
■令和2年度は、高齢者制度への納付金の伸びが例年よりも小さいこともあり、2.4億円の黒字予算となりました。
■ただし、当組合の保有する積立金の額は、トヨタ販売系他健保組合と比較して少なく、不測の事態（リーマン
ショックのような急激な景気の落ち込みや新型インフルエンザの流行など）への対応力が弱い状態であること
から、黒字額は積立金に積み立てることとし、保険料率は現行を維持します。
■事業計画は、加入事業所様の「健康経営」の取組みをさらに後押しするとともに、より組合員の健康増進に効果
のある取組みを推進していきます。

■国から指定された介護納付金額に見合う介護保険料収入を得るための料率を算出した結果、令和2年度は介護
保険料率を引き上げることとなりました。
■令和3年度以降も介護納付金の増加が見込まれることから、料率改定を検討してまいります。

令和2年度予算と事業計画が決定しました
（2月13日の組合会で承認）

［令和2年度健康保険予算］

保険料
237.1億円
97%

収入244.3億円 支出241.9億円

介護保険（40歳以上） 介護保険料率は引き上げ（1.6%→1.74%）

健康保険 健康保険料率は現行（9.7%）を維持

収支差 2.4億円の黒字

全国の高齢者医療費当組合からのお知らせ

・就職　・収入増加
・死亡、結婚、離婚　・失業給付受給

令和2年4月1日の健康保険法の改正に伴い、被扶養者の認定基準に国内居住の要件が導入されました。
原則、日本国内に住所がない場合（※）は、被扶養者の認定対象外となります。
（※日本に居住していても、医療滞在ビザやロングステイビザでの来日は、
日本に生活の基礎がないとみなし、被扶養者となることはできません。）

《例外的に被扶養者として認定されるケース》
❶海外赴任や留学など、一時的な海外渡航である場合
　（赴任中に生まれた子どもや、結婚した配偶者含む）
❷就労以外の目的で海外渡航する場合
　（観光、保養、ボランティア活動 他）

被扶養者は、「主として被保険者に生計を維持されている」ことが認定の条件となります。
被扶養者が下記に該当する場合は、速やかに会社の健保担当部署へ申し出をして、
「健康保険被扶養者（異動）届」の提出と健康保険証の返却をしてください。
（提出期限：異動があった日から5日以内）

扶養しなくなったら取消し手続きを！

被扶養者の認定基準の変更について
被扶養者となれる方は、原則「日本国内に住所がある方のみ」に限定されます!
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事業所編入

トヨタモビリティパーツ株式会社
事業所名

編入日 ： 令和2年4月1日

被扶養者が

被扶養者に ・仕送りをしなくなった　など

●60歳未満の方
  年収130万以上（月収108,334円以上）
●60歳以上の方または障害年金受給者
  年収180万以上（月収150,000円以上）

本部および34支社あわせて35事業所が当組合に編入。
（これまで他健保組合に加入していた2事業所（長野支社・
新潟支社）も編入されます。）

トヨタ部品千葉共販株式会社
事業所名

竹内 信夫
氏名

こんなとき

令和2年度（令和元年9月30日時点の平均）

360,000円（25等級） ※従前より変更なし

INFORM
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就職・卒業
引っ越し ～春は異動の季節です～

予算

納付金
103.6億円
43%

保険給付費
123.8億円
51%

私たちの健康づくり

私たちの医療費

保健事業費 8.8億円
4%

その他 5.7億円
2%その他 7.2億円

3%

令和2年度任意継続被保険者の保険料
適用日 ： 令和2年4月1日

組合会議員の交代 交代日 ： 令和2年1月1日　敬称略

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額
と、当組合被保険者全員の前年の9月30日時点の平均標
準報酬月額とのいずれか低い方に保険料率をかけて算出
します。
令和2年度に使用する平均標準報酬月額について、下記
の通りお知らせいたします。

健康づ
くりの事例がわかる

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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全国の
加入事業所を紹介加入事業所を紹介

P.8～11をご覧ください。

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。

ご家族皆で読みましょう



当組合では契約医療機関で受診した35歳以上の被保険者・被扶養者の人間ドックなどの健診費用に対して、
年度内（4～翌3月）1回まで補助を行っています。
（各年度4月1日以降、受診日まで継続して当組合に加入している（空白なし）方が対象）

早期発見・早期治療のため、1年に1回は健診を受けましょう。

※1：任意継続被保険者（保険証記号が「990」の方）は被扶養者と同様
※2：各年度末（3/31）時点の年齢
※3：乳・子宮がん検査については、35歳未満も単体補助として利用可
　　　●指定医療機関で受診した場合は健保組合負担で実施
　　　●指定医療機関以外で受診した場合は後日補助金を支給（補助金額上限あり）

