
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0.6億円増加
27.1億円 前年より1.9億円増加

介護納付金

28.2億円

1

健康づ
くりの事例がわかる

令和元年度は、1人当たり賞与額の増加などによる健康保険料収入の増により4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。

介護納付金の増加により、0.8億円の赤字と
なり、積立金を取り崩して対応しました。
介護納付金が毎年増加しており、令和2年度
に料率を改定（1.60%→1.74%）しましたが、
今後も料率改定は避けられない見通しです。

その他の収入
9.1億円

１人当たり
医療費の増加により
前年より
3.2億円増加

保険料率は前年度と同率
1人当たり賞与額の
増加などにより
前年より3.2億円増加

前年より
2.2億円減少

健康づくり事業、他
14.2億円

収入249.3億円 支出236.2億円
13.1億円の黒字（前年差＋2.8億円）

収入27.4億円 支出28.2億円
0.8億円の赤字（前年差▲1.3億円）

みなさまとご家族の
医療費

119.9億円

高齢者の
医療制度を支える
納付金等

102.1億円

みなさまと会社から
納めていただく
健康保険料
240.2億円

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

令和元年度決算のお知らせ

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.2～5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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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ ネッツトヨタ仙台株式会社

宮城県仙台市宮城野区日の出町2-2-43
022-237-0010
■代表取締役社長／三浦　勇治　■設立／1962年2月
■従業員数／587名（2019年8月現在）

会 社
概 要

宮城県仙台市に本社を構え、県内で20の販売店舗を展開する「ネッツトヨタ仙台株式会社」。
600名あまりの従業員が活躍する同社が掲げる目標は「まちいちばんの企業」。従業員の幸
福と、社会公共の福祉に貢献することを経営理念の根幹とし、顧客、そして地域から愛される
企業をめざしています。また「頑張ったものが報われる会社」を全社員で実現するための活動
も、多角的に推進しています。

めざすのは「まちいちばんの企業」。
使命達成の原動力は、何より「健康」

全社で休日を106日から116日
に増加。また、サービス工場内も
一年を通して働きやすい環境に
するため、暑さ・寒さ対策に注力
しています。

障害を乗り越え働いている丹野さん

三浦ネッツトヨタ仙台がめざしているのは、「まちいちばんの企業」をめ
ざして、お客さまと従業員のどちらの気持ちもしっかりくみとった、
CS（顧客満足度）、ES（従業員満足度）の高い組織にすること。その
ワンステップとして、ホワイト500の認定などの健康経営があると
思っています。

守川そうですね。ESの面では、できるだけ皆さんの声を吸い上げられる
ようにしているつもりですが、健康づくりや職場の環境面などで
は、これまでの活動が少しずつかたちになってきているように思い
ます。弊社会長自らも常に言われていますが、「健康は使命達成の
原動力」ですね。

三浦 健康づくりは本当に大切ですね。私はトヨタ自動車に在籍時代、駅
伝に参加していた経験があり、そのころできた走る習慣が現在の
健康づくりに役立っているんです。身体を動かす習慣づくりは大切
だと、いま、実感していますね。社内で展開している「健康増進カー
ド」では、私は休肝日の設定を宣言しました。これまでは毎日飲んで
いましたが、今は週2回休肝日を設けています。なかなかの苦行で
すが（笑）、飲む量自体も5割ほど減り、メリハリのある生活ができ
るようになりました。

守川すごいですね。「健康増進カード」では、週2回の運動を宣言したの
ですが、コロナ感染拡大の影響でスポーツジムに行けなくなり少
し停滞中です。またやり出さないといけないですね（笑）。

三浦 弊社では定年後も70歳まで働ける制度を運用しており、60歳以
上の方も本人の意欲、体力、事情、スキルに応じて活躍しています。
また万が一大きな病気になっても本人が働きたいという意思が
あれば職場復帰や転属などで働き続けられるようにしています。
若年性認知症を発症しながらも勤務している丹野さんもその社員
の一人です。本人の健康づくりは大切ですが、社員が安心して働
ける環境づくりは会社がすべきことと考えています。

