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平成30年度は、被保険者数の増加等による健康保険料収入の増により3年連続の黒字となりました。
しかしながら、今後も医療費や納付金負担が増加する見込みのため赤字傾向は変わらず。将来の料率改定を極力先送り
するためにも、みなさまやご家族さまがより健康となり医療費が下げられるよう、引き続きご協力をお願いいたします。

若干の黒字となりましたが、今後も介護納付金が増加
する見込みのため、毎年の料率改定が避けられない
見通しです。

その他の収入
7.7億円

１人当たり
医療費の増加により
前年より
1.0億円増加

保険料率は前年度と同率
被保険者数の増加等により
前年より
3.8億円増加

前年より
2.4億円増加

健康づくり事業、他
13.4億円

収入244.7億円 支出234.4億円

10.3億円の黒字（前年差＋1.2億円）

収入26.8億円 支出26.3億円

0.5億円の黒字（前年差▲0.6億円）

みなさまとご家族の
医療費

116.7億円

高齢者の
医療制度を支える
納付金等

104.3億円

みなさまと会社から
納めていただく
健康保険料
237.0億円

国庫補助金
0.3億円

被保険者＋事業者（会社）

健康保険決算

介護保険決算

みなさまと会社から
納めていただく
介護保険料

前年より1.0億円増加

26.5億円
前年より1.6億円増加

介護納付金

26.3億円

平成30年度決算のお知らせ
（ 7月31日の組合会で承認 ）
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けんぽからの大事な情報が満載です！ご家族向けの情報もあります。

全国の
加入事業所を紹介

P.2～5をご覧ください。

ご家族皆で
読みましょう
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終業後社内で着替えて公園まで
ラン＆ウォーク。終わったあとは、
食事会や飲み会でコミュニケー
ション！

会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ トヨタ部品愛知共販株式会社

愛知県名古屋市熱田区六野一丁目2番9号
052-871-1111
■代表取締役社長／向井　英夫　■設立／1968年11月
■従業員数／756名（2019年6月現在）

会 社
概 要

トヨタ車を支える、部品の安定供給を目的とする全国の「共販」ネットワーク。その中でもトヨタ部品愛知
共販株式会社は、トヨタ自動車のお膝元でもある愛知県を、1968年の会社設立から半世紀を超えて守
り続けてきました。また、同社は社員のための働きやすい制度づくりにも積極的。風通しの良い職場環境
で、社内コミュニケーションや同好会活動も盛んです。

働きやすい環境づくり、それが社長の仕事です！

代表取締役社長　向井 英夫さん

働きやすいから頑張れる！

子育て、介護も安心！ オン・オフをしっかり分けて、働きやすい！

ライフプランに合わせた補助が選べる！

健康もコミュニケーションも！

営業計画部　藤原 清高さん

芳光の代表商品である“わらび
餅”は必ず喜ばれる手土産とし
て東海地方で有名です。ロに
入れた瞬間にとろけてしまう口
当たりはぜひ体験していただき
たい逸品。
月・木曜はJR名古屋高島屋の
銘菓百選でも購入することが
できます。（高島屋は箱数限定）

