
 

※ 申請についてご不明な点は、早目に会社の窓口部署または共済会事務局までお問合せください。

※ ご記入いただいた個人情報は補助金支給以外の目的で使用することはありません。
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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2.6億円増加
29.7億円

前年より1.0億円増加

介護納付金

29.2億円
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健康づ
くりの事例がわかる

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から受診控えによる支出の減少で大幅な黒字
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引き続き厳しい
財政となる見通しです。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抑えられるよう、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対応した介護保険料率の引き上げを行い、0.6億円の黒字となりました。
なお、令和4年度は料率改定を行わない見通しです。

その他の収入
8.0億円

コロナ禍の
受診控えなどにより
前年より
8.2億円減少

新型コロナウイルス
による影響は
月額・賞与とも限定的で
被保険者数が
増加したことで
前年より1.0億円増加

前年より
2.2億円増加

健康づくり事業、他
14.0億円

収入249.2億円 支出230.0億円

収入29.8億円 支出29.2億円
0.6億円の黒字（前年差＋1.4億円）

19.2億円の黒字（前年差＋6.1億円）

みなさまとご家族の
医療費

111.7億円

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
241.2億円

国庫補助金
0.1億円

被保険者＋事業者（会社）

令和２年度決算のお知らせ
健康保険
決算

介護保険
決算

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 https://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.2～3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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健康のきっかけづくり
を皆さんに提供でき
ればと思っています。
楽しみながら健康維

持できるよう
にしていきた
いですね！

健康に対する皆さん
の意識改革を進めた
いと思っています。
検査後のフォローなど
もうまく行いながら、
皆さんの健康を守っ
ていきたいです。

身体も心も、健康を崩す人
が少しでも減るようお手伝
いできればと思います。
しかし、罹患しても安心し
て働ける職場にすることも
重要だと思っています。

皆さんの健康、維持しています！会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ セントラルヘリコプターサービス株式会社

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地1
（県営名古屋空港内）
0568-39-1191
■代表取締役社長／五十嵐 好信
■設立／1967年3月
■従業員数／130名(2021年4月現在)

会 社
概 要

県営名古屋空港を拠点にして、ドクターヘリや消防・防災ヘリコプターの運航をはじ
め、整備、旅客輸送、教育訓練、ヘリポートコンサルティングなどを展開する「セントラル
ヘリコプターサービス」。ヘリコプター事業のスペシャリストたちが、ヘリコプターを
使った専門の技術や技能を活かし、地域そして社会に貢献しています。また、経営層と従業員の壁をなくした風通しの良い環境づくりを推進する
ほか、健康経営優良法人（中小企業部門）の2年連続認定など、働きやすい職場をめざしてさまざまな取り組みを行っています。

健康も経営も、大切なのは
「楽しく持続できる仕組み」づくり

「こんにちは！」「いらっしゃいませ！」セントラルヘリコプターサービ
スの取材に訪問した際、印象的だったのは、すれ違う従業員の皆
さん全員が大きな声で挨拶してくださったこと。明るく元気な企
業、そんなイメージが伝わってきました。「挨拶」と「整理整頓」、こ
の二つを同社では「ベーシックマナー」として全員で遂行してい
ますが、もちろん社長自らもすすんで実行。毎週金曜の午後1時
からは、全員でオフィス内の清掃を行っています。

130名の健康管理を担っているのは、総務部の皆さん。従業員が快適
な活動をするためのあらゆる業務や人事関連の仕事もこなしながら、
健康管理にも注力しています。とくに2019年度からは健康経営優良
法人（中小企業部門）の取得にも挑戦し、さまざまな取り組みを展開し
た結果、2年連続での認定が実現しました。

夏には40度近くにもなることもある
というヘリコプターの格納庫。しか
し、面積が広い庫内へのエアコン設
置は、物理的にもコスト的にも難しい
ものでした。しかし職場環境を改善す
るため、2018年に設置を完了！
設置後も「熱中症暑さ指数計」で毎日
庫内の環境を測定しているほか、夏
期のドリンクやかき氷配布（※）、塩飴
の常置なども行っています。
※コロナ禍では中止、今後再開予定。