守川 経営理念（注）にもあるように、「従業員の幸福のための企業づく
り」という原点は大切にしていきたいですね。

三浦 従業員の皆さんは、丹野さんの事例などを聞き安心した部分も多
いようですね。この会社なら「がんばってしっかり働くことで、守っ
てもらえる」と。その人のスキルや経験を組み合わせれば、活躍で
きる場所は一つではないはず。また、病気には職場の仲間の理解
も重要ですね。

守川 働きやすさは、企業の競争力向上にもつながっていくと思います。
これからも「笑顔と思いやりとチームワーク」この3つを大切にし
て、元気な地域社会づくりに貢献できる企業でありたいですね。

発症前はトップセールスマンだった丹野さん。
営業の一線から本社の事務部門へ転属
し、総務・庶務・採用の仕事もこなす。
「できないこと」もあるけど「やれること
もまだまだある」という本人の意思を
会社が生かしている。

ネッツトヨタ仙台株式会社は、「2020健康経営優良法人ホワイト500」の
認定を受けるなど、積極的な健康経営を展開しています。今回はその陣
頭指揮を執る社長の三浦さんと、専務の守川さんにお話を伺いました。

専務取締役  守川 雷太さん 代表取締役社長  三浦 勇治さん

【著書】
笑顔で生きる 認知症とともに（文藝春秋）
【おれんじドア】
https://miyagininntishou.
jimdofree.com

丹野さんは、著書の出版や講演活動な
ども行うほか、認知症をともに考える会
「おれんじドア」代表も務めています。

日の出店のエンジニアの皆さん

工場内に施工されている「防風防寒カーテン」は
同社社員が開発し、特許まで取得したオリジナル！

▲

健康、働きやすさ、みんなで進めています！

素早い行動力で「ホワイト500」に認定！

健康増進のサポートを目的に、全従業員に配
られたのが「健康増進カード」。自己目標を設
定してカードに記入し、上司が月ごとに評価。
さらに半年ごとに総合評価を行い、高得点者
はシルバー、ゴールドの各カードに昇格できる
仕組みです。

1チーム5名で、合計歩数（距離）を競い
合うイベントを3カ月間で実施。目標距離
を仙台～鹿児島の往復2,399kmとし、
各チームで競いました。参加賞として万
歩計を配布。入賞賞品にはスマートウォッ
チや健康食品セットが用意されました。
今年は、個人戦で開催されています。

子育て支援や女性活躍などを推進する、
働き方改革も積極的に展開。将来は「える
ぼし（女性の活躍推進）」、「くるみん（子育て
サポート推進）」の認定企業をめざします。

テレビ電話で医師と
面談した上で禁煙補
助薬を使い、禁煙に
結びつけるプログラ
ムです。（詳しくは7
ページをご覧ください）

とくに2次検診のフォローを徹底。これまでできていなかった、2次
検診の把握などの改善に努めました。また、健康診断（人間ドック）
でオールＡだった健康優良者を全社員大会で表彰！

●禁煙
●運動習慣
●歯科検診
●休肝日の設定

総務・人財開発グループ　佐藤 優子さん
佐藤さんは、ウォーキングラリー実施スタッフとしても活躍。

ＩＣ泉店
フロアスタッフ
櫻井 夢さん

気仙沼店
営業スタッフ
小山 竜斗さん

日の出板金
エンジニアスタッフ
相崎 光太さん

全社員大会では健康優良者として、
菊地秀徳さん、澤野井友香さん、千葉孝二さん、
鈴木智香さんが表彰されました。

3人を子育て中の佐藤さん。その経験を活かして推進チーム
で活躍しています。

働きやすさは
もちろん、女性が
キャリアアップできる
職場をめざします！

すがとよ酒店は1919年から100年続く歴
史ある酒店です。東日本大震災で被災し、
二代目、三代目を失った後、残された家族
で懸命に再建を果たされました。地域とと
もに歴史を紡ぎ続けるすがとよ酒店で良
質な米と綺麗な水で醸された宮城の名酒
「水鳥紀」をぜひお買い求めください。

■宮城県気仙沼市新浜町2丁目3-6　■TEL：0226-24-1111

すがとよ酒店「水鳥紀」手 土 産

地域の
おすすめ品を
ご紹介

健康増進カード

働きやすい環境づくり
（休日増加／工場内環境の整備）

禁煙支援プログラム

健康状態チェック

女性の働き方改革を推進！

みんなでウォーキングラリー駅伝

働き方変革グループ しあわせ推進チーム　佐藤 麻友子さん

30代女性

働きやすい環境で、
やる気倍増です!!

