
 

※ 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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組合員のみなさまにおかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃より
当健康保険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。

昨年は、年初よりコロナウイルス感染拡大が続き、一部では医療崩壊も起きるという大変厳しい
年となりました。一方、その対策として、コロナワクチン接種が進み、秋以降一旦終息の気配を見
せ、経済活動や日常生活も感染防止に努める中、少しずつ落ち着きを取り戻しつつあります（新た
なオミクロン変異ウイルスの動向が気になるところですが）。

そうした中、東京オリンピック・パラリンピックは無観客という前代未聞の対応にて開催され、我々
に感動を与えてくれました。この先、ずっと記憶に留まる大会となると思います。また、働き方もリ
モートワークなど『コロナ禍でのニューノーマル対応』が進展して、心身の健康維持も新たな課題と
なりました。本年は、少しでも穏やかな日々が訪れますよう、祈るばかりです。

さて、当組合の取り組み状況ですが、財政的には、昨年度はみなさまの保険料収入にも支えられ、
単年で黒字収支となりましたが、足元では、コロナ禍の受診控えが落ち着き、医療費は従来並み
に増えてきております。加えて、今後も医療の高度化や高齢化に伴う医療費増大は続くものと思わ
れ、引き続き気を引き締めて運営してまいる所存です。そのためにも、当組合の事業運営の効率化
に一層努めることはもちろん、更なる【健康経営】に取り組み、国の指針に沿った「データヘルス計
画」(健診データなどに基づく独自の保健事業の推進)を積極的に実施し、みなさまやご家族の安
心と健康維持・増進につながるよう、一層 推進してまいりたいと存じます。

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。

新年あけまして
おめでとうございます。

理事長　阿部 豊久

理事長
新年挨拶
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SDGｓを意識し、動力を使
わない、人力のツール導
入にも力を入れています。

現場から出た声をしっか
り活かし、働きやすい職場
づくりをめざしています！

会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！

お互いが補い合えば、さらにレベルアップできる！
そのために、全員の「心身の健康」は重要

２０１９年から健康づくりと意識向上のため年２回（春・秋各
３カ月ずつ）の「健康づくりキャンペーン」をスタート。キャン
ペーンでは各人が目標を掲げ、目標達成者にはクオカード
１０００円分を贈呈（参加賞もあり）。またキャンペーンの一
つとして期間内で合計歩数を競う「ウォーキングチャレン
ジ」も実施。２０２０年からは希望する従業員にウェアラブル
端末（スマートウォッチ）を貸与し、合計歩数などの社内順
位が随時わかるアプリ「RenoBody」を導入。これでキャン
ペーン参加率はさらに向上し、２０２１年春は従業員の９６％
が参加、その６４％が健康目標を達成しました。

風通しの良い職場づくりをめざし、懇談会などのコミュニケーション活動を多く展開。新型コロ
ナまん延後はリモート開催も実施。懇談会が行われるのは主にランチ時間。会社提供のお弁当
を食べた後（現在は黙食）、懇談しています。

２０１７年度から業務変革プロジェクトを実施。全支社情
報共有化を実現したポータルサイトや、拠点間の高効
率稼働をめざしたサテライトオフィス、座席のフリーア
ドレス制などを次々に導入。２０２２年度には新本社屋
が完成し移転、さらに環境がアップ予定。

従業員同士が互いに尊重しあえる環境
づくりに向け、講座の視聴などだけでは
なく、ハラスメント防止強化期間を設定。
各ハラスメント（セクシャル、パワー、モラル、ＳＮＳ）につ
いて部署ごとで話し合い、想定できる事例をポスター
に記入し、画像をポータルサイトへ掲載。強化期間内
は、取組チェックも行っています。

　私は静岡に赴任してから８年になりますが、それから一貫して健康に留
意した経営を続けてきたつもりです。会社にはいろんな個性をもった人
が集まっていますが、「お互いに足りないところを補い合う」ことで、全体
のレベルアップにつながると考えています。そして補い合うためには、一
人ひとりの「身体と心の健康が大切」。やはり、健康はすべての源なんだ
と思います。
　また静岡支社では、だれにでも開かれた働きやすい環境にするため、
支社スローガンとして「まずはやってみよう。即断、即決、即実行」を掲げ
ています。これはさまざまな情報を社内に素早く流してストレスなく仕事
を進め、業務効率をアップし、働きやすさにつなげることが目的です。私
はトヨタ自動車に在籍時代、目的達成のために組織をまたいで関係者が
集まり、課題をスピーディーに改善していく仕組み「大部屋活動」を経験