社員食堂がない同社では「もっと健
康的な食事をして欲しい！」と、置き型
社食「オフィスおかん」をカフェテリア
内に導入。専用の冷蔵庫内には、惣
菜が何種類も並んでいます。会社の
補助により、1つ100円という手軽な

価格も人気の理由。
ひとり暮らしや、時
間のない子育て
中のママさんから
も大人気だそう！

当組合では、健康経営優良法人の認定を受けた企業に対する
インセンティブ制度を導入。「セントラルヘリコプターサービス」では
この制度を利用し、「オフィスおかん」の会社補助に充てています。

日常の健康づくりの一環として、同
社では毎朝体操を実施（任意）。ま
た、全国で約10万人が参加した「さ
つき・ラン＆ウォーク企業対抗戦」に
参加。距離で競うラン、歩数で競う
ウォークに計13人が参加し、団体戦
ではウォーク部門で愛知県3位に入
賞しました。自由参加でしたが、今後
もこうしたイベントに参加する予定。

同社では、20代の若手社員全員が参加する「若手検討会」を実施し、職場の環境改善を
行っています。検討会で上がった問題点は、代表者が幹部会議でプレゼンテーションし、
そこで認められると予算がつき、改善を実現できるという仕組みです。また、検討会での
話し合いをきっかけに生まれた「朝活」もスタート。だれでも意見が発信しやすく、幹部と
従業員の壁がない環境づくりで、働きやすい職場を実現しています。

課題だった婦人科検診の受診率100％を達成した
同社。次にめざすのは、再検査受診や家族（被扶養
者）の健康診断受診100％。「家族の健康も、従業員
同様に守りたい！」と、現在取り組み中。

月の残業時間や飛行時間が多くなった人に対して、
「疲労ストレス計」で数値を測定。この測定器では、自律
神経のバランスと偏差値によって、客観的な評価が難
しかった「疲労ストレス度」が可視化できるそう！さらに
産業医面談などもプラスして、心の健康を保てるよう
にしています。

代表取締役社長
五十嵐 好信さん

大森 真二さん

川端 凌嘉さん

　私たちの会社は、ヘリコプターを運航したり整備をしたりする職種柄、
失敗が許されません。そうした業務をこなす上でお客さまの安全を守る
ためには、まずは自分たちが健康でいること、それが何より大切だと
思っています。
　私は健康の継続と、会社の継続には似たようなところがあると感じて
いるんです。健康を長く維持するためには、食生活に気遣ったり、適度な
運動をしたりとそれなりの努力が必要ですが、会社の経営も、利益を生
み出し続けるには、新たなことに挑戦し続けることが大切です。でも、
せっかくならどちらも楽しく継続していきたいですからね。その仕組みを
つくっていくのが、私たち経営陣の仕事だと思っています。

　しかし、仕組みをつくるためには従業員の皆さんとの相互のコミュニ
ケーションが必要です。皆さんが何を望んでいるのか、しっかり声を聞き
ながら仕組みづくりをすすめていきたいと常に考えています。就業中に
BGMを流す試みなどは、若手社員の声からスタートしたものです。
　私自身のことで言えば、今、単身赴任生活をしていますが、できるだけ
自炊を心がけ、肉より魚を摂取したり、塩分の取り過ぎに注意したりと自
分なりに気をつけています。赴任前の休日はテニスを楽しんでいました
が、現在それがなかなか難しいので、できるだけ日頃から歩くようにして
います。以前のことですが、ジョブローテーションにより職種が変わったこ
とで、健康診断の結果がいくつかC判定が出るようになってしまいました。
それ以来改善に努めていますが、そこで日々の生活が健康に直結してい
ると実感しましたね。
　皆さんの健康も会社の経営も、昨年よりは今年、今年よりは来年と少し
ずつでもステップアップできる環境づくりをがんばっていきたいと思って
います。

オリジナルの「職場
体操」でケガ防止！

両手で握って測定スタート。
目を閉じ、リラックスした

状態で行います。

尾張地方でよく食されていた「麩」に着目し、長年に渡
る研究の末、1973年に誕生したのがこの餡麩三喜羅。
もちもちしながらもなめらかな口当たりの生麩と、上
品な甘さのこし餡で仕上げた饅頭は、商品名の由来に
もなっている「山帰来」（別名サルトリイバラ）の葉で包
まれており、食感も味わいも香りもたまらない、セント
ラルヘリ担当者様（健保職員も）オススメの一品です。