費用補助のある
禁煙支援プログラムが
あると知り、挑戦しました。
お陰で2カ月の禁煙に成功、
現在も実行中です。

良いきっかけになりました！

●定期健康診断の受診率
　100％
●2次診断の受診勧奨と、
　受診結果の把握
●女性向け健康セミナーの
　開催
●健康診断オールAの
　健康優良者表彰　 など半年間で

87名が
シルバーカードに

昇格！

重点項目！

働きやすい
環境づくり、

それが皆さんの健康に
つながっていけばと
思っています。

健康経営は
試行錯誤の連続ですが、
全員が参加できることが

ポイントです。

2年目に入り、全員の取り組む意識が向上しています！

総務・人財開発グループ
部長
秋本 実さん

　笑顔でイキイキと活躍できる企業に---。そんな思いを込めて2019年に健康宣言を行い、見
事「2020健康経営優良法人ホワイト500」に認定されたネッツトヨタ仙台。以前から健康増進
活動は行っていましたが、ホワイト500認定に向けた活動をきっかけに、さまざまな社内参加
型イベントなどを展開。そこに多くの従業員が参加し、健康生活の習慣化が推進されました。
　健康増進活動を担っているのは、総務・人財開発グループの皆さん。健康に関するデータで
デジタル化されていない部分もあり、それが今後の課題だといいますが、まず「行動」すること
で、いち早い健康経営に結びついたようです。 健康経営担当 主幹

佐藤 忠さん

まず
やってみよう！

1歩でも多く歩こうという
習慣ができました。
イベントが終わっても、
毎朝歩かないと

気が済まなくなったほどです！

体力、気力、スキルがあれば疾病や、年齢も関係ない！

▲全工場に断熱シートや防風防寒カーテンを採用。
日の出店テクノショップなど5つのテクノショップ
にはエアコンを導入。エアコンは他工場にも順次
導入予定です。また、全工場にエンジニア専用の
冷蔵庫が設置されて
　います。

元気に
働いています！

（注）「経営理念」…企業は利潤の追求を目的とするものではない。企業に従事する従業員の幸福と社会公共の福祉に貢献することを以って目的とする。
　　　　　　　  利潤の追求はこの目的を果たすための手段である。

当時、39歳の症例は東北では1人もなかったん
です。でも小さな子どももいて、親としての責任を
果たしたいと思っていました。会社にも解雇され
ると覚悟しましたが、社長から『総務部でも働ける
でしょ？』と言われ、感動して涙が出ました。いま
の仕事は、仕事の手順ノートをつくったり、細かく
メモを取るなどの工夫をしながらこなしています。
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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ 株式会社トヨタエンタプライズ

愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10
052-551-8900
■代表取締役社長／高瀬　由紀夫　■設立／1952年10月
■従業員数／4,240名（2020年3月現在）

会 社
概 要

株式会社トヨタエンタプライズは、1952年の設立以来、企業のアウトソーシング化が推進される
とともにその業務を拡大。現在は提案型総合サービスを提供する企業として活躍しています。
提供するサービスのラインナップは幅広く、ビルメンテナンスからホテル・保養所、レストラン・
社員食堂などの管理・運営、セキュリティー、造園、人材派遣などと多種多様。トヨタ関連施設を
はじめ、公共施設や一般の施設などさまざまな場所で、同社のサービスは展開されています。

「健康」は「幸せのもと」。個人の健康意識喚起を高める
メッセージを、もっと送りたい！

代表取締役社長
高瀬 由紀夫さん

「ICHIGAN活動」で、
気持ちを一つに！

イ チ ガ ン

出勤前・帰宅後の検温のほか、
在宅勤務や時差出勤などさま
ざまな対策をとりました。また、
従業員への展開にはイントラ
ネットを有効に活用しました。

3月にウォーキングイベントを開催。イベ
ントには2,150名が参加。1日の目標歩
数を6,000歩に設定し、216名が全て
の日で6,000歩以上を達成しました！