保健事業について

【健診の種類】

被保険者

被扶養者
（※1）

被保険者

被扶養者
（※1）

人間ドック

すこやか健診・共同定期健診

人間ドック

すこやか健診
地域巡回健診（女性対象）
特定健診

35～49歳
50歳以上
35歳以上
35～49歳
50歳以上
35歳以上
35歳以上
40歳以上

20歳以上
35～54歳
55歳以上

35歳以上

65％（約26,000円）
50％（約20,000円）
35％（約8,000円）

26,000円
20,000円
8,000円
2,000円

0円

0円
10％（約200円）

0円
70％（約4,000円）

1,400円
70％（約21,000円）
70％（約9,000円）

受診者区分 項目 年齢（※2） 自己負担

【オプション検査】
受診者区分 項目 年齢（※2） 自己負担

乳・子宮がん検査(※3)

前立腺がん検査

腹部超音波検査
C型肝炎検査
脳ドック
肺がん精密検査

20歳以上
35～54歳
55歳以上

35歳以上

0円
200円
0円

4,200円
1,400円

70％（約21,000円）
70％（約9,000円）

乳・子宮がん検査(※3)

前立腺がん検査

腹部超音波検査
C型肝炎検査
脳ドック
肺がん精密検査

その他事業

健診事業

保健指導事業
健診結果（腹囲や血液検査など）から、支援レベルの判定をし、40歳以上の被保険者・被扶養者を対象に
保健指導を実施します。

保健指導の案内が届きましたら、積極的なご参加をお願いいたします。

初回面談時に、生活習慣改善の目標を
設定し、3ヵ月後に結果を評価します。

積極的支援プログラム 動機付け支援プログラム

対象者

内容

メタボリックシンドロームに該当された方

初回面談時に、生活習慣改善の目標を設定し、
3ヵ月間プログラムに取り組んでいただきます。
3ヵ月後に結果を評価します。

メタボリックシンドローム予備群の方

2 3

令和2年度

事業名 事業内容時期

禁煙支援事業 随時 詳細はP.7をご覧ください。

健康セミナー費用補助 随時
会社が実施するメンタルヘルスなどの健康セミナーの実施費用を
補助します。

けんぽインフォメーション
（機関誌） 年3回

健保組合からの各種ご案内を掲載した情報誌を被保険者の方に
配布します。

赤ちゃんとママ誌 毎月
被扶養者となる第1子を出産された加入者対象。
1年間ご自宅へ送付します。

医療費のお知らせ
年4回/
毎月

健康保険で受診された履歴を紙またはWebでお知らせします。
Webでの通知を選択している事業所は毎月更新しています。

ジェネリック医薬品の
お知らせ 年2回

ジェネリック医薬品に切り替え可能な新薬を使用している方を対象に
切り替えた場合にいくら安くなるかを具体的にお知らせします。

無料歯科健診 随時
（株）歯科健診センターと提携する全国の歯科医院で、
半年に1回まで無料で歯科健診が受けられます。

健康年齢 随時 健康診断の結果を基に健康年齢を算出し、お知らせします。

スポーツクラブ契約 通年 ルネサンスを法人契約制度で利用できます。

さまざまな健康支援があります。ぜひご活用ください。

4,000円から2,000円に値下げしました。詳細はP.6をご覧ください。

NEW!



この春、就職して社会人になられた方、おめでとうございます。みなさんはジェネリック医薬品を使用さ
れたことはありますか？花粉症の薬などを継続して服用されている方は、社会人になられたこの機会に、
ぜひジェネリック医薬品への切替の検討をお願いいたします。
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健康ホットライン
トヨタ販売連合

医師や看護師などの相談スタッフが
わかりやすくアドバイスいたします。

臨床心理士などの専門家によるカウンセリングが受けられます。

0120-124-783 https://t-pec.jp/websoudan/
toyotaユーザー名 hrkenpoパスワード

通話料
無料

平日9～21時、土曜9～16時
（日・祝日、12月31日～1月3日を除く）

電話

9～22時（年中無休）電話

24時間・年中無休Web

24時間・年中無休Web

メンタルヘルス面談予約受付24時間・年中無休
電話健康相談受付時間

メンタルヘルス電話・Webカウンセリング

・・・・ジェネリック医薬品とは・・・・

相談内容
・健康　　　・医療　・介護
・育児相談　・医療機関情報

電話健康相談サービス メンタルヘルスのカウンセリングサービス

その他ご利用いただける施設 下記施設をお得な利用料金でご利用いただけます。

カラオケルーム和洋室の一例

京都府京都市西京区嵐山西一川町２-１（渡月橋すぐ）
０７５-８６１-４０１７
４２名　８室（和洋室７、洋室１）

住 所
ＴＥＬ
定 員

● トヨタグループ共同利用保養所
● テラス蓼科

● 駒ヶ根ふるさとの家
● プリンスホテル

● リゾートトラスト
● スカイランドきよみず

■  料金表（1泊2食付:税込料金）大人：中学生以上　小人：小学生

※洋室（2名定員）は大人・小人とも上記料金より1,000円割引。
※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。