菓子処 大口屋 「餡麩三喜羅」

メンタルヘルス
のケアや再検
査の補助など、
安心して働け
る環境なのは
いいですね！

エアコン設置前は、
暑くて集中力が落ち
ることもありました
が、今は快適！仕事
もはかどっています！

一人暮らしなので、早出や残業
のとき、白いごはんと
おかずが食べられる
のは嬉しいですね。
助けられています！

保健指導のお陰
で、少しずつ体重
も減りました！健
康への意識も高
まったと思います。

婦人科検診の案内が直
接もらえるなど、健康を維
持するきっかけづくりをた
くさんしてもらっています！

「挨拶」と「整理整頓」を徹底！

こんな取り組みで

社長室は
自分で掃除
しますよ！

[布袋本店] 愛知県江南市布袋町中67
■フリーダイヤル 0120-00-9781（受付時間9時～17時）
■営業時間：8時～18時（定休日1/1）
[その他]ＪＲ名古屋駅中央コンコース内「ギフトキヨスク名古屋」他
[オンラインショップ] https://www.ooguchiya.co.jp/sankira/

地域の
おすすめ品を
ご紹介

社の「ベーシックマナー」
健康経営優良法人認定！

2年連続で

企画管理グループ
中村 裕美さん

企画管理グループ
服部 大さん部長／中野 徳子さん

総務部の皆さん

お客さまへの挨拶は、
明るく、元気に！

コンビニまで出向く必要もなく、
いつでも安価に惣菜が食べら
れると、従業員から大好評の
「オフィスおかん」。

受診率100％無料
健康診断

被扶養者健康診断

婦人科検診

100％めざして取り組み中！

100％めざして
取り組み中！

上限1万円まで
補助再検査

葛谷 隆明さん 久次米 秀雄さん佐野 令奈さん

「けんぽ」では、企業を応援！

本人の
気づきにも
つながる！

社長からの
軽い提案に

従業員の意見をプラスし
このかたちが
実現！

若手検討会で、職場環境をカイゼン！

1時間早く出社し、専門技術や英語の勉強会
を開催。講師役は、その分野が得意な従業員

■エントランスのリニューアル
■オフィスでの就業時間内の
　BGM（オルゴール）導入
■観葉植物やフレグランスの導入

改善
事例

朝活

「若手検討会」
のアイデアで
デザインされた
エントランス

格納庫内の
エアコン設置で
職場環境を
改善

いつでも
ヘルシーな食事を！
「オフィスおかん」

導入

健診の
再検査費用

1万円まで補助で
目標受診率
100％に！

日常の
健康づくりは
朝の体操＋ラン＆
ウォークイベント
への参加で！

疲労ストレス計
を導入し

ストレスを数値で
「見える化」

あんぷ さん き  ら

手 土 産



【薬局到着】 【受付】 【本人確認（顔認証）】

あなたの申込状況は？

「カラダ改善」事業
　健康なカラダを作るためには、若いうちから生活習慣に対する意識を持つことが
重要です。
　令和元年度（2020年2月～2021年1月）に30代の有志8名で行った「生活習慣改
善プログラム2020」では全員で約30kgの減量という大成功を収めました。
　今年度は、令和2年度に健診を受けられた35～39歳の被保険者の方へ「メタボ確率
通知」と当組合オリジナルのマンガ冊子（なりたい自分に！カラダ改善）を配布しました。
　また「メタボ確率」が一定以上の方（希望者）には、10月より2ヵ月間の"カラダ改善コ
ンテスト"に参加いただく予定です。お近くで参加されている方がいらっしゃいました
ら、応援お願いします！
　40歳以上の方も手遅れではありません。スポーツクラブ（オンライン会員あり）やオン
ライン禁煙プログラム（P.7）、保健指導など、当組合の事業を有効に活用してください。
　マンガ冊子は当組合ホームページにも載せています。
　この機会に、運動や食事を見直すきっかけにしてください。