毎年12月に開催される駅伝大会への
出場者を全従業員から募集。2019年も
3チームが参加し、多くの従業員が
応援に訪れました。

トヨタグループの贈答・手土産と
して好評のトヨタエンタプライズ
オリジナル商品。東京駅で最高売上
を記録したお土産ブランド企画会社
と共同開発し、独自のレシピで仕上げ
ています。トヨタ博物館やトヨタ産業技術記念館な
ど、トヨタ関連施設のショップで販売中。9・18・32
枚入りの3種類を展開しています（800円～)。

■愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10
　（株）トヨタエンタプライズ物販事業グループ
■TEL：052-563-2084

クルマニア メープルクッキー
手 土 産

地域の
おすすめ品を
ご紹介

　健康の話になると思い出すことが2つあります。まずはじめに思い出す
のが、今から25年ほど前のアメリカ赴任時代の出来事です。ある日の夜
中、妻が突然苦しみ出し、入院し、手術をすることになったんです。まだ子
どもが小さかったため、大変でしたね。仕事も休まなくてはならず、家族
の中でだれか一人が病気になっても大変だということを痛感しました。
大事に至らず病気は完治しましたが、自分だけでなく、家族みんなの健
康が大切ですね。
　もう一つ、大先輩にゴルフのために毎日2時間歩く、という方がいらっ
しゃったんです。私もそれに触発されて積極的に歩くようになりました。
自分は怠け者ですからね、「健康を目的にした健康法」を続けるのが難し
いんですよ（笑）。でも「目的をもった健康維持」なら長く続きます。私もゴ
ルフが好きなので、大先輩のように元気に長くゴルフが続けられるよう
にと、毎日がんばって歩いています。
　先日、ちょうど社内でウォーキングイベントを実施しましたが、その目標
が1日6,000歩以上でした。私は平日なら昼休みに、名古屋駅の地下街を
ぐるっと回っています。昼休みだけで7,000歩くらいかな。多い日は1万歩
以上歩きますから、週で平均すると1日9,000歩くらいは歩いていますよ。

　このイベントでは従業員の皆さんに、健康のために運動を始める機会
ができ、さらに健康意識が高まったのがよかったですね。
　弊社では、もともと安全衛生には力を入れていましたが、現在はとくに
健康に注力しています。その成果として「2020健康経営優良法人」の認
定のほかに、昨年は労働災害の発生もここ10年で最少となりました。
　従業員もお客さまも幸せになる、ということが私たちの目的ですが、幸
せの基軸はやはり「健康」だと思っています。社内での健康活動も行って
いますが、健康のためには自助努力が重要。今後は、健康への意識喚起
をさらに強められるメッセージを、もっと皆さんに送っていきたいですね。

株式会社トヨタエンタプライズは、従業員の約9
割の職場が得意先にあるという環境にあります。
得意先は全国に散らばっている上、職種や働き方
も多種多様。そのような環境下にありながらも、同
社は従業員の健康や安全管理を経営課題として
戦略的に展開し、「2020健康経営優良法人」にも
認定されました。こうした活動の中心になっている
のが、人事総務部の健康経営エキスパートアドバ
イザーを含む健康推進メンバーの皆さんです。

各地で多種多様な働き方をする全
従業員の気持ちを一つにしたい！
と、同社が5年前にスタートしたの
が「ICHIGAN活動」です。地区で
推進委員を選定し、目標を定めて
活動しているほか、昨年は全社で
ボウリング大会とエコキャップ回
収運動を展開しました。今後は、コ
ロナ感染拡大対策も視野に入れ
た活動を予定しています。