■愛知県名古屋市東区
　新出来1-9-1
■TEL：052-931-4432
■営業時間：9時～18時
■定休日：日曜日、年始
　（1/1～1/3）

総務人事部　谷口 信一さん

営業計画部
佐藤 友美さん

（子ども 3歳）

子どもが2人いるので、
この先はフルタイムで

働く期間と、育児短時間勤務を
うまく組み合わせて

働き続けられればと思っています。
上司やまわりからも
考慮していただき、
感謝しています！

育休を1年半取得しました。
子どもが1～2年生までは

育児短時間勤務を利用できればと
思っています。

子どものお見送りの時間まで
　在宅できるのは

　ありがたいですね。

本社営業部
鶴見 英美さん

（子ども 5歳、3歳）

経営企画部
加藤 順士さん

（子ども 双子2歳）

1歳の頃に3日間の育児休暇
(復活有給を使用)を取りました。

普段の子育ての一面を見ることができ、
奥さんの大変さを実感（笑）。

突発的な病気などには時間単位有休を
使えると聞き、安心しています。

経営企画部　鈴木 道子さん

経営企画部　竹内 直樹さん

　私は、社員が楽しく働ける環境づくりをすることが社長の一番の仕事だと
思っています。愛知共販は、ある程度制度の整っている会社だと思いますが、
それを有効に活かせる職場の運営をしなければ意味がありません。そこに
不可欠なのは社員同士のコミュニケーション、そして何より健康であること。
　今回ホワイト500に挑戦したのも『健康で楽しく働ける職場づくり』に向け
た様々な取り組みの旗印になれば、という思いから。健康を常に意識しそれ
を実践するのは難しいことですが、皆でやろうという取り組みを通して一人
ひとりの意識が上がれば、会社全体が健康になっていくのだと思います。
　つい最近ですが、『走ろう＆歩こう会』というのを社内で立ち上げていただ
きました。これは月1回、ノー残業デーの日に会社から鶴舞公園（本社から2.5kmほどにある都市公園）までジョギングまたはウォーキングをする会な
のですが、意外と若い世代も多く参加していました。運動のきっかけにもなったようで、社内では好評のようです。
　また、会社では同好会のサポートなども行っていますが、それは仕事以外のことにも関心をもち、視野を広げて欲しいから。仕事にしか興味がなく、
生活者視点のニーズが理解できないようではお客さまの声にも応えられませんからね。今後はさらに、自由で働きやすくコミュニケーションが取りやす
い、そんな企業風土にしていきたいと思っています。

働きやすい職場づくりを
「チーム愛知共販」でがんばっています！

総務人事部
人財開発室
人事
グループ

その他、熱中症対策やインフルエンザ対策(全社に加湿器、次亜塩素酸
空間除菌脱臭機「ジアイーノ」の設置)、実施なども行っています。

◆◆◆ 手 土 産 ◆◆◆

御菓子所「芳光」
南谷 昌則さん
若い頃から自分自身を管理する
のは大切ですね。最近は少し体
重が気になっています（笑）

新海 裕子さん
走ろう&歩こう会を通じて、
コミュニケーションが活発
になるのを実感しました。
今後もこうした活動を企画
していきたいですね。

青野 佑紀さん
休みなどをしっかり取得できる環
境が良い生活サイクルをつくり、
健康につながると考えています。
今後も、健康維持・増進活動をが
んばります。

グループリーダー
美濃島 典彦さん
労働組合ともしっかりコ
ミュニケーションを取り
ながら改革を進められる
のはこの会社の良い点。
今後も従業員の意見を
十分に吸い上げてより良
い企業にしたいですね。

始業時には
全員でラジオ体操を行い、

その後、隣同士でハイタッチ。
こうしたふれ合いも、

社員間の距離を縮めています。

●3歳以上～小学校卒業まで、
　最大1013日（4年間の就業日数）
　を分割して、育児短時間勤務と
　することが可能！

●男性も育休取得実績有り

●通算1年間まで、3回を
　上限として分割取得可能

社長も一緒にラン＆ウォーク！

産休～出産を
経ての復帰率は、

2014年以降
100％!!