当組合ご加入の被保険者と被扶養者
当組合ＯＢ(55歳以上で当組合を脱退された方)と、
その被扶養配偶者
組合員以外の利用者

組合員利用 一般利用

通常期

閑散期

特別期間

7,800円

6,700円

8,800円

11,900円

10,800円

12,900円

4,100円

3,500円

4,600円

6,200円

5,700円

6,800円

組合員利用

一 般 利 用

大　人 大　人小　人 小　人

ジェネリック
希望

電
話
相
談

直営保養施設 
京嵐山亭（きょうらんざんてい）

嵯峨嵐山駅

阪急嵐山駅

阪
急
京
都
線

阪
急
嵐
山
線

京福嵐山線

JR 山陰線（嵯峨野線）

松尾橋 四条通

鴨川

桂川

五条通

九条通

京都南 IC

京都東 IC

名神高速道路

至名古屋

至名古屋

至大阪

京都駅

西
大
路
通

堀
川
通

京
阪
国
道

嵐山駅

桂駅

1

9

24

171

367

銀閣寺

東寺桂離宮

渡月橋 二条城

金閣寺
天龍寺

北野天満宮

京都御所

清水寺京嵐山亭

全室トイレ・洗面所・冷蔵庫・マッサージチェア・床暖房完備

被保険者・
被扶養者のみなさまは
嵐山近隣施設と比べ、
格安な料金でご利用
いただけます。ジェネリック医薬品を

活用しましょう！

健康保険証と「ジェネリック希望シール」がお手元に

届きましたら、健康保険証の余白部分に「ジェネリック

希望シール」を貼ってお使いください。

治療中の方は
主治医の
了解のもと
面談可能

先発医薬品の特許期間が過ぎた後に製造・販売される
医薬品です。有効成分はもちろん、安全性も先発医薬
品と同等ですが開発コストが抑えられる分、低価格な
のが特徴です。

その他ご利用いただける施設を当組合ホームページでご案内しています。

阪急電鉄嵐山駅より徒歩3分
JR嵯峨嵐山駅より徒歩20分
京福電鉄嵐山駅より徒歩10分

京都バス京都西口より
渡月橋で下車、徒歩5分

名神高速「京都南I.C.」→
国道1号線→九条通→西大路通→
四条通→松尾橋→京嵐山亭

電車

バス

車

アクセス

まずは、
医師・薬剤師に
相談しましょう！

保養施設
ラフ

いつでも24時間 な　や　み

地元食材が中心の京風料理が楽しめます。

※当健保の昨年の春のデータより平均額を算出しています。
※自己負担額は３割負担の場合で記載しています。

先発
医薬品 

ジェネリック
医薬品

564円

1,742円

安い！！

差額 1,178円

花粉症の薬を
毎日３ヵ月服用した場合の
自己負担額の削減額
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「健康経営優良法人認定制度」のご紹介

テレビ電話で医師と面談することにより禁煙成功率の高い禁煙
補助薬を自宅で受け取ることができるプログラムの費用補助を
実施いたします。健康増進法改正により、喫煙スペースも減って
いる今、この機会に禁煙に取り組みましょう！　当組合では、家事や育児にお忙しい女性被扶養者向けの健診として、地域巡回健診を実施しております。

地域の公民館やホテルなどで、気軽に短時間で受けていただける健診で、女性のがん健診(乳がん・子宮がん)

も充実してます。2020年度から自己負担額2,000円(2019年度4,000円)で受けていただけるようになりました。

この機会に、ぜひ地域巡回健診の受診をご検討ください。

※健診の費用補助は、年度内に人間ドック、すこやか健診、地域巡回健診、特定健診のうちいずれかひとつです。

　地域巡回健診以外を受診予定の方は、地域巡回健診は受けられません。

ご自宅にお届けした「2020年度健診者用補助制度のご案内」に地域巡回健診の
ご案内をいれさせていただいてます。お申込み方法は、お住まいの地域によって異なります。

お邪魔したのは、新横浜駅から
徒歩1分の新横浜グレイスホテル

宴会場の一室が会場になっています。

早く終わったので、ちょっと、
のんびりして帰りましょう♪
(注)ご飲食代は健診費用に
含まれておりませんのであしからず…。

禁煙支援
プログラム
費用補助

2020年9月30日まで申込期限

募集人数

参加費用

先着100名
自己負担15,000円（税抜）

お
申
込
み

巡回健診実施機関
(東海三県除く)

医療法人社団同友会

香取さん

地域巡回健診を
希望される場合は、

「人間ドック・すこやか健診
受診申込書」は不要です。

地域巡回健診を
ご存じですか？

まずはお申込み！

いよいよ健診！

担当の方に聞きました！

申込書に第3希望まで記
入し、返信用封筒にい
れ、投函してください。
予約日の1ヵ月前までに
決定通知がご自宅に届
きます。

東海三県以外の方
申込ハガキに第3希望ま
で記入し、ポストに投函し
てください。(第2、3希望に
なる方のみ連絡があります。)

