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新年あけまして
おめでとうございます。

理事長　阿部 豊久

被保険者ならびにご家族のみなさまにおかれましては、新しきよき年を健やかに迎えられたことと
お慶び申し上げます。また、日頃より当組合の事業運営につきまして、多大なるご理解とご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年9月16日の敬老の日、人口推計によると総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が
28.4%にのぼることが総務省より発表されました。超高齢化は着実に進んでおり、安定した社会保
障制度の継続に向け、改革待ったなしの状況となっております。

こうした中、当組合は７月に経済産業省の江崎様をお招きして【高齢化の進展と健康経営の意義】
と題して講演をいただきました。
当日は多数の代表者の方々にも聴講をいただき、改めて、【健康経営】が社員・ご家族のみなさまの
幸せにつながり、企業の生産性向上、業績発展につながる、ひいては当組合の安定経営（保険料負
担の低減）につながる、と確信いたしました。

クルマ社会もこれまでの故障を直す時代から、壊れない、ぶつからないクルマ社会を目指して変革
してまいります。医療の世界も、ケガや病気を治すに加え、病気になり難い健康な体づくりで、人生
１００年時代を謳歌する攻めの取組みが重要になってまいります。

本年、当組合は事業活動の柱のひとつとして、【健康経営の取組み】を一層推進してまいりたく存じ
ます。
みなさまにおかれましても、当組合の事業を積極的にご活用いただき、これまで以上にご自身やご
家族の健康維持・増進に努めていただきますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、本年がみなさまにとって健康で幸多き一年となることをお祈り申し上げ、新年
のご挨拶とさせていただきます。

理事長
新年挨拶

トヨタ販売連合健康保険組合　〒461-0001名古屋市東区泉一丁目23番36号NBN泉ビル3F　TEL.052-952-2679　URL http://www.toyota-hrkenpo.jp
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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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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ トヨタファイナンス株式会社

愛知県名古屋市西区牛島町6番1号　名古屋ルーセントタワー
052-527-7111
■代表取締役社長／西　利之　■設立／1988年11月
■従業員数／2,126名（2019年11月末現在）

会 社
概 要

トヨタファイナンス株式会社はトヨタグループ国内唯一の金融会社。
設立以来、強固な財務基盤と資金調達力を活かして事業を展開、カード会員数は約1,400万人にのぼります。
2010年に企業文化変革活動を開始し、2018年には30周年を契機に新たなミッション、行動指針をボトムで
創り上げ、期待を超える金融サービスで、モビリティ社会の未来とお客様の笑顔を創造します。

「解」は現場に。
もっと現場の声を聴きたいですね。

代表取締役社長
西 利之さん

　トヨタファイナンスにはまだ着任したばかりですが、全従業員が「この会社で働いて
よかった、有意義な時間を過ごせて良かったと思えるようにしたい」と強く思ってい

ます。でも、健康なくしては会社も人生も楽しくない。やはり、健康でいることは大切
ですね。働き方改革や健康推進では随分努力をしていると思います。例えば、

健康診断結果などをデータ化していますが、これはとても良いこと。健康経営に
おいて見える化は重要だと思います。目標や達成感も違ってきますからね。

　自分自身もスマートウォッチを身につけて歩数や体重を管理しています。
体重は記録し続けているお陰で10年間変化がないんですよ。プライベートではスポーツ観戦が大好きで、よく出かけますが、社員の皆さんとも、
一緒に観戦して盛り上がりたいですね。スタジアムやドームで見かけたら声をかけてもらいたいです。同じ価値観をもつのはとても大切なこと。一緒に
応援して盛り上がれば、瞬時に気持ちも通じ合いますからね（笑）。でも、現状では社員の皆さんとはコミュニケーションがまだまだ取れていないので、
今後はもっとface to faceの場を増やしたいですね。直接のメールも大歓迎。職場の不満、困ったこと、疑問、何でも話して欲しいです。「解」は現場に
ありますから、現場の声を聴きたいんです。
　現場の声と言えば、開園したばかりの「トヨタファイナンスみんなのみらい保育園」も、社員の期待が高いです。「こんな一等地に保育園を？」と驚く
気持ちもありましたが、子育て中の社員がイキイキ働けて地域貢献もできる。コストに代えがたいものが完成したと思っています。

