
                                        公 告 第 876号 

  令和 2 年 10 月 1 日 

大王製紙健康保険組合 

組合員 各位 

大王製紙健康保険組合 

理事長  小野 享志 

大王製紙健康保険組合 規約の改定について 

 令和 2 年 7 月 23 日(水)に開催しました第 157 回組合会において、当健康保

険組合規約が改定、決議されましたので、健康保険法施行令第 3条第 2項に基

づき公告します。 

なお、規約変更については、厚生労働省四国厚生支局の認可を受けております。 

記 

新(変更後) 旧(変更前) 

第 17 条（組合会招集の手続き） 
理事会において組合会の招集を決定したときは、理
事長は、議員に対して開会の日から少なくとも６日
前に招集状を送付しなければならない。 
２ 前項の招集状には、会議の目的である事項並び
に開会の日時及び場所を記載しなければならない。 
３ 組合会はテレビ会議システム及び web 会議シス
テム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以
下「会議システム」という。)により開催することが
できる。 
 
第 21 条（組合会の議決事項） 
次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なけれ
ばならない。 
(1) 規約の変更 
(2) 収入支出予算 
(3) 収入支出決算及び事業報告 
(4) 規約で定める事項 
(5) その他重要な事項 
２ 理事長は、次の各号のいずれかの理由により組
合会の開催が困難であると認められるときは、期日
を定めて第１８条第１項の規定による署名の提出を
求めることとし、健康保険法施行令(大正１５年勅令
第２４３号。以下「施行令」という。)第９条の定足
数を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ
通知した会議に付議すべき事項について議決(以下
「書面による議決」という。)をすることができる。 
(1) 議員の疾病、負傷 
(2) 議員に係る災害または交通途絶 
(3) 災害等の発生による外出自粛要請 
 
第 22 条（会議録の作成） 
会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。 
(1) 開会の日時及び場所 
(2) 議員の定数 
(3) 出席した互選議員の氏名、数、選定議員の氏名、
数、書面及び代理人をもって議決権又は選挙権を行

第 17 条（組合会招集の手続き） 
理事会において組合会の招集を決定したときは、理
事長は、議員に対して開会の日から少なくとも６日
前に招集状を送付しなければならない。 
２ 前項の招集状には、会議の目的である事項並び
に開会の日時及び場所を記載しなければならない。 
 
 
 
 
 
第 21 条（組合会の議決事項） 
次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なけれ
ばならない。 
(1) 規約の変更 
(2) 収入支出予算 
(3) 収入支出決算及び事業報告 
(4) 規約で定める事項 
(5) その他重要な事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 22 条（会議録の作成） 
会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。 
(1) 開会の日時及び場所 
(2) 議員の定数 
(3) 出席した互選議員の氏名、数、選定議員の氏名、
数、書面及び代理人をもって議決権又は選挙権を行



使した議員の氏名、数、並びに代理を受けた議員の
氏名 
(4) 議事の要領 
(5) 議決した事項及びその賛否の数 
２ 会議システムにより組合会を開催した場合の会
議録には、前項の事項に加え、次のことを記載しな
ければならない。 
(1)会議システム組合会を開催した旨 
(2)会議システムにより、出席者の音声と映像が即時
に他の出席者に伝わり、適時的確な意見が互いに表
明できる仕組みになっていることが確認されたうえ
で議案の審議に入った旨 
(3)システム障害等の異常がなく審議の全部を終了
した旨 
(4)会議システムに参加した組合会議員の氏名及び
場所 
３ 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名
することにつき選任された議員が署名する。 
 
 
 
 
 
別表１（第 4 条関係） 
事業所の名称及び所在地 
名 称             所在地 
大王製紙株式会社       愛媛県 四国中央市            
（中略）                   (中略) 
三浦印刷株式会社        同   墨田区 
(削除) 
名岐エコ・パルプ株式会社   岐阜県 可児市 
エリエールテクセル株式会社  同  可児市 
ﾀﾞｲｵｰﾐﾙｻﾎﾟｰﾄ東海株式会社   同  加茂郡 
美須賀海運株式会社     愛媛県 四国中央市 
株式会社ｴﾘｴｰﾙﾘｿﾞｰﾂｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ  同  松山市 
大成製紙株式会社      岡山県 津山市 
ﾊﾘﾏﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ株式会社    兵庫県 加古川市 
大津板紙株式会社      滋賀県 大津市 
大津紙運輸株式会社      同  大津市 
大津紙工株式会社       同  大津市 
株式会社千明社       東京都 墨田区 
赤平製紙株式会社      北海道 赤平市 
 
 
別表２（第 9条関係） 
互選議員の選挙区及び議員数 
選挙区    選挙区の範囲     互選議員数 
第 1区     同右         ６ 

 
 