2019年は「健康宣言活動」を実施。
これは自分の健康目標(＝健康宣言)を
決め、3ヶ月ごとに達成状況を確認し、
ブラッシュアップすることにより健康維
持につなげようとする活動です。1月～
3月、4月～6月、7月～11月と参加促進
のキャンペーンを実施、2～10名のチー
ムを組み回を重ねるごとに参加者は増
加し、約70％の従業員が参加しました。
7月からのキャンペーンは＜健康チャレ
ンジ8＞という8つの指標を掲げ、その
中から一つでも多く達成出来るよう健
康宣言をしてもらいました。現在は、目
標達成の割合を健康経営の指標として
活かし、活動継続中です。

従業員の雇用形態もさまざ
まな同社では、4,200名以
上在籍する従業員の健康
診断を手配するのは大変な
作業。それでも100％の受
診と、要受診者・再検査者
へのフォローを徹底したい
と、スタッフの皆さんは日々
努力しています。

同社では4つのエリアに専任の保健師・看護師が在籍し、皆さんの
健康を管理。とくに多残業者や高年齢者などの体調管理を徹底。
一人ひとりに合わせたアドバイスを行っています。

奥、左から：住江さん、筒井部長、望月室長、
手前左から：市野さん、三浦さん、松原さん

左から：内浦さん、八木さん、
小林グループ長

左から：柘植グループ長、
穂岐山さん、鬼塚さん、西村さん

全国に散らばる従業員の健康、私たちが守ります！

本社エントランスには
全従業員の顔写真で
デザインされた社章が
飾られています。

三ケ日事業所／原さん

豊田技術事業部／健康隊の皆さん

職場内で健康への
関心が高まりました。
全員が目標を達成。

抽選で賞品も頂きました！

皆さんの
健康ナビとして、
お役に立ちたいと
思っています。

自立した
健康維持ができるよう、
個人にあったアドバイスを
心がけています。

身近に
感じてもらえる存在で、

皆さんを
サポートしたいです！

「走る爽快感」と
「仲間との連帯感」が
とても心地よかったです！

今後も
運動を習慣化し、
継続していきます！

名古屋

保健師／蓮井さん看護師／伊藤さん

豊田警備部
福田さん

宇野さん 奥野さん

保健師／佐藤さん 保健師／永田さん

笑顔と
プラスの表現で、
楽しい健康づくりの
お手伝いができれば！！！

豊田

東京富士

禁煙に成功！

チームで
挑戦!

豊 田

名古屋

東 京

「ＩＣＨＩＧＡＮ活動」で

“皆が集まる”ことを由
来に

命名されたキャラクタ
ー

「あつ丸」。
デザインも名前も

従業員によって考えら
れた

オリジナルです。

15% 35% 70%

I C H I G A N で に！健 康
重ねるごとに、
参加者増加！

健康宣言〈チャレンジ8〉
健康診断は

100％受診をめざして！

保健師・看護師面談で、個別に体調管理・健康相談

目標は1日6,000歩！
2020年ウォーキングイベント

チームトヨタエンタプライズで
駅伝大会に参加！

withコロナ健康宣言

この6名で
奮闘中！

全国の仲間が
元気に働けるよう、
がんばって
います。

にも認定
されました！

2020
健康経営
優良法人

安心して長く働けるよう法定を超えた社内制度で
心身の健康、多様な働き方をサポート

従業員の9割の
職場は得意先！

毎日平均
9,000歩は歩きます！
でも、走らない、

エスカレーターも使う（笑）。
がんばり過ぎや無理はしない！
続けることが大切です。

名古屋／三浦さん

豊田／鬼塚さん

名古屋／
市野さん

東京／
内浦さん

豊田／
穂岐山さん

東京／
八木さん

豊田技術事業部
鈴木さん

富士総合事業所
谷口さん

アテンダント事業部

健康宣言がきっかけで
禁煙に挑戦できました。

体調も改善、集中力もアップ！

仲間との
コミュニケーションは
「心の健康」にも
つながっています！

グループの一体感や
健康づくりの大切さを考える
きっかけになりました！

自分自身や
職場の仲間の体調管理を
心がけるようになりました。

ボウリング大会に参加して

★8つの指標★
❶適正体重…BMl
　　　　　　25未満
❷朝食…毎日
　　　　食べている
❸飲酒…飲まないか、
　　　　1日1合まで
❹間食…夕食後寝る
　　　　までの間食は
　　　　週2日以下
❺運動…1日30分の
　　　　運動、
　　　　週1日以上
❻禁煙…禁煙している
❼睡眠…熟睡している
❽ストレス…多くない