革新的なダイバーシティ推進で、
「自分たちの職場は自分たちで良くする」職場づくりを推進！

人事部
労務人事
グループ

ボトムアップの改革は
重要ポイントですね！

ココがすごいよ！ トヨタファイナンス

「制度より風土」を大切に、一つひとつの問題を解決しながら進めてきま
したが、これはすべてボトムアップの形です。時間はかかりましたが、現
場の声をしっかり活かした、自分たちに沿った改革につながったのだと
思います。スローガンの一つに「自分のキャリアは自分でつくる」という
ものがありますが、このフレーズ自体も現場からあがったもの。現在は各
職場の「アクションプラン」の中で、職場自走でそれぞれの取り組みが動
いています。
子育てや介護支援なども積極的に行っていますが、それは単なる「女性
支援」ではなく「従業員の誰もが持つ資質を最大限に生かす」のが目的
です。また過剰な支援はキャリア形成を阻害することにもなるため、何が
本当に必要なのかを見極め、セーフティネットとして提供。能動的に動き、
自身でキャリアを切り拓く、主体性を大事にしてきました。

人事部 労務人事グループの皆さん
上段右から、服部GM、藤田主任、井上さん、篠原主幹、
下段右から、堀さん、小川さん、山内さん、加藤さん

健康経営とともに先進的なダイバーシティ推進を実現し、他企業やメディアからも注目される同社。
しかし、現在に至るまでにはさまざまな苦労もあったようです。そこで、これまでの改革ポイントなどを伺いました。

■パソコン画面で、健康診断結果がすぐ見られる！

■「情報」があれば、素早く対応できる

共有シートで、
よりぴったりのプランが可能に！

企業主導型保育園を都心に開園！

■「脳内シンクロ5つの視点」を全社展開

■高受診率達成！乳がん・子宮がん検診
健康診断結果を「だれでも」「すぐ」確認できるよう、デー
タ化し一元管理。診断結果は、日々の勤怠管理を入力
するパソコンの「ＥＨＲ画面」から簡単にアクセス可能。
さらに要再検査となった場合は、再受診が確認される
まで毎月メールが配信される徹底ぶり。過去のデータ
とも比較できるので、日々の健康維持にも役立ってい
ます。

「乳がん」「子宮がん」検診を、35歳以下でもオ
プションではなく、通常の定期健康診断に組み
込んでいるのがポイント。検診は提携したクリ
ニックで行いますが、「一度の受診ですべての
検診が終了して便利！」との声が。

システム開発にも
携わった、
人事部の大東さん

受診率
乳がん 89．8％
子宮がん 86．9％

※他社平均　乳がん60.4％、子宮がん55.5％
※2018年3月結果

本人の現状とケアマネージャーが情報を共有できるオリジナルシー
トを開発。状況にぴったりのケアプランや働き方の予定が立てやす
くなったと好評。また「介護Café」と称して、セミナーなどを実施。そ
の他、介護相談なども含め何でも話せる雰囲気の場を設けること
で、介護の不安を軽減。

時間の創出をすることで、生産性向上と多様な働き方が実現でき
ると、さまざまな働き方改革を実践しています。

上司と部下や各部署間で起こる「コミュニケーションのズレ」。そこ
で「目的」・「目標」・「手順」など5つの視点に着目。お互いの認識と
対話のズレをなくし「気持ちをシンクロ」させるポイントをポケット
ガイドやDVDにまとめています。

企業主導型保育園「トヨタファイナンスみんなのみらい保育園」を名
古屋市中区・伏見に、2019年4月開園。地下鉄伏見駅から徒歩1分
で、保育時間は8：00～21：00までと多様な働き方に合わせていま
す。3大アレルゲンを除去した給食など食育にもこだわっています。

「介護」

「育児」

各種制度の利用法から保育園の探し方、手続き
や申請の方法、先輩ママ＆パパからのコメントな
どまでが記載されています。

● 会社のモバイルPCを使った、在宅勤務、
   モバイルワーク（社外・社内）
● 会議ダイエット
● プレミアムデー（月に1回、年休・フレックスを取得）
● 働き方改革セミナーの実施