2015年の
制度開始から
18名取得！

●リフレッシュ12制度（年間12日有給休暇取得義務）
●時間単位有休の導入
●週1回のノー残業デー
●過去の有給休暇復活
　（最大60日）

産休
・

育休
勤務時間
･休暇など

福利厚生
制度

介護
休暇

●カフェテリアプラン
　健康増進補助（人間ドックオプション、予防接種、リラクゼー

ション・スポーツ施設 ほか）
　日常生活補助（レジャー、エンターテイメント、旅行などのリ

フレッシュ ほか）など
●各部ごとに、レクリエーション費用補助
●年1回の部門交流会（懇親会費用会社負担）
●健康診断費用補助

●ボウリング、アマチュア無線、野球、テニス、スキー、ゴルフ、歴史、登
山、走ろう＆歩こう会 など

本人

本人

人間
ドック

すこやか
健診

35歳～55歳は
5歳きざみ、
55歳以上

35歳以上
自己負担額ゼロ

自己負担額ゼロ

扶養家族 自己負担額
2,200円

家族への
補助もあり

安心！

走ろう&歩こう会

野球同好会

EVOIC

10月～
翌年6月
限定商品

  ゴルフ同好会の
仲間とのラウンドに

補助を使っています。
コミュニケーションも図れて

いいですよ。

定期健診に人間ドックと
同様のオプションをつけました。

スーツなどの購入も、
身だしなみ費用として

充てられるので助かっています！

カフェテリア
プラン

補助利用

育休・産休
利用

育休利用

週末に5～7kmくらい
走っています。

ジョギングシューズやウェアの
購入に利用しています。

  全国のマラソンに
参加しています。

エントリー費の補助にも
使えるとわかり、京都と信州安曇野に

参加しました。

時間単位有休や
過去の有休復活は

大好評！

進めています！ 社員の   た め の   制度づくり

　健康経営優良法人2019ホワイト500(大企業部
門)の認定を受けるなど、従業員の健康維持や働き方

の制度改革に積極的な愛知共販。そのとりまとめ役を担っているのが人事グ
ループです。
　健康経営の取組みの中では、従業員の定期健診受診率100%の維持と、そ
の家族の定期健診受診率向上等に取組み、従業員はもちろん、その家族の健
診補助も行っています。
　今年から介護休業制度の充実や時間単位の有給休暇制度を新たに導入しま
したが、向井社長からは「常に従業員が使いやすい制度になるように」と言われ
ています。これらの取組みにより「その人にあった働き方」が実現されつつありま
すが、今後もさらに「従業員が安心し、健康で働ける企業」を目指します。

山登りが好きで、

社内のイベントにも参加。

ゴルフもいいけど、

山登りなら“失敗した！”なんて

成績を気にすることなく、

みんなが幸せになれるのが

いいね（笑）。
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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ トヨタ西東京カローラ株式会社

東京都多摩市関戸4丁目8番地の3
042-339-7110
■代表取締役社長／舟橋  竹彦　■設立／1967年3月
■従業員数／716名（2018年3月1日現在）

会 社
概 要

1967年の設立から50余年。地域に根ざし、地域になくてはならないカーディーラーとしてお客さまから
愛され続けるトヨタ西東京カローラ株式会社。同社は従業員に対する健康推進に注力するだけでなく、
お散歩カー寄贈活動や各種スポーツ大会への協賛・参加、子ども向けのイベントなどを多数企画。健や
かで幸せな生活を創り出す企業をめざし、次の50年に向けての新たなスタートを切っています。

社員・家族・地域を「元気＆スマイル」に。
めざせ！ 心の中の「日本一」！

代表取締役社長
舟橋 竹彦さん

映画「耳をすませば」の舞台の町聖蹟桜ヶ丘で愛され
続けるパティスリー「ル・ププラン」。トヨタ西東京カ
ローラでは手土産としてはもちろん、公式キャラク
ター「カローニャ」クッキーを作成していただいたりと、
とても馴染みの深いお店です。お菓子
を通してお客様に幸せを届けるという
店主の思いの元でひとつひとつ丁寧に
作られたお菓子をぜひお試しください。

■東京都多摩市関戸4-7-8 エフティープラザ1F
■TEL：042-376-0970
■営業時間：10時～19時（日曜日は18時30分まで）
■定休日：水曜日
■http://www.le-poupelin.com/shopping/

うちの会社は
日本一にゃ！

健康診断「100％受診」に強いこだわり。
「全員」受けることに意義がある！

　「どんな会社が皆にとって魅力的に映るんだろう…。私は常々それ
を考えていますが、今の時代、まず社員の健康を第一に考えることが
一番大切だろうと思います。　
　トヨタ西東京カローラに来て8年になりますが、赴任してまず手が
けたのは健康診断の100％受診遂行でした。当時の受診率は100％
にはほど遠く、まずは誕生月受診のルールをつくり100％をめざしま
した。でも当然、受けない人が出てきます。そこで未受診者のいる部
署は、役員から直接声を掛けさせ受診を促しました。強引なスタート
でしたね（笑）。でも、それで100％受診が達成できました。
　統計的に言えば99％と100％は1％しか違わず、数人のことです。
でも『だれか』一人でも受診しなければ、この取り組みの意義を下げ
てしまうと思うんです。だって『だれ』が欠けてもその現場は困ってし
まうし、その『だれか』には家族がいて、家族みんなが幸せになるため
には、『だれか』の健康が必要なんです。1％とは言っても、その陰には
『だれか』の顔がありますからね」