第 2区 ダイオーエンジニアリング   ５ 
株式会社、大王製紙保安検査シス 
テム株式会社、丸菱ペーパーテック 
株式会社、エリエールライフ株式会 
社、四国紙販売株式会社、ダイオー 
ミルサポート株式会社、エリエール 
プロダクト株式会社、ダイオーロジ 
スティクス株式会社、ダイオーエコ 
ワーク株式会社、ダイオーペーパー 
プロダクツ株式会社、大王紙パルプ 
販売株式会社、いわき大王製紙株式 

使した議員の氏名、数、並びに代理を受けた議員の
氏名 
(4) 議事の要領 
(5) 議決した事項及びその賛否の数 
２ テレビ会議により組合会を開催した場合の会議
録には、前項の事項に加え、次のことを記載しなけ
ればならない。 
(1)テレビ会議組合会を開催した旨 
(2)テレビ会議システムにより、出席者の音声と映像
が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見が互
いに表明できる仕組みになっていることが確認され
たうえで議案の審議に入った旨 
(3)システム障害等の異常がなく審議の全部を終了
した旨 
(4)テレビ会議に参加した組合会議員の氏名及び場
所 
３ 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名
することにつき選任された議員が署名する。 
 
 
 
 
 
別表１（第 4条関係） 
事業所の名称及び所在地 
名 称             所在地 
大王製紙株式会社       愛媛県 四国中央市            
（中略）                   (中略) 
三浦印刷株式会社        同   墨田区 
ﾅｺﾞﾔﾍﾟｰﾊﾟｰﾃｯｸ株式会社    岐阜県 加茂郡 
名岐エコ・パルプ株式会社    同  可児市 
エリエールテクセル株式会社    同  可児市 
ｴﾘｴｰﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ印刷株式会社   同  加茂郡 
美須賀海運株式会社     愛媛県 四国中央市 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
別表２（第 9条関係） 
互選議員の選挙区及び議員数 
選挙区    選挙区の範囲     互選議員数 
第 1区 大王製紙株式会社、大王製  ６ 
王製紙労働組合、大王製紙消費生活 
協同組合及び大王製紙健康保険組合 

第 2区 ダイオーエンジニアリング   ５ 
株式会社、大王製紙保安検査シス 
テム株式会社、丸菱ペーパーテック 
株式会社、エリエールライフ株式会 
社、四国紙販売株式会社、ダイオー 
ミルサポート株式会社、エリエール 
プロダクト株式会社、ダイオーロジ 
スティクス株式会社、ダイオーエコ 
ワーク株式会社、ダイオーペーパー 
プロダクツ株式会社、大王紙パルプ 
販売株式会社、いわき大王製紙株式 



会社、いわきエコ・パルプ株式会社、 
大日製紙株式会社、エリエールペー 
パー株式会社、エリエールビジネス 
サポート株式会社、ダイオープリン 
ティング株式会社、ダイオーポスタ 
ルケミカル株式会社、大和紙工株式 
会社、三浦印刷株式会社、名岐エコ・ 
パルプ株式会社、エリエールテクセ 
ル株式会社、ダイオーミルサポート 
東海株式会社、株式会社エリエール 
リゾーツゴルフクラブ、大成製紙株 
式会社、ハリマペーパーテック株式 
会社、大津板紙株式会社、大津紙運 
輸株式会社、大津紙工株式会社、株 
式会社千明社、赤平製紙株式会社 

 

第 3区 同右               ３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附  則 
（施行期日） 
この規約は、届出の日から施行し、令和 2年 7月 1
日から施行する。 
 
（施行期日） 
この規約は、令和 2年 10月 1日から施行する。 
 

会社、いわきエコ・パルプ株式会社、 
大日製紙株式会社、エリエールペー 
パー株式会社、エリエールビジネス 
サポート株式会社、ダイオープリン 
ティング株式会社、ダイオーポスタ 
ルケミカル株式会社、大和紙工株式 
会社、三浦印刷株式会社、ナゴヤペ 
ーパーテック株式会社、名岐エコ・ 
パルプ株式会社、エリエールテクセ 
ル株式会社、エリエールパッケ―ジ 
ング印刷株式会社 
 
 
 
 
 

第 3区 カミ商事株式会社、タイカワ    ３ 
運輸株式会社、愛媛製紙株式会社、株 
式会社丸和、日本興運株式会社、カミ 
鉄工株式会社、タイカワ商事株式会社、 
エルモア株式会社、愛媛パッケージ株 
式会社、三共エンジニアリング株式会 
社、大王海運株式会社、エリエールフ 
ーズ株式会社、三共オートサービス株 
式会社、大王商工株式会社、美須賀海 
運株式会社 
 

以 上 