名古屋城下町のはずれに位置する豆
福本店は、全国でもまれな工房併設の
豆菓子専門店です。さらに、本店には
豆を奉る豆神神社があり、お金の代わ
りに傍らにある一升枡から豆をお供え
すると福が訪れると評判です。

■愛知県名古屋市西区新道2-14-10 ■TEL：052-571-4057
■営業時間：9時30分～18時 ■定休日：日曜日

豆匠 豆福

地域の
おすすめ品を

ご紹介
手 土 産

◆◆◆ 

労務人事グループ
月原さん（左）、石井さん（右）

オリジナルの「両立支援ガイドブック」で
「介護」と「育児」を支援

保健師の鈴木さん

意識をカエル、
働き方をカエル、
早くカエル

コミュニケーションを
取りながら

さらに改革を
進めたいですね

働き方改革推進シンボル「ミカエル」くん。
名前も公募で決まりました。

健康診断、その結果を活かすために 定期検診にがん検診を「組み込み」

仕事と「介護」「育児」を両立支援！ メリハリワークで時間を創出

その他のメリハリポイント

共有シート

乳がん・子宮がん検診は
「当たり前」。そう思って
もらえたのが成功のカギ！

毎日使う「EHR」※で、過去分を含めた
健康診断結果の確認や、再受診の
　管理ができるので、とても便利です！
日々の健康管理に活用しています。

事務IT開発部
カスタマー・チャネル開発G 本田さん

育休前後、育休中社員の
サポートをしています。

当社の「職場復帰支援プログラム」は、
育休中も3カ月に1回上司との面談があることで、

会社と繋がっている安心感があり、
　　浦島太郎状態にはなりません。

データへのアクセスのしやすさや、
「要注意」の部分は赤字で
目立つようにするなど、
随所に工夫をこらしました。
皆さんの健康管理に
つながれば嬉しいです！

※EHR（人事システム）：勤怠・給与等の
　労務管理、評価、各種申請等を行うシステム。

健康推進担当の皆さん。 右から、
大東さん、相馬さん、鈴木さん、堤さん。
保健師の相馬さん、鈴木さんは電話
やメールによる従業員の健康相談を
対応しています。

※部署名・担当名は2019年12月時点のものです。



4 5

社員と地域の子育て支援！　
企業主導型保育園を開園

会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ 福岡トヨペット株式会社

福岡県福岡市博多区東光1丁目6番13号
092-411-1121
■代表取締役社長／村井　隆介　■設立／1932年1月
■従業員数／1,092名（2019年10月1日現在）

会 社
概 要

昭和7年の設立以来、地元ファンから愛され続ける福岡トヨペット株式会社。福岡県内に40拠
点以上を展開し、環境への取り組みや地域貢献活動も積極的に行っています。従業員数が
1,000名を超える大所帯、しかもカーディーラーという幅広い職種のスタッフを抱える企業で
ありながら、女性活躍推進など、働きやすい環境づくりにも早くから取り組み、社内の活性化
につなげています。

「目標達成意識」と
「やる気」で、
見事、仕事効率アップ！

代表取締役社長
村井 隆介さん

菅原道真公ゆかりの梅ヶ枝
餅。いくつかあるお店の中
で、太宰府天満宮参道にあ
るこちらのお店は福岡トヨ
ペットＯＢの角田さんがお母
さまから暖簾を引き継ぎ店
主として活躍されています。
焼きたてを1つからいただ
けるのもおすすめです。 ■福岡県太宰府市宰府3-2-65