マイナンバーカードをお持ちですか？

●顔認証（数字4桁の暗証番号入力でも可）で受付を自動化
　大病院など、再来受付機で受付後、保険証の提示に対人受付に行くなどの手間を省略

●初めての病院でも（旅行先や災害時でも）特定健診情報や
　過去のお薬情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられる

●手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要
　「限度額適用認定証」の発行手続き、病院窓口への提示が不要

●マイナポータルからｅ-ＴＡＸに連携し、確定申告の医療費控除が簡単に

マイナ受付体験レポート♪

どんないいことがあるの？

薬局の方に聞きました！

いざ受診！

受付で処方箋とお薬手帳を
渡したら、受付機に

マイナンバーカードを置き
「顔で」確認を選択

あっという間に
本人確認終了！
薬の説明を受け、
会計をして受診終了

日本調剤株式会社
鷹野様

申込できていた

申込できて
いなかった

マイナ受付を利用できる医療機関はこちら

※マイナ受付を利用できる医療機関・薬局は順次増えていきます。

マイナンバー総合フリーダイヤル

・・・・・・・・・・・受付時間（年末年始を除く）・・・・・・・・・・・
【平日】9：30～20：00 【土日祝】9：30～17：30

0120-95-0178

マスクをしたまま
顔認証開始…

日本調剤さん独自のポスターが
貼ってありました。

10月より、マイナンバーカードが病院や薬局で健康保険証として本格的に
利用できるようになります（マイナ受付）。
利用できる病院・薬局は右のステッカーやポスターが目印です。
取材日時点ではプレ運用という形でしたが、薬局でいち早くから実施して
いる「日本調剤 中川薬局」さんにお邪魔し体験してきました。

簡単!

　マイナ受付をすることにより、医療機関・薬局での3年分の薬

剤情報を閲覧できます。お薬手帳を忘れても今までの薬の投薬

状況が分かるため、重複や飲み合わせのチェックが確実となり、

より安全に患者様へお薬をお渡しできるようになります。

　また、薬局へお越しになる前にマイナンバーカードでの健康

保険証の利用申込がお済みでない場合は、薬局で申込のお手伝

いもできます。お気軽にお声がけください。

日本調剤
中川薬局さん

持っている 持っていない

した
（申込したかわからない）

していない 

マイナンバーカードを

申込完了

マイナンバーカード
取得

健康保険証利用の申込を まずは
マイナンバーカードを
申請しましょう！

マイナ
ポータルで
確認

マイナ
ポータル
から申込

マイナンバーカードについて
ご不明な点は

チェック
 してみよう！

マイナンバーカード 対応医療機関

35～39歳の
被保険者対象

ポスター

ステッカー

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
マ    イ   ナン  バー
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　当組合では、ご家族向けの健診として、「人間ドック」「すこやか健診」「地域巡回健診」「特定健診」の4種類
ご用意しております。2021年4月～2022年3月の間にいずれか1つ、健保の補助を受けてご受診いただけます。
年度末は、予約がとれないこともございますので、まだ受診されてない方は、ぜひお早めにご受診ください。

■お申し込み方法は、受診される健診によって変わりますので、ご注意ください。

❶医療機関に電話して予約をおとりください。
❷「人間ドック・すこやか健診受診申込書」に
ご記入いただき、健診当日、医療機関の窓
口でご提出ください。

「地域巡回健診(女
性対象)申込書」に
ご記入いただき、返
信用封筒に入れて、
投函してください。

「全豊田地域巡回健診
申込書」(申込はがき)に
ご記入いただき、投函
してください。

「特定健診受診券交付申
請書」にご記入いただき、
当組合へFAXまたは郵送
してください。受診券がお
手元に届きましたら、医療
機関に電話して予約をお
とりください。