   ★またはWEB予約！★

「健向人ポータルサイト」に
アクセスしてください。

東海三県の方
ご注意ください！

同友会では全国各地に
会場をご用意しておりますが、

人気の会場はすぐに
定員が埋まってしまいます。

ぜひ、お早めに
ご予約ください！

同友会人気会場 BEST 3
●立川グランドホテル

●船橋グランドホテル

●川口総合文化センター リリア

短時間で

効率よく回れるよう

工夫されてるね！

健診で
気分転換もできて
いいね！

iOS 10.0.0以上対応 Android 5.0以上対応

地域巡回健診体験レポート♪

株式会社北海道朝日航洋
株式会社北日本朝日航洋

セントラルヘリコプターサービス株式会社
知多半島ケーブルネットワーク株式会社
株式会社トヨタ名古屋教育センター
トヨタ販売連合健康保険組合

事業主様名称

事業主様名称

アプリは 右記QRコード からダウンロードできます。
もしくは、App Store・Google Playで「medically」
で検索してください。

法律が
変わった今が
やめどき！

2016年度より、「健康経営」に積極的に取り組む企業を認定・公表する「健康経営優良法人認定制度」
（経済産業省・日本健康会議)が始まっております。

中小規模法人部門

大規模法人部門当組合ご加入の事業主様で、
「健康経営優良法人2020」として
認定された事業主様は
以下のとおりです。

ネッツトヨタ仙台株式会社
トヨタ部品愛知共販株式会社
株式会社トヨタシステムズ
トヨタファイナンス株式会社
福岡トヨペット株式会社
札幌トヨペット株式会社

トヨタカローラ宮城株式会社
トヨタ部品埼玉共販株式会社
トヨタ部品群馬共販株式会社

トヨタエルアンドエフ東京株式会社
トヨタ西東京カローラ株式会社
株式会社トヨタエンタプライズ

朝日航洋株式会社
大阪トヨタ自動車株式会社

お住まいがお住まいが

まず会場左側で、服を着たまま身体計測、
視力検査、血圧測定、血液検査を受けます。

次に会場右側のカーテンで仕切られた
中で、内診、心電図、乳房超音波(OP)、
腹部超音波(OP)の検査を受けます。

会場をひと回りしたら、検診車に移動します。
胃部X線、乳房X線(OP)、子宮頚部細胞診
(OP)の検査を受けたら、終了です。

健康経営度調査の結果、
上位５００社は

通称「ホワイト５００」
として認定されました！

安い！
病院に

行かなくても
いい！

ユーザー登録の際に必要な健保認識番号　     623089
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「やらされ感」を
ナシに！

自分に合った健康法で
楽しく健康推進！

健康課題やどんなことに興味を
持つかは人それぞれ。何か一つ
でも心に残り主体的な健康づく
りができるよう、健康に関する
アンケートの結果をもとに様々
な健康施策を行っています。

会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ 株式会社トヨタシステムズ

名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋32F
052-747-7111
■代表取締役社長／北沢　宏明　■設立／2019年1月
■従業員数／約2,800名（派遣社員含む）

会 社
概 要

株式会社トヨタシステムズは、2019年1月にトヨタコミュニケーションシステム、トヨタデジタ
ルクルーズ、トヨタケーラムの3社が統合し誕生したIT企業。3社で担っていた従来の業務に
加え、トヨタグループが描くモビリティサービスを構築するためのシステムや、それを実現する
ための開発・生産・販売などの仕組みをつくり、グループのグローバルなIT戦略をサポート。会
社誕生と同時に名古屋本社も新設され、見た目も使い勝手も斬新なオフィスは、業界の内外
から注目されています。

うらやましいと思われる、会社づくりを！

400年前、尾張藩主御用菓子司として任ぜられた桔梗屋の
流れを汲む和菓子店であり、伝統を守りながらも斬新な和
菓子を作られることで有名なこちらの和菓子店は、社長の
客先訪問の際のとっておきの手土産のひとつです。
JR名古屋タカシマヤ、名古屋三越栄店にも店舗があります
が宝石店や美術館のような雰囲気を漂わせる本店に足を運
べば特別な空間で生菓子とお抹茶を愉しむこともできます。
■愛知県名古屋市瑞穂区汐路町1-20　■TEL：052-841-1150　■営業時間：10時～19時

菓匠 花桔梗

　2019年1月に誕生したばかりの株式会社トヨタ
システムズでは、3社が統合前から行っていた健
康推進をより進化させ、3000人近い従業員の健
康管理を進めています。その中でも同社の特長と
なっているのが、独立した「安全健康推進部」をも
つこと。16人で編成されたこの部署には、保健師
や公認心理師の資格をもつ社員も在籍し、専門性
の高い視点で取り組みを展開しています。
　また「働き方改革推進室」も積極的に活動し、
社員と会社の双方の幸せ
実現に向けて、さまざまな
取り組みに挑戦中です。

本社開催のイベントには、遠方から
参加する人も！ なんと参加無料。

新規入社者を対象に、入社3カ月後から順次面
談を実施。健康づくりを「自らの力」でできるよ
うに支援するのが目的。個人の趣味や嗜好な
どまでヒアリングしながら、健康推進を指導！