■TEL：092-922-4059
■営業時間：9時～17時

かくだ梅ヶ枝餅店
地域の

おすすめ品を
ご紹介手 土 産

◆◆◆ 

　9年前に専務として赴任し、現職となって2年目を迎えました。専務として赴任したときに
驚いたのは、想像以上に女性が活躍していたこと。赴任した年は新入社員（営業スタッフ）
10人のうち、半分が女性でした。すごいなぁと思いましたね。そして今、女性活躍の第2
ステージを築き上げる時期だと感じています。そのためにも、女性はもちろん、働く人の
ライフスタイルの変化に合わせて働き方に対応できる環境づくりを進めているところです。
その一つとして保育園の開園も決定しました。
　私はトヨタ自動車に在籍していた20年ほど前、労働組合の役員をやっていた事があり、
その当時「働き過ぎだ。労働時間を短縮しよう」と言っていたのですが、そのときの思いが
経営者側になって実現できました。実際に社長就任後、休みを6日増やし、営業時間も30
分短縮。これには不安もありましたが、蓋を開けてみると業績はしっかり上がっていたんで
す。みんなが目標を達成しようという意識や、やる気をもって働く、ということは大切なんだ
と実感しましたね。
　私は会社にとって、次の3つが大切だと思っています。まず、「儲かる構造になっている」
こと。二つ目に「やる気の出る企業」であること。最後に「働きやすい企業」であること。
その環境づくりに不可欠なのが「健康」なんだと思います。
　自分自身でも、健康診断を欠かさず受けたり、お酒を飲まない日を月に10日は設けたり
と気をつけてはいますが、直近の課題は痩せることですねぇ。しかしなかなか実行できない
ので、このインタビューを機に5kg痩せると宣言しましょうか（笑）。

健康は、働きやすさの

一つのバロメーターだね

職種が幅広い「カーディーラー」を一つひとつの改革で、より働きやすく、健康に！

10月に開園したばかりの「トヨピーキッズ保
育園」は、福岡トヨペットが経営する企業主
導型保育園。社員の子育て支援はもちろ
ん、地域貢献など、多方向のメリットを考え
て開園が計画されました。
また、社員が利用しやすいよう、保育時間は
8時～19時まで。母親社員はもちろん、父親
社員の利用もあると言い、園の誕生は新た
な働き方を生むきっかけとなりそうです。
社員だけでなく、他の販売会社で働く方や
地域の方も利用可能です。

保育園開園準備の中心となったのが、この3名。
経営管理部総務グループ 上級主任 内野 美恵子さん
人事部 人事・企画グループ 上級主任 水本 樹宏さん
人事部 社員サポートグループ 主任 佐々木ますみさん

入園式の様子

1

トヨタ系カーディーラーでは唯一。
ホワイト500・くるみん・えるぼしの3つの認定を取得！2

がん検診促進や、メンタルヘルス
健康持続に向け、アイデア続投！3

働き方を、全員に「見える化」
ルールブックを発行！4

女性の活躍推進などに早くから取り組んできた同社ですが、2016年から
その取り組みを「かたち」にしようと「ホワイト500」「くるみん」「えるぼし」の
各種認定の取得に向けて、社内改革を実施。1つまたは2つの認定を受け
ている企業は多くありますが、3つ揃っての認定は少数で、トヨタ系カー
ディーラーでは唯一の取得企業です。

健康診断は100％受診を達成していますが、乳がん・子宮がん検診の受診率が低
い事が課題となっていました。そこで実施したのが女性社員に向けてのアンケー
ト。見えてきた原因を改善し、受診を促進しました。その他、再雇用の社員が、産業
カウンセラーの資格を取得してメンタルヘルス研修を実施し、成果をあげています。

2016年に「働き方・働かせ方
改革委員会」を設立し、正しい
働き方を周知するためのルー
ルブックを作成。全社員に配
布しています。労働時間とみ
なされる細かな項目や、休暇
の取得方法、パワハラ・モラハ
ラの防止、各種相談窓口など
が掲載され、だれにでもわか
りやすい内容になっています。

経済産業省から、優良な健康経営に取り組んでいる
大規模法人に与えられる認定制度。

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣から認
定を受けた企業に与えられる。同社では、さらに上の