人間ドック

35歳以上 40歳以上

約40,000円 約22,000円 約18,000円 約8,000円

３時間 2時間 1時間30分 30分

ー

契約医療機関 公共施設など 市町村の指定する医療機関など

50歳以上：20,000円
50歳未満：26,000円 8,000円 2,000円 無料

すこやか健診 地域巡回健診 ( 女性対象 ) 特定健診

健診費用（ご参考）

お財布に優しい度

健診時間（目安）

受診場所

対象年齢

自己負担額

申込方法

こんな方に
おススメ！

3～4月に
ご自宅にお届けした
「2021年度健診
補助制度のご案内」を
ご覧いただき

受診される医療機関を
お選びください。

※検査項目の詳細は、案内文書や当組合ホームページでご確認ください。
※「人間ドック・すこやか健診受診申込書」がお手元にない場合、当組合ホームページからダウンロードしてご利用ください。

基本検査充実度

オプション検査充実度

今年度の健診はもう受けられましたか？被扶養者
の方へ

お値打ちに
受けたい！

東海三県 東海三県以外

 施設で受けたい。
でも今年は
人間ドックは
いいかなぁ…

自己負担なしで
必要最小限の項目を
短時間で受けたい！

家の近くに
契約医療機関はないけど、
巡回健診の会場は

 あるね！

テレビ電話で医師と面談し、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。昨年はプログラムを完了した１００名
の方のうち９３名が禁煙に成功しました！！ぜひ、この機会に禁煙に取り組みましょう！

http://bit.ly/2JPvQNw

来年度の事業計画は未定です。
健保で費用補助を受けられるのは
今年が最後のチャンスかも？
募集人数にも制限があります。
思い立ったらすぐ禁煙！
今すぐお申込みください。

（令和２年度に禁煙できなかった
方の再エントリーも可能です）

株式会社トラフィックシステムズ 脱退日：2021年6月19日

事業所脱退

収入53.9百万円 支出79.5百万円

令和2年度  決算 インフルエンザ予防接種の補助

29.6百万円

53.8百万円
受取利息
0.1百万円

事務局経費等
4.0百万円

※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。

令和3年10月1日頃～令和4年1月31日

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

45.9百万円

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。

禁煙支援プログラム費用補助

当組合からのお知らせ

T･G特別医療共済会からのお知らせ

12月31日まで申込期限

募集人数

参加費用

2021年9月30日まで

先着100名
15,000円（税抜）自己負担 55,000円

延長

25.6百万円の赤字

禁煙成功率
 93％! 

株式会社
トヨタエンタプライズ
小沢 敦さん

【喫煙歴】15年
【禁煙歴】3ヵ月
【1日の喫煙本数】20本
【使用した薬】チャンピックス（飲み薬）

参加者コメント

差額ベッド料
先進医療
移送費
補助事業

みなさまから
納めていただく

会費

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21年4月2日～令和3年7月31日生）

中学生～74歳までの被保険者・被扶養者
（昭和21年10月2日～平成21年4月1日生）

補助対象接種期間

令和4年2月14日申請書提出期限

申請方法

せっかくだから、
  体のすみずみまで、
 しっかり検査して
 もらいたい！

病院まで行く必要がない、
自分の予定に合わせて少しの空き時間
で診察が可能だったというのが
オンライン禁煙の良かった点です。
飲み薬の効果がどれくらいなのか
疑問でしたが、飲んだ初日から
喫煙を我慢しているという意識が
なくなるくらい楽でした。

禁煙をはじめたい方は一度やって
みたら良いと思います。

集中力が増し
た

 気がします！
集中力が増し

た

 気がします！

オンライン

申込はコチラから

トヨタカローラ宮城
株式会社
玉槻 力さん

【喫煙歴】21年
【禁煙歴】1ヵ月
【1日の喫煙本数】20本
【使用した薬】チャンピックス（飲み薬）

タバコ代
（1ヵ月約17,000円

）の

  出費が無くなりま
した！

タバコ代
（1ヵ月約17,000円

）の

  出費が無くなりま
した！

オンライン

申請書は
裏表紙にて
ご案内

自宅でスマホを使用しての
予約受診でしたので、通院の必要が
無かったのがとても便利でした。
最初は半信半疑でしたが、自分でも
驚くくらい自然に禁煙ができました。
オンライン診察も禁煙までの流れを
丁寧に先生が説明してくださったので、

不安はありませんでした。
いつか禁煙しようと思っている方はぜひ！！

　本当にストレスなく、
　自然に禁煙できます！！

「健向人ポータル
サイト」にアクセス！

または
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