❶開放感あふれる緑化オフィスには、大きな木を
　囲むツリー席や石畳風の床などの工夫が。
❷一部フリーアドレスを採用したデスク、目的別
　机（集中席、立ち会議机など）の設置
その他、社内の最新情報を閲覧できるサイネージ
など随所に工夫が！

集中力の高い朝時間を活用し、深夜残業時間
も少なくするためのキャンペーンを実施。期間
中は朝食やプリペイドカードなどのインセン
ティブも用意。「やってみたら意外に良い！」と
　　　　　　　　　 気づく社員も多いそう。

上手に働くためのヒントをマンガにして社員に
配布。主人公が段取りの重要性や仕事の進め
方に気づく過程は社員の共感を呼んでいる。

働き方改革推進室 室長
江口 博子さん

代表取締役社長
北沢 宏明さん

安全・健康推進の専門部署を設置。独自視点で、働きやすさを実現！
コンセプトは
「都会の公園」！

名古屋本社オフィスには、 
アイデアいっぱい！ 

パーソナルトレーニングで知られる「RIZAP」か
らトレーナーを招き、健康セミナーを開催。この
講座への注目度は高く参加者も多数。健康づ
くりのきっかけに成功しました。このほかウォー
キングセミナーなど、興味のわくセミナーやイ
ベントを開催しています。

スマートウォッチやスマホを使った、ウォーキン
グイベントを開催。1カ月間の歩数でランキン
グを競い、上位者にはギフトカードがプレゼント
されました。アプリの利用で、ウォーキング効果
を見える化したのもポイント。

ラインサポーターとは「職場相談員」として業務
や職場の悩みを聴く役割。各本部の社員から選
任され、業務内容や職場の人間関係がある程
度分かった上で相談に乗れることが特長です。
サポーターは専門研修を受け、社員との面談を
行っています。

健康になることが目的でな
く、健康になって何をしたい
か、どんな生活を送りたいか
を考えてもらいたいですね。 安全健康推進部 健康推進Gのみなさん

GM　髙山 香織さん

楽しく健康推進ができる、「しかけづくり」を
たくさんしていきたいですね！

主任 山口 智子さん（保健師）

健康推進をはじめ、働きやすい環境や体制
づくりに力を入れています。専任がいるから
こそできる、自社ならではの展開をさらに進
めていきたいですね。

部長　鈴木 宏幸さん

個人と組織など、それぞれの「間」に入って、
どちらのメリットにもなる動きができれば！

主任 大田 由佳さん（公認心理師）健康に興味を持つきっかけ
になる情報を、皆さんに発信
したいと思っています。

永田 景子さん

手 土 産

朝方勤務キャンペーン

我が社、　　　　  です！   ここが自慢

経理部 主査
今井 成人さん

社長をはじめ
社内全体で、健康推進や
働き方改革に対する

「本気度」が違うなと感じます。 
それが伝わってくるので、
皆もやる気に！！

さまざまな取り組みに対し、
スピード感をもって

進められるのはいいですね。
「まずはやってみよう！」の
姿勢で物事に取り組めます。

健康イベントなどを通じて、
あらゆる部署の人と

知り合えるのは良いこと！
普段話せない方との

コミュニケーションも広がります。 

フレックスで
コアタイムがないので、

自由度が高いなと思います。
自分の働きやすいように
時間調節できるのは
いいですね。

健康イベントが
たくさんありますし、
参加して賞品が

いただけるものもあって（笑）
やる気が出ます！
楽しんでできるのが

一番！

ワークライフ
バランスはいいですね。
ノー残業デーでは、

     早く帰って家族サービス。
サークルも多く
活気がありますよ！

営業推進部 部長
伊藤 和宏さん

営業推進部 主任
村田 郁美さん

調達・業務部
内田 萌香さん

調達・業務部
池内 由帆さん

総務部
福岡 貴弘さん

段取り×時間

マンガにして
目的をわかりやすく

「RIZAP」トレーナーが来社!
興味を健康のきっかけに！

職場の悩みを不安なく
打ち明けられる！

優秀者にはギフトカードを！
やる気を促す、お楽しみも付加

　トヨタシステムズは、トヨタGをITで支える企業です。オフィスで働く社
員に加え工場など現場での仕事も多く、工場と同じレベルで健康や安全
に対する意識を持ち、「100点をめざし、努力する」ことが重要ですね。
それを実現するには、「心身ともに健康であることの重要性」を「常に」言
い続けることだと考えています。小さいことの積み重ねかもしれません
が、それが会社としての文化になるのだと思います。
　昨日、ちょうど昇格の内示をしたのですが、皆さんのモチベーション