2年連続、ホワイト500認定！ 健康キーワードは『参加』『意識』

　「2018年からはホワイト500にも挑戦し、2年連続で認定されまし
た。1年目は一生懸命取り組んで、なんとか無事認定。しかし、2年目
は1年目と同じではいけないと前年を振り返り、足りていなかった部
分の補足を目標にしました。
　ホワイト500の認定に向けた取り組みを通じて、健康を日ごろから
意識することが健康経営につながると改めて感じさせられました。そ
れに、次にやらなくてはいけないことが見えてくるのも、ホワイト500
に挑戦して良かった点ですね。
　後は、何でも『参加』してもらう、『意識』してもらうということを大
切にしています。
　例えば、弊社ではさまざまなボランティア活動などを行っています
が、はじめは車いすの寄付や募金活動に協力する程度だったんです。

しかし、それでは『参加』している実感がわきません。そこで地域の広
域美化活動など、従業員一人ひとりが汗をかけるボランティアの実施
を推奨するようになりました。今では36あるすべての職場で、それぞ
れボランティア活動を行っています。
　健康診断やインフルエンザの接種についても『意識すること』を重
視し、あえて一部を実費として負担してもらっています。これは『健康
は人に守ってもらえるものでなく、自分で守ってこそ維持できる』と
思ってもらいたいからなんです」

地域の人々のスポーツ＆健康も支援。

　「また、アルバルク東京やFC町田ゼルビアといった地域に拠点を置
くプロスポーツチームをスポンサードしたり、チームとのコラボイベン
トを子ども向けに開催したりしています。
　来年には東京オリンピック、パラリンピックが開催されますが、我々
の役目は、オリンピック、パラリンピックに出るような頂点の人ではな
く、担当している地域のスポーツの底辺を広げ、地域の人々の健康向
上を支援することだと考えているからです。　
　こうした活動のすべては、社員一人ひとり、それとつながる家族、そ
して地域の人々がどうしたら楽しめるか、幸せになれるか、という考
えに基づいたものです。
　私がめざしているのは、日本一笑顔があふれ、日本一活力のある
会社。でも『日本一』に定義はないですし、ホワイト500のようにだれ
かが認めてくれるものでもありません。
　しかし、働いている一人ひとりが『うちの会社は日本一』、そう感じ
ることができればそれが『日本一』だと思うんです。胸を張ってそう言
える会社に、一緒にしていこうよ、それが僕の理想です。そして、その
ベースにあるものはやはり、心身ともに健康である、ということだと思
うんですよね」

トヨタ西東京カローラの
マスコットキャラクター。

同社の創立50周年を機に誕生。
目は良くみると、トヨタマーク！

髪の毛は多摩地域、肉球はクルマを
かたどっているそう。

カローニャ

地道な努力が、結果を生む!!
一つひとつ、がんばってます！ 
　同社で、健康促進や働き方改革の実践部隊とも
いえる役割を果たしているのは、安全衛生委員会
と人事部人事グループの皆さん。従業員全員が同
社のモットーでもある「元気＆スマイル」な毎日を送
れるよう、日々奮闘しています。

「西カロ」の

ココがすごいにゃ！

全員に接種を推奨し、実施者には
健保組合が1,000円を補助。あえて
個人負担もしてもらっています。

地元とのつながりを大切にする
同社は、広域美化活動なども
積極的に実施。 各店舗で、地域貢献。コミュニケーションも広がります。

社長自らもサンタに扮してマラソン参加！

岩沢 瑞子さん 主任
松本 千治さん 副課長

河西 周治さん

人事部 人事グループ

「元気＆スマイル」の「きっかけ」は職場のあちこちに！

「健康診断100％受診以外にも、
スポーツイベントやボランティア
への参加など『元気＆スマイル』
につながることが日常的に行わ
れています。こんな環境が、みん
なの健康につながっているのか
もしれません。社内も明るい雰囲
気で、それは自慢の一つです！」

