の行事案内や活動紹介を行うなど、国民への広報の場

としてもホームページを充実させます。 

４．関係機関・報道機関等との連携による広報に関する事業 

関係行政機関、日本年金機構、全国健康保険協会（以下「協会けんぽ」という。）及び

労使関係団体等と相互に連携し、社労士の活動に関する広報の協力を求めます。また、

会の事業や活動・行事に関し、広く地域社会に周知すべきものについては、プレスリリ

ースを行い、マスメディアの活用に努めます。 

Ⅶ 行政機関等との連携に関する事業 

行政機関等と連携し、社労士の専門性を活かす分野において以下の事業を行います。 

１．四国厚生支局との連携に関する事業 

（１）厚生労働省管轄により四国厚生支局が行う地方年金記録訂正審議会に対して、委

員の推薦を行い、年金記録問題の解消に協力します。 

（２）定期的に連絡会等を開催し、連携を強化します。 
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２．香川労働局との連携に関する事業 

（１）定期的に連絡会等を開催し、連携を強化します。 

（２）業務協力要請があったときは、社労士の専門性を活かすことのできる分野につい

ては積極的に協力します。 

３．日本年金機構及び協会けんぽとの連携に関する事業 

（１）年金事務所及び協会けんぽ香川支部と随時協議を行い相互の連携強化を図るとと

もに社労士業務改善に積極的に取り組みます。 

（２）年金事務所との連絡協議会・定例打合会を通じて、年金事務所等における年金相談

業務及び高松オフィスの現状と課題を話し合い、円滑な運営を推進します。 

（３）日本年金機構が実施している地域年金展開事業に協力し、香川県地域年金事業運営

調整会議に出席します。 

（４）厚生労働大臣が委嘱する地域型年金委員について会員を推薦し、地域年金事業運営

に協力します。 

（５）「年金の日」（11 月 30 日）の事業に協力します。 

４．各省庁との連携に関する事業 

（１）総務省の四国行政評価支局が行う行政相談会等に社労士を相談員として派遣しま

す。また、総務大臣が委嘱する行政相談委員について、社労士の委嘱を働きかけます。 

（２）国土交通省が実施する建設業の社会保険未加入問題への取組みについて、適切に

対応します。 

（３）農林水産省が実施する農作業安全に係る取組みにおいて、農業者への労災保険加

入促進など社労士業務に関連する分野について、適切に対応します。 

（４）社労士による中小企業支援を展開するため、中小企業庁・日本公庫等との連携に

ついて、適切に対応します。 

５．社労士の活用要請に関する事業 

（１）行政機関・団体等に対して、講師、相談員、アドバイザー等に社労士を活用するよ

う要請します。 

（２）裁判所に対して司法委員、調停委員への社労士の登用を要請します。 

Ⅷ 委託事業等に関する事業 

厚生労働省、その他の省庁及び公的機関から連合会が委託を受け、当会に実施要請の

あった事業及び当会が行政機関等から直接委託を受けた次の各事業について引き続き適

正に推進します。 

また、社労士制度の目的にかなうと判断できる事業について、委託入札等の募集があ

ったときは積極的に取り組みます。 

１．年金事務所における年金相談窓口業務に関する事業 

年金事務所窓口における年金相談業務及び出張相談業務について、日本年金機構との

委託契約に基づき、引き続き積極的に取り組みます。 

２．年金事務センターに関する事業 
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ゆうちょ銀行との委託契約に基づき、郵便局等での年金相談・セミナー開催等につい

て、引き続き積極的に取り組みます。 

３．医療労務管理支援事業への協力 

香川県に「香川県医療勤務環境改善支援センター」が設置され、当会は、香川労働局の

委託を受け、医療労務管理アドバイザーとして社労士を派遣します。

Ⅸ 各種事業 

上記Ⅰ～Ⅷの各事業に加えて、当会会員の業務の拡大と会務の円滑な遂行を図るため、

以下の各事業を行います。 

１．当会の運営推進に関する事業 

（１）当会の運営推進のため定期、又は随時必要に応じて次の諸会議を行います。 

① 総会 

② 正副会長会 

③ 常任理事会・理事会 

④ 部会・委員会 

⑤ 支部長会 

（２）支部活動を支援します。 

（３）会員登録並びに特定社労士の付記及び社労士法人届出等、連合会への取次事務を

適正に処理します。 

（４）ホームページ、メールマガジン、定期郵送資料等を通じて、会員に対して会務の

進捗状況その他必要な連絡、情報提供を行います。 

（５）苦情処理相談窓口を設置し、適切に運営します。 

２．災害対策に関する事業 

（１）近年の自然災害の発生状況を踏まえ、突発的に発生する災害について、被災状況

を勘案のうえ、適切に対応できるように備えます。 

（２）香川県の司法書士会、土地家屋調査士会、行政書士会及び当会で構成する香川県

四士業災害時県民支援協議会の活動に参加し、災害時の県民支援に役割を果たせる

対策等を検討します。 

３．社労士試験事務等の実施に関する事業 

社労士試験及び紛争解決代理手続業務試験に向けた特別研修に関する事業を連合会の

指導の下、適正に実施・協力します。 

４．福利厚生に関する事業 

（１）会員相互の親睦活動を推進します。 

（２）会員の同好会活動を支援します。 

（３）地域協議会の親睦活動に協力・参加します。 

（４）連合会共済会の福利厚生事業に協力します。 

５．香川県 SR 経営労務センターへの協力に関する事業 

香川県 SR 経営労務センターの事業に協力します。 
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６．その他の事業 

（１）会員に対して社労士賠償責任保険の加入を奨励します。特に、行政機関、関係団

体等に派遣する相談員、アドバイザー、講師等を当会が選任するときは、社労士賠

償責任保険に加入していることを要件にします。 

（２）使用者賠償責任保険の加入推進を行います。 

（３）全国社会保険労務士国民年金基金について、今後の動向を会員に随時周知します。 

（４）社会保険労務六法、社労士法詳解、社会保険労務ハンドブック、実務相談及び社

労士手帳等、社労士業務に役立つ実務書籍のあっせん、頒布に協力します。 

（５）その他必要に応じ事業を実施します。 