は高く、やる気満々でした。嬉しいことです。しかし仕事は短距離走では
ありません。山も谷もあります。駅伝のようにペース配分を考えながら走
り、先輩から継承された仕事や文化を後輩へと託していかなければなり
ません。
　私はこれまでの社歴の中で、体調を崩して戦線を離脱する人を多く見
てきました。そして残念なことに、朋友を一人亡くしています。こうした経
験を通じて、心身の健康がいかに重要かを身をもって感じているんです。
だからこそ、トヨタシステムズの社員には心身ともに健康である大切さを
伝えていきたいですね。
　それにね、社長の仕事はただ一つだと思うんです。ブレのない考えで、
会社がワンチームになるよう旗を振ること。そして何より、トヨタシステム
ズが外から見て「あの会社で働けて、うらやましいな」と思える会社にし
たい、そう思って努力しています。
　自分自身の健康については極めて月並みで、積極的に歩くことくらいで
しょうか。スキーは学生時代からやっています。機会を見つけて身体を動か
すようにしていますが、「忙しい」は言い訳にしないようにしたいなと。「時
間ができたら」なんて言っていても、時間は生まれないですからね（笑）。

❶

❷

❷

❶

心身ともに健康が一番！
駅伝のようにペース配分を

考えて走ろう！

ここ
に注目！

入社直後から、
「自分の健康」に関心を！

出張健康教室

ウォーキングイベント

ラインサポーター制度の活用ヘルスリテラシー(HL)向上面談

「気づき」につなげる
トライアル。継続する社員も多数

「弊社では、社長自らが働き方改革の宣言を
行い、全部署と連携をとりながら改革に取り
組み、さまざまな施策にチャレンジしています。
『働きやすさ』や『やりがい』を高めながら、しっ
かりと『生産性向上』にもつなげ、双方が幸せ
になれる環境をさらに
模索していきます。」

社長自らが
「働き方改革宣言」。
全社で活動展開中！

本店外観

▲

地域の
おすすめ品を
ご紹介

健康経営優良法人2020
（ホワイト500）に認定！
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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ 札幌トヨペット株式会社

札幌市豊平区月寒東1条14丁目1番1号
011-858-8181
■代表取締役社長／沖田　俊弥　■設立／1956年5月
■従業員数／858名（2019年3月末日現在）

会 社
概 要

　北海道札幌市に本社を置く札幌トヨペット株式会社は、札幌市を中心に道央エリアのトヨタ
車販売をカバーし、お客さまのカーライフをトータルでサポート。また基本理念に「人間尊重」
を掲げ、クルマを通じた人との絆づくりも大切にしています。
　社会・環境への貢献活動にも積極的で、札幌市円山動物園のホッキョクグマ自然繁殖支援
や、若樹の寄贈などの植樹活動も展開。こうした活動が認められ「さっぽろ環境賞」の企業部
門奨励賞も受賞しています。

社内での健康づくりは「心のケア」から。
従業員の誕生日には、お祝い電話を

2019年度に認定初挑戦。認定に向けた活動をする
中で、健康に関するセミナーなども開催。「乳がんセ
ミナーを開催した際は、若手女性従業員も多く参加
したのですが、模擬触診などを体験することで、『自
分ごと』として病気を
捉えてもらうことがで
きました。こうした気
づきのあるイベントは
これからも開催した
いですね」とは、社長
秘書の福田さん。

●年1回、年男・年女の従業員から選抜で、社長と座談会
を開催、社内報に掲載。
●従業員とその家族を対象にカーリング体験会を開催。
●他企業への工場見学ツアー、円山動物園のバックヤード
ツアー、餅つき大会などのイベント実施。
●営業会議などを利用した社員表彰式を実施。受賞社員
はその後、社長との昼食会。
●土・日は社長・役員が各店舗を巡回。

新車事業部 特装G 
毛利 方彦さん

代表取締役社長
沖田 俊弥さん

社長からの電話、どうですか？

　札幌トヨペットで、健康推進を担っているのは人事部人事グループの皆さん。
とくに最近はその活動が活発化。今年度初開催となった全社挙げての「健康づくり
宣言！」キャンペーン実施や、健康経営優良法人2020認定など、多岐にわたった活動
を展開しています。
　「当社は人間尊重を基本理念に『5つの大切』を掲げていますが、この活動を通じて
理念がしっかりと、かたちになってきたように感じます」とは、人事部長の立川さん。
またマネージャーの田川さんは「最近は就職活動の際、福利厚生や健康に対する考
え方を気にする学生さんも多いですし、こうした活動は他社との差別化につながる
とも考えています」と話します。
　同社は今後もさまざまなアイデアを駆使し、従業員全員の健康推進をめざします。

活動推進部 お客様相談G
上前 亨さん

地域の
おすすめ品を
ご紹介

手 土 産

今札幌で一番おいしい食パンといえば「おか
めや」。時間よりもおいしさを重視した製法
で、ひとつひとつ心をこめて作られるパンを、
毎日たくさんの人が心待ちに。焼きたてはと
てもふわふわ柔らかで、片手で持つことが不
可能なほど。そんな食パンですが日持ちする
のも人気の秘訣です。
業務用高級パンです
が、工場の直売所で
購入できます。

おかめやのパン

■北海道札幌市西区発寒十五条4-8-18（店舗）
■TEL：011-663-4381
■営業時間：11時～18時
■定休日：土曜、祝前日の日曜、年末年始、お盆休み