「プラチナくるみん」の取得をめざします。

女性の活躍に関する取り組みが優良な企業が、厚生
労働大臣の認定を受けることができる。

女性活躍の取り組みの一つとして、新たに
設けられたポジションの「サービスフロント
スタッフ」。担当のお客様を持たないため、
時短勤務も可能です。

3名の男性社員が育児休暇を取得
済みです。

乳がん・子宮がん検診
受けない理由は？

● 34歳以下も無料だと知らなかった。
● まだ若いから、大丈夫だと思う！
● 休みが取りづらい。

● 乳がん・子宮がんは、34歳以下でも「無料検診」できる！
● 子宮頸がんは若い世代にこそ多い！
● 健康診断特別休暇の新設！

距離が遠いなど同園に通えない社員の子育て
支援のために、県内各地の企業主導型保育園と
提携し、同条件での入園を可能にする予定です。

新たなポジションで育休から復帰！

福岡トヨペットの
ロゴマークにもなっている、

マスコット。

（左から）トヨピー・こころん・クロピー

福岡店
古賀 成美さん

下原店
有田 茂太さん

人事部 社員サポートグループ
左から、上級主任 白石 浩幸さん、リーダー 江副 律子さん、
産業カウンセラー 山口 正宏さん、主任 佐々木 由紀さん、
清水 久美子さん

福岡トヨペット、働きやすさ 4つ のポイント 

これを
見れば

一目瞭然！

男性ではじめて、
1年の育児休暇を取得

時短勤務ですが、
お客様担当だった知識を
生かすことができ、
やりがいがあります！

VOICE

そのときしかできない体験を、育児休暇
中に子どもと共有でき有意義でした。
育児の実感をもてたのも良かったですね。
この体験は仲間や後輩にも伝えて
いきたいと思っています。

育児経験を活かし
育休者のフォローを
しています。

Q ▲

そこで
情報を周知

ホワイト500
（健康経営優良法人）

くるみん認定

えるぼし認定

保育園が、会社にとっての
新たな1歩になれば！

産業カウンセラーは、
再雇用社員。

内情のわかるスタッフによる
メンタルヘルス研修が好評！



立地がいい！
JR嵯峨嵐山駅を降りて、嵐山の町並みを歩く
こと15分。渡月橋のすぐ近くに保養所があり
ました。周囲は観光名所ばかり！この保養所を
拠点として、さまざまな観光地に足を運ぶこ
とができました。
私達は、今回竹林散策やトロッコ列車など、
嵐山を代表する観光スポットを楽しみました。

食事がおいしい！豪華！
料理がとにかく豪華！季節ごとでメニュー
が変わっていて、この日からちょうど秋の
メニューのスタートでした！
京都ならではの京野菜を使ったお料理や
 　 京の湯葉、近江牛などが食べられて、
         質、量ともに大満足でした♪

～おばんざいの内容～     
・湯葉饅頭
・金山寺わさびいか ・鮑
・柿葛切り ・栗
・柿たま ・笹団子
・松茸湯葉あんかけ ・抹茶そば
・さんま昆布締めきぬた巻

事業所所在地変更 事業所脱退

トヨタ部品栃木共販株式会社

富士湘南トヨタホーム株式会社

スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社

栃木県鹿沼市

静岡県裾野市

名古屋市中区

変更前 変更後
栃木県下都賀郡

静岡県沼津市

名古屋市中川区

ケーブルテレビサービス
株式会社
令和元年10月1日付

令和元年8月17日付

令和元年10月1日付

令和元年10月16日付

当組合からのお知らせ

私たちトヨタ販売連合健康保険組合の新入社員2人が、
健保組合直営の保養施設である京嵐山亭（きょうらんざんてい）に初めて泊まってきました！

みなさんは保養所を利用したことがありますか？
ここでは、この保養所のおすすめするポイントを紹介します。

まだ一度も利用したことがない方にも是非利用してほしいと思います。

トロッコ列車で

撮ってもらった写真を

こんな風にして
もらいました！

IN
FO

RM
ATIO

N

● 介護をしている母親がいます。最近、食事の摂取量が極端に減ってしまい心配で･･･
● 父の体調が優れず、介護が必要になってきました。介護支援制度について詳しく聞きたい!