ホワイト500の認定で書類作成を担当。
「ホワイト500の認定が、就職希望動機の
一つになっているようなので、より良い人
材確保にもつながっていると思います。
ディーラーで取得している企業が少ない
こともあり、注目度は高いと感じますね」

健康診断の未受診者をひたすら追いかけ電
話する、まさに健康診断Gメン！これまでの
実績が実を結び、自らの診断時期を確認に
来る社員も増えたそう。「私は皆さんにとっ
て、嬉しい存在ではないかもしれませんが
（笑）、これで皆さんが健康になれば！」

◆◆◆ 手 土 産 ◆◆◆

ル・ププラン

2年連続！
ホワイト500認定

ボランティア活動も
積極的に！

インフルエンザ
予防接種

スポーツイベントへの
協賛・参加

全社員交流会で、
運動＆BBQ！

パートさんもすべて！
健康診断受診率、完全100％

健診受けなくちゃ！
という意識が皆、

高いにゃ！

交流会場となったタチヒビーチで全員集合！
元気＆笑顔がいっぱいの1日です。

家族も参加できる

イベントは大人気。

600人くらいが

集まるにゃ！

「聖蹟サンタマラソン」には協賛
しているほか、「多摩ロードレー
ス大会」など地元のスポーツイ
ベントに社員は積極的に参加。
地元との交流を図りながら、
健康促進にもつなげています。

健康診断受診率100％をはじ
め、チェックシートの一つひとつ
の項目と丁寧に向き合って改革
を推進、2018、2019と2年連続
で認定されました。

毎年1回開かれる「全社員交流会」。
午前中はスポーツチャンバラや車い
すバスケの体験などのスポーツを、
午後からはBBQを楽しみます。

全従業員の健康診断完全受診を実現している同社。
もちろん二次受診も推進し、必要な
人には連絡を入れています。パート
で働き、加入する健康保険組合が
違う方にも集団健康診断を実施。し
かも料金は全額会社負担。受診し
ないパートさんからは自身で受けた
健康診断の結果を提出してもらって
いるという徹底ぶりに脱帽。



歯科衛生士高須さんと濱口院長

事業所編入

■組合会議員の交代

変更日：令和元年11月1日入会より（入会=任意継続被保険者の資格取得日）

現状

会費
未経過会費の返金 実施 廃止

2,400円/2年（一括納付） 2,000円
変更後

INFORMATION

敬称略

健康保険の被扶養者になることが
できる収入の基準は、年収130万
円未満※です。
税法上の被扶養者(配偶者特別控
除：年収150万円未満)であって
も、年収130万円以上の方は健康
保険の被扶養者となれませんので
ご注意ください。基準を満たしてい
ない場合は、各事業所の健保担当
部署に「健康保険被扶養者(異動)
届」の提出と健康保険証の返納を
お願いいたします。　
※60歳以上または障害年金受給者は
　年収180万円未満

次の通り変更します。

収入53.0百万円 支出75.2百万円

22.2百万円の赤字

差額ベッド料
先進医療
移送費

補助事業

30.5百万円

みなさまから
納めていただく

会費

52.9百万円
受取利息
0.1百万円

事務局経費等
4.8百万円

※補助対象者は接種日時点で、一般会員（本人）およびその被扶養者
　（トヨタ販売連合健康保険組合登録の家族）です。

対象年齢 補助金額
年度内2,000円

まで補助

年度内1,000円
まで補助

補助対象接種期間

申請方法

令和元年10月1日～令和2年1月31日

申請書提出期限 令和2年2月20日会社の窓口部署

申請書を会社の窓口部署（任意継続の方は共済会事務局）に
ご提出ください。
※領収書（コピー）は必ず添付してください。

2回接種のお子さまは2回分まとめて申請してください。
申請・補助はお一人様につき年度内1回限り、自己負担額に対して実施いたします。

インフルエンザ
予防接種

39.9百万円

平成29年度より「インフルエンザ予防接種補助」が共済会
の補助事業へ移管となり、想定内の赤字となりました。赤字
分につきましては、積立金を取り崩して対応しております。
今後も会員の方の「万が一に頼りとなる制度」を目指し、安
定した運営をいたします。