全員で「健康推進」、取り組んでいます！

写真左から　
●社長秘書  福田 美智恵さん　●担当課長  土谷 史雄さん
●係長  酒井 央（あきら）さん　   ●マネージャー  田川 佳之さん
●執行役員  人事部長 立川 直生さん

私たちが、皆さんをサポート！

健康経営優良法人2020
（大規模法人部門）認定

乳がんの模擬触診に挑戦。

五穀米、雑穀米など選べる
ヘルシーご飯も人気となっています。

▲

全員参加の「健康づくり宣言」

こんな活動で社内コミュニケーションを活性化！こんな活動で社内コミュニケーションを活性化！

声を掛け合いながら競うカーリングは、
コミュニケーション増進にぴったり！

4月からは、全館内での禁煙実施を決定。
北海道では、まだ喫煙できる店舗などが多い中での

実施決定となりました。

フリープラン

BMI値が25.0以上の人限定。次年度
健康診断までの体重変化で達成を評価。

ダイエットコース1

4月から禁煙を宣言し、
翌年3月まで継続できたら達成。

禁煙コース2

経過観察以上の項目のあった人限定。
次年、ワンランク以上の改善で達成。

健康診断改善コース3

経過観察以上の項目がない人限定。
ラジオ体操を継続+次年も同評価で達成。

健康優良維持コース4

3ヶ月間、1日8,000歩以上の歩行で達成。

歩行・歩数トライアルコース5

スポーツジム通いや、マラソン大会完走、
登山など、独自の継続的な健康づくりの
取り組みで達成。（客観的な証明が必要）

フリープラン6

　 禁煙に挑戦中ですが、
成功しそうです！！
ごほうびが出るのは、
励みになりますね（笑）！

総務部 総務Ｇ
内田 賢二さん

参加
しました！

これまで歩数を
気にしたことは
なかったのですが、
参加をきっかけに
カウントするように。
すでに達成しましたが、
今も歩数計は見ています！

総務部 総務Ｇ
佐々木 夕貴さん

参加
しました！

参加
しました！ 4月～9月まで

毎月1回の登山を実施。
趣味と健康づくり、
両方できてよかったです！

総務部 総務Ｇ
岡坂 圭悟さん

高さ500～1,000ｍのあち
こちの山に出かけました！

一番人気は歩行コース！

6つのコース健康づくり宣言！

　全従業員参加のもとに開催されている、札幌トヨペットオリジナルイベント
「健康づくり宣言」。期間は1年間で、掲げられた6つのテーマから自分に合っ
た健康対策課題を一つ選び、各自で活動。達成できた人は、達成コースに
応じたクオカード3,000円～5,000円分をもらうことができます。
　健康づくりの後押しになればと企画されたこの
イベントですが、「誰もが」「楽しみながら」できると、
従業員からも好評で大成功となっています。 1月の時点で、

すでに
130人あまりの
達成が決定！
実施期間
4月～3月（　　）

好評＆好結果！

忙しくされている
社長が、自分のために

時間を割いてくださっていると
思うと嬉しいですね。
この会社に勤めてきて
よかった、と感じる
出来事でした。

普段、社長と直接
話すことはないですからね。
はじめてのときは、
ドキッとしました。

モチベーションアップに
つながりました！

週に1回、各店舗の結果を集計し開示。こうした活動
によりノー残業が根付きはじめ、業務効率もアップ。
現在は全店舗80%以上の実施をめざしています。

週1回以上のノー残業
「帰るべ！」デー実施

全店舗への巡回による予防接種を実施。
健康組合が1,000円を、残りを会社が全額負担。

インフルエンザ巡回予防接種の実施

全店で実施中。自由参加ですが、参加者は増加し
ています。社長自らも参加！

朝礼前のラジオ体操実施

本社の社員食堂「P's Kitchen」
では、すべてのメニューに
塩分とカロリーを表示。

社食では、塩分＆カロリーを表示

ほかにも

心のケアに必要なのは
日々のコミュニケーション！
工夫をこらして会話の機会を

増やしています！

　今年はね、暖冬で雪が少ないですが、雪はやっぱり大変です。雪のあ
る間はゴルフもできませんしね（笑）、スポーツジムに出かけるのもおっく
うになります。雪国での生活は本当に大変だと思います。
　3年前、こちらに赴任して気になったのは、健康診断の受診率の低さ
でした。調べると、この会社というより北海道の受診率自体が、全国より
低めだったんですね。そこで当社は「健康診断の受診率を上げよう」、
「『健康』を仕事の中で『話題』にしよう」という取り組みを行い、並行し
てホワイト500認定に向けた準備を進めました。
　それと同時に重視しているのが、社内でのコミュニケーションです。こ
れは「心の健康」のためです。それは就業時間内にできる「健康づくり」は
心のケアだと思うからです。コミュニケーションが足りなければ、人と良
い関係が築けないだけでなく、業績や仕事のパフォーマンスの低下にも
つながります。だからこそ、風通しの良い社内をめざし、心の健康ケアに
気をつけたいと考えています。
　その一環として、出向者やパートさんも含めた全従業員の誕生日に、
私から直接電話をかけているんです。該当者の定休日や有給取得日
は、前日にかけられるようにスケジュールを調整。出張先からでも電話