コロナ感染拡大で、さまざまな
「前提条件」が変わりました。そん
な中でも、全従業員が自覚と思い
やりを持って、健康維持できる環
境づくりをしていきたいです！

職場の仲間全員が元気で働くため
にがんばっています！最新の健康情
報提供や、健康診断の補助、要受
診者・再検査者へのフォローなど、
さまざまな工夫をこらしています。

今年度も健康診断受診率100％を目指し
て、皆さんをフォロー中です！お困りごとや
職場の悩みなどの相談も、気軽にしてもら
える存在でありたいと考えています。

介護・育児で離職した場合や、配偶者の転勤に伴う転居でも、
退職時と同条件で再入社の機会を提供する制度

●介護・育児短時間勤務中のフレックス(コアタイムなし)
●家族介護休暇・家族看護休暇(有給率100％)
●介護休業(何度でも分割取得可)

病気やケガなどの万一の際に、収入の一部を保証する制度

ＲｅＴＥＰ Ｐａｓｓ

両立支援

GLTD

など



氏名

株式会社トヨタ東京教育センター
森田 雅樹さん（45歳）
【喫煙歴】24年
【禁煙歴】なし
【1日の喫煙本数】20本
【飲み薬】チャンピックス

30代被保険者の有志8名による生活習慣改善プログラムの中間ミーティングを開催しました。    
キックオフミーティングの開催から4ヵ月が経過し、参加メンバーそれぞれがオンライン特定保健指導やFitbitを活用しな
がら、生活習慣の改善を試みてダイエット・禁煙などに取り組んでいます。
新型コロナウイルスによる自粛などで思うように外へ出られず、運動の機会が減り苦戦を強いられましたがダイエットな
どで成果を出したメンバーもいます。今回上手くいかなかったメンバーも、今回の反省をもとに目標を再設定し、次回の
最終ミーティングまでに成果がだせるよう頑張ります！

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しています。たくさんの組合
員が禁煙中です。この機会に禁煙に取り組みましょう！

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）

iOS 10.0.0以上対応 Android 5.0以上対応

アプリは 下記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。

ユーザー登録の際に必要な健保認識番号　  623089

生活習慣改善プログラム2020

今回は（株）トヨタシステムズのお二人

部位ごとの脂肪・筋肉
量など、体の体組成
が細かく測定できます。

最新のジムでVRサイクルプログラム
「THE TRIP」を体験

ランニングマシン、
筋トレ用マシンに加えて
ストレッチ用のマシンも
あり設備は充実◎

（インスタネーム：まゆまゆ） （インスタネーム：メリハリダディ）

株式会社トヨタエンタプライズアシスト 令和2年4月1日

　富士湘南トヨタホーム株式会社(静岡県沼津市)
→トヨタホームふじ株式会社(　　〃　　)

　株式会社ユタカ産業アメニティーサービス(東京都豊島区)
→ＴＭプロサービス株式会社(東京都港区)

令和2年4月1日

令和2年6月1日

静岡トヨタ物流サービス株式会社 令和2年4月1日

ティーシーサービス株式会社 令和2年6月1日

東京トヨタカーライフサービス株式会社 令和2年6月1日

株式会社センチュリーサービス 令和2年6月1日

事業所名 氏名
トヨタモビリティパーツ株式会社北海道統括支社
トヨタモビリティパーツ株式会社宮城支社
トヨタモビリティパーツ株式会社埼玉支社
トヨタモビリティサービス株式会社
静岡トヨタ自動車株式会社
トヨタモビリティパーツ株式会社石川支社
トヨタモビリティパーツ株式会社愛知支社

岡田 宏孝
茂木 孝志
安達 知
菅谷 浩己
森内 晃人
宮下 克史
市橋 義雄

事業所名 氏名
トヨタモビリティパーツ株式会社営業本部
トヨフジ海運株式会社
株式会社トヨタシステムズ
トヨタモビリティパーツ株式会社兵庫支社
トヨタモビリティパーツ株式会社京都支社
大阪トヨタＬＯＧＩ＆Ｂ－ＴＥＣ株式会社