氏名

宮下  優

三輪  俊文

沢田  幸世

立川  直生

大野  泰彦

花本  安芸

木元  聡志

遠藤  稔

生後6ヵ月～小学生の被扶養者
（平成19年4月2日～令和元年7月31日生）

中学生～74歳までの被保険者・被扶養者
（昭和19年10月2日～平成19年4月1日生）

家族の扶養
＜収入の基準＞
について

＜ インフルエンザ予防接種の補助 >

T･G特別医療共済会からのお知らせ

当組合からのお知らせ

＜ 平成30年度  決算 > ＜ 任意継続被保険者の会費変更 >

事業所名

トヨタ部品神奈川共販株式会社

トヨタ部品愛知共販株式会社

トヨタ輸送株式会社

札幌トヨペット株式会社

トヨタエルアンドエフ東京株式会社

トヨタホーム東京株式会社

トヨタモビリティ東京株式会社

株式会社トヨタツーリストインターナショナル

氏名

馬場  英与

小銭  正臣

佐々木  雅次

大澤  明

石黒  伸行

石垣  拓

則武  哲也

平山  修

事業所名

株式会社アドマテックス

トヨタホーム近畿株式会社

トヨタ部品埼玉共販株式会社

静岡トヨタ自動車株式会社

トヨタ部品三重共販株式会社

株式会社タクティー

トヨタ部品岡山共販株式会社

トヨタ部品福岡共販株式会社

事業所編入

大分トヨペット株式会社

令和元年9月1日付 事業所脱退

株式会社テー・エス・シー

令和元年8月1日付

当組合では、定期的に歯科受診することをお奨めしています。
歯は健康の入り口であり、虫歯や歯周病で歯を失うことは、生活の質を低下させるだけでなく、
健康に直結します。組合員のみなさまは、(株)歯科健診センターと提携する歯科医院で、歯科
健診を無料でお受けいただけます。是非ご利用いただき、全身の健康を守りましょう。

きちんと歯磨きをしているつもりでも、どうしても歯石は溜まってしまい、口臭や歯周
病の原因になります。また、過去に被せ物をした歯が、気づかないうちに虫歯になっ
ていて、痛みを感じて受診すると、かなり悪化していることがあります。定期的にプロ
のチェックを受けることで、どちらも未然に防ぐことができます。歯の健康を守ること
は、全身の健康にもつながりますので、是非、定期的に歯科を受診しましょう♪

無料歯科健診をご存じですか？

※歯科医院に直接連絡されても、この無料歯科健診は受けられません。

●お申込みの流れ
お申込み
歯科健診

センターへ
予約

予　約
歯科健診

センターから
医院に予約

確　認 健診当日

歯石が想像以上に

溜まっていて、
ビックリ！

無料歯科健診体験レポート♪

□虫歯のチェック　□歯周病のチェック
□歯垢、歯石のチェック　□歯並びとかみ合わせのチェック
□ その他お口にかかわるご相談
※二次健診、診察治療には費用が発生いたします。

＜健診内容＞ 所要時間 約15分

お邪魔したのは、ミッドランドスワン歯科
名古屋駅直結のビル8Fにある
最先端の治療が受けられる歯科医院です。

まずは㈱歯科健診センターのホームページから申込み！

現在の歯と口の状況をチェック！

歯医者さんも定期的に歯科受診することをすすめています！

提携歯科医院情報を
ご覧いただけます。www.ee-kenshin.com/

通勤帰りに
行きやすい！

詳細決定後、センターより
「歯科健診ご案内」

メールを送信

「歯科健診ご案内」
メールを持参し、

予約日時に医院へ

全国の
歯科医院と提携。
最寄駅近くの

歯科医院を検索して
予約できます。

歯科健診センター

簡単！

健診
レポート

濵口院長
コメント
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