するんですよ。きっかけは、「みんなとのコミュニケーションを図るため
に、誕生日にメッセージでも書こうか」という話を秘書さんにしたんで
す。そうしたら「電話を直接もらった方が嬉しいのではないですか？　
メッセージは代筆も可能ですが、電話なら間違いなく社長本人だとわか
り、モチベーションも上がるはず」と。これが意外とみんなに喜んでもら
えて。
　電話の前には、今、どんな仕事をしているのか、プライベートでの話題
は？と確認しています。これで2巡目になりましたが、結構大変です（笑）。
でも皆さんと直接話せ、心を通い合わせられるのが嬉しいですね。

人事部 人事グループ

みんなで、がんばるべ！！

社員の方に
直撃



■令和2年度は、高齢者制度への納付金の伸びが例年よりも小さいこともあり、2.4億円の黒字予算となりました。
■ただし、当組合の保有する積立金の額は、トヨタ販売系他健保組合と比較して少なく、不測の事態（リーマン
ショックのような急激な景気の落ち込みや新型インフルエンザの流行など）への対応力が弱い状態であること
から、黒字額は積立金に積み立てることとし、保険料率は現行を維持します。
■事業計画は、加入事業所様の「健康経営」の取組みをさらに後押しするとともに、より組合員の健康増進に効果
のある取組みを推進していきます。

■国から指定された介護納付金額に見合う介護保険料収入を得るための料率を算出した結果、令和2年度は介護
保険料率を引き上げることとなりました。
■令和3年度以降も介護納付金の増加が見込まれることから、料率改定を検討してまいります。

令和2年度予算と事業計画が決定しました
（2月13日の組合会で承認）

［令和2年度健康保険予算］

保険料
237.1億円
97%

収入244.3億円 支出241.9億円

介護保険（40歳以上） 介護保険料率は引き上げ（1.6%→1.74%）

健康保険 健康保険料率は現行（9.7%）を維持

収支差 2.4億円の黒字

全国の高齢者医療費当組合からのお知らせ

・就職　・収入増加
・死亡、結婚、離婚　・失業給付受給

令和2年4月1日の健康保険法の改正に伴い、被扶養者の認定基準に国内居住の要件が導入されました。
原則、日本国内に住所がない場合（※）は、被扶養者の認定対象外となります。
（※日本に居住していても、医療滞在ビザやロングステイビザでの来日は、
日本に生活の基礎がないとみなし、被扶養者となることはできません。）

《例外的に被扶養者として認定されるケース》
❶海外赴任や留学など、一時的な海外渡航である場合
　（赴任中に生まれた子どもや、結婚した配偶者含む）
❷就労以外の目的で海外渡航する場合
　（観光、保養、ボランティア活動 他）

被扶養者は、「主として被保険者に生計を維持されている」ことが認定の条件となります。
被扶養者が下記に該当する場合は、速やかに会社の健保担当部署へ申し出をして、
「健康保険被扶養者（異動）届」の提出と健康保険証の返却をしてください。
（提出期限：異動があった日から5日以内）

扶養しなくなったら取消し手続きを！

被扶養者の認定基準の変更について
被扶養者となれる方は、原則「日本国内に住所がある方のみ」に限定されます!

112

事業所編入

トヨタモビリティパーツ株式会社
事業所名

編入日 ： 令和2年4月1日

被扶養者が

被扶養者に ・仕送りをしなくなった　など

●60歳未満の方
  年収130万以上（月収108,334円以上）
●60歳以上の方または障害年金受給者
  年収180万以上（月収150,000円以上）

本部および34支社あわせて35事業所が当組合に編入。
（これまで他健保組合に加入していた2事業所（長野支社・
新潟支社）も編入されます。）

トヨタ部品千葉共販株式会社
事業所名

竹内 信夫
氏名

こんなとき

令和2年度（令和元年9月30日時点の平均）

360,000円（25等級） ※従前より変更なし

INFORM
AT
I O
N

就職・卒業
引っ越し ～春は異動の季節です～

予算

納付金
103.6億円
43%

保険給付費
123.8億円
51%

私たちの健康づくり

私たちの医療費

保健事業費 8.8億円
4%

その他 5.7億円
2%その他 7.2億円

3%

令和2年度任意継続被保険者の保険料
適用日 ： 令和2年4月1日

組合会議員の交代 交代日 ： 令和2年1月1日　敬称略

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額
と、当組合被保険者全員の前年の9月30日時点の平均標
準報酬月額とのいずれか低い方に保険料率をかけて算出
します。
令和2年度に使用する平均標準報酬月額について、下記
の通りお知らせいたします。

健康づ
くりの事例がわかる

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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全国の
加入事業所を紹介加入事業所を紹介

P.8～11をご覧ください。

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。

ご家族皆で読みましょう
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