加藤 正之
恩田 明郎
大仲 啓介
関 和幸
末廣 隆久
湯浅 勝久

中間
ミーティング報告

インスタのフォロー
ありがとうございます！

ネームタグ

QRコード
４ヵ月時点で
−11kg達成！

※（株）ルネサンスは当組合と法人契約
　していますので、組合員の方は一般
　よりもお安い価格でご利用できます。
　詳しくは健保組合ホームページへ。

Inbody測定

プログラム体験

ジム体験

今回の中間ミーティングは、
名古屋のコクールルネサンスで

行いました！
名古屋駅直結の都市型
フィットネスクラブです☆

マスク
着用！

キツいけど
 楽しい！！

禁煙支援プログラム費用補助

事業所編入 事業所脱退

事業所名称・所在地変更

組合会議員の交代 敬称略

札幌トヨペット株式会社
中村 宏央さん（44歳）
【喫煙歴】24年
【禁煙歴】過去2回（失敗）
【1日の喫煙本数】20～30本
【飲み薬】チャンピックス

病院は初診は興味本位でいって
も通院は続かなそう、その点オ
ンラインは便利でした。チャン
ピックスの副作用で気持ち悪
かったり、悪夢を見ることもあり
苦労しました。タバコに費やして
いた金額をざっと計算して400
万円→タバコ吸ったつもり貯金
を始め、これで美味しいものを食
べるのがモチベーションになっ
ています。

全く無理なく禁煙
が続きました。（最初の1週間は
飲み薬を飲みながら喫煙しても
よいが半分くらい残すほどタバ
コがおいしく感じなかった。）禁
煙外来の存在は知っていたが通
院がなく面倒でないことが良
かったです。タバコを吸わなくな
ると嗅覚が鋭くなったり、朝起き
た時にでていた咳がすっかりな
くなりました。

募集期間延長10月30日まで

食事はカロリーや
PFCバランスを意識し、

運動量はジムに通うなどで増やしました。
ウェアラブル(Fitbit)とそのアプリで

運動量を見える化し、
動いたら食べていいことが分かりました。

食べたいものを食べるために
他を削ればいいと思えたし、

運動する気にもさせてくれました。
今後の目標は筋量増加で、

体重はむしろ
増加予定です！

生活習慣を改善し、
体づくりに
取り組み中！

お申込み

やはり健康に害のあるものだと
再認識しました。

興味がある方はすぐにでも
挑戦してください！

　  タバコはやめるべき！
同僚など仲間メンバーを

巻き込んでやると
楽しく取り組めますよ！

当組合からのお知らせ

川道さん 高綱さん

収入53.0百万円 支出82.5百万円
29.5百万円の赤字

差額ベッド料
先進医療
移送費
補助事業

34.7百万円

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
4.3百万円

※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。

補助対象接種期間 令和2年10月1日頃～令和3年1月31日

申請書提出期限 令和3年2月19日会社の窓口部署

申請方法

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

43.5百万円

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。

＜ インフルエンザ予防接種の補助 >＜ 令和元年度  決算 >
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

生後6ヵ月～小学生の被扶養者
（平成20年4月2日～令和2年7月31日生）

中学生～74歳までの被保険者・被扶養者
（昭和20年10月2日～平成20年4月1日生）

T･G特別医療共済会からのお知らせ

申請書は裏表紙にてご案内

寝る前の食事をやめ、
炭水化物（ごはん）ばかりを
食べないようにしました。

オンライン特定保健指導では
的確なアドバイスを貰えて、その通りに
実行したら上手く減量できました！

体が軽くなり、むくみも軽減し
体調の変化を感じています。

今後はさらに適度な運動を取り入れ、
毎日8000歩を目標に歩くように

していきたいです。　

リモート
参加 参加メンバーはまだまだ頑張りますので、

更なる応援よろしくお願いいたします！

参加者コメント

6 7
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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.toyotarkenpo.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.2～5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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