● 赤ちゃんが母乳をなかなか飲んでくれない！どうしたらいいの？
● オムツかぶれがひどくてかわいそう！いい予防法はあるの！？

～健康ホットライン活用術～
トヨタ販売連合健康保険組合では、被保険者・被扶養者のみなさまの「健康の保持・増進」「健康に関する
不安や悩みの軽減」「メンタルヘルスのサポート」のために「トヨタ販売連合 健康ホットライン」を無料で
提供しています。

● 理由もないのに突然不安で胸がドキドキする！？
● 最近、育児不安やストレスが強くなりとてもつらい…

おすすめポイント❶ おすすめポイント❷

２４時間・年中無休／フリーダイヤル（通話料無料）／医師・保健師・看護師等の専門家が対応

トヨタ販売連合
健康ホットライン

※誰がどのような相談をしたのかといった個人情報に関する内容は、会社・健保組合は委託会社から一切報告を受けません
　ので安心してご利用ください。【業務委託先：ティーペック株式会社（プライバシーマーク認定事業者）】

もっと知ってほしい !!

そもそも「電話健康相談」というと ー病気になった時
に利用するものー と思っている方も多いのではない
でしょうか？電話帳に登録して困った時にご相談くだ
さい。

病気の時だけじゃない!
例えばこんな時に
利用できるんです!!

健康 ・ 医療

育　　　 児

介　　　 護

メンタルヘルス

0120‐124‐783
いつでも24時間　　　　  悩　み

● 最近頭痛がひどくて…頭痛外来のある専門の病院で検査を受けたい！
● 婦人科健診を受けたいけど…女医のいる産婦人科は自宅の近くにある？
● ヘルニアの手術、身体の負担が大きいとよく聞くけど…なんか心配で！
● ２～３日前から手足にしびれがある！大きな病気が怖い！

 保養施設  「京嵐山亭」体験記 

「料理に関しては、どこの旅館にも負けない気持ちで作っていますので、是非味わいに来てください。どの季節
に来ていただいても楽しめますが、桜や紅葉を見たいという方は4月や11月が、お部屋でゆっくり過ごしたいと
いう方には、閑散期（6月、1～2月）がおススメです。 せっかくお得に泊まれるので、是非ご利用ください♪」

 京嵐山亭を利用したいと思った方は、トヨタ販売連合健保のホームページへ！！  申込み方法や、利用料金、カレンダー、アクセス、施設の詳細な
どが載っています。被保険者のお申込みであれば、どなたでもご利用いただけますので、ご家族や友人と、ぜひ利用してください。

谷マネージャー
より

メッセージ

外観 ロビー お部屋こんなに気軽に!!こんなに
便利で!

非通知
不可
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新年あけまして
おめでとうございます。

理事長　阿部 豊久

被保険者ならびにご家族のみなさまにおかれましては、新しきよき年を健やかに迎えられたことと
お慶び申し上げます。また、日頃より当組合の事業運営につきまして、多大なるご理解とご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年9月16日の敬老の日、人口推計によると総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が
28.4%にのぼることが総務省より発表されました。超高齢化は着実に進んでおり、安定した社会保
障制度の継続に向け、改革待ったなしの状況となっております。

こうした中、当組合は７月に経済産業省の江崎様をお招きして【高齢化の進展と健康経営の意義】
と題して講演をいただきました。
当日は多数の代表者の方々にも聴講をいただき、改めて、【健康経営】が社員・ご家族のみなさまの
幸せにつながり、企業の生産性向上、業績発展につながる、ひいては当組合の安定経営（保険料負
担の低減）につながる、と確信いたしました。

クルマ社会もこれまでの故障を直す時代から、壊れない、ぶつからないクルマ社会を目指して変革
してまいります。医療の世界も、ケガや病気を治すに加え、病気になり難い健康な体づくりで、人生
１００年時代を謳歌する攻めの取組みが重要になってまいります。

本年、当組合は事業活動の柱のひとつとして、【健康経営の取組み】を一層推進してまいりたく存じ
ます。
みなさまにおかれましても、当組合の事業を積極的にご活用いただき、これまで以上にご自身やご
家族の健康維持・増進に努めていただきますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、本年がみなさまにとって健康で幸多き一年となることをお祈り申し上げ、新年
のご挨拶とさせていただきます。

理事長
新年挨拶

トヨタ販売連合健康保険組合　〒461-0001名古屋市東区泉一丁目23番36号NBN泉ビル3F　TEL.052-952-2679　URL http://www.toyota-hrkenpo.jp
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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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