してきましたが、それを支社内でも活かし、何かあればすぐに関係者を集
めてものごとを即決しています。
　たとえばわが支社では、現場から出た声でも、必要であれば途中に滞
留させることなく、幹部を含んだ会議にあげることができます。これで随
分スピーディーにものごとが進められるようになりました。また会議での
ペーパーレスや、押印の廃止、簡単な報告はチャットで行うなど、一つひ
とつを見直し仕事の時間短縮を実現してきました。ITツールの活用など、
社内環境づくりにも力を入れています。
　もちろん健康経営にもこの考え方は活かされ、「健康づくりキャンペー
ン」をはじめ、さまざまな活動につながっています。キャンペーンには私自
身も参加し、スマートウォッチをつけて毎日の歩数や摂取カロリー、睡眠
状態などをチェック。これは健康への意識づけができて良いですね。いま
は毎日１万歩を目標にして、休み時間に倉庫のまわりを歩いているほか、
週２～３回はジムに通ったり、食生活にも気をつけたりしています。
　新型コロナウイルスの流行で、生活習慣や価値観が随分変化しまし
た。その中でどんな未来をめざすのかを考えるのは難しいですが、従業
員と会社がめざす「将来の絵」を共有し、今後、何が必要かを一緒に考え
ていくことが大切なんだと思います。

支社長　籔内 行雄さん

やはり「健康」は
すべての源なんだと

思います。

　２０１９年度から、健保連あいちの「健康宣言」に参画し、健康経営に積極的に取り組
むトヨタモビリティパーツ株式会社 静岡支社。健康に関するさまざまなアイデアを出し
合い、毎年新たな取り組みに挑戦しています。その中でも中心になっているのが総務部 
総務・人事室の宮﨑さん、堀田さんの女性コンビ。堀田さんは２０２１年入社の新人です
が、すでにさまざまな企画を提案、それが具現化しているものもあるそう。また、そうした
意見をうまく拾い、フォローしているのが、宮﨑さんをはじめとする先輩社員の皆さん。
こんな一面からも、風通しの良い働きやすい職場環境づくりが垣間見えました。

【藤枝本店】藤枝市内瀬戸141-1
■TEL：054-646-7783
■営業時間：10時～18時［定休日：水曜日（祝日営業）］
その他、静岡店・東京・京都・オンラインストア等の
店舗情報はホームページでご確認ください。
https://nanaya-matcha.com

丸七製茶株式会社・ななや
「Premium MATCHA 7」

手 土 産

日本茶製造で日本トップクラスの生産量を誇る
丸七製茶（株）が手掛ける「ななや」では静岡抹
茶を使ったお菓子を販売しています。2019年
秋にパリのサロンドショコラに出展されたこち
らの商品は、最高級の抹茶を使用した7種類の
濃さの抹茶チョコレートとほうじ茶チョコレート
の詰め合わせとなってお
り、甘みを感じる抹茶の薄
いものから世界一濃いと
言われるものまで味わえ
ます。ぜひお試しください。

静岡県藤枝市上当間６７４　054-646-5555
■支社長／籔内 行雄　■設立／１９７７年１２月
■従業員数／２５０名（２０２１年３月現在）

会 社
概 要

トヨタモビリティパーツ株式会社
静岡支社

トヨタ、レクサスの純正部品のほか、ナビゲーション、ＥＴＣなど関連用品、さらにはオイル、ケミカ
ル、タイヤ、バッテリーなどを取り扱う、トヨタモビリティパーツ株式会社 静岡支社。約２万８０００点
の商品を置く藤枝部品センターを中心に、県内７カ所の営業所によるきめ細かい部品流通ネット
ワークを構築し、静岡県内のトヨタ販売店や修理工場へ円滑に商品を届けています。藤枝支社本
部は２０２２年に新築移転、さらに職場環境が向上する予定です。

このスローガンを、
健康経営にも活かしています！！

堀田 沙有里さん宮﨑 智子さん

「ウォーキングキャンペーン」
参加して楽しんでいます！

総務部
総務・人事室
内藤 浩典さん

倉庫内の重筋作業では、安全遵守はもちろん、
身体に負担が少ないツールを積極的に導入し
ています。

非接触の消毒スタンドや二酸化炭
素濃度計を随所に設置。熱中症対
策には塩飴配布や、給茶機でのス
ポーツドリンク提供のほか、経口補
水液も完備しています。

１個６０ｋｇのショートブロック搬送作
業のために開発された専用台車。
ジャストサイズで、積み降ろしもラク。
内製の手作りという点にも驚きます。

200ｋｇもあるドラム缶移動の
ためには、オートクリッパーやド
ラムキャリーが導入されました。

■健康診断フォローで、再検査受診１００％達成！
■心の健康を保つためのメンタルヘルスケアも実施
■インフルエンザ予防接種補助、接種率１００％！
■屋外喫煙スペース確保で、分煙実施。禁煙プログラム参加も推奨
■フレックス、テレワークの導入などに向けた設備充実も推進
■気になる健康ポイントはポップでわかりやすく表示

総務部
総務・人事室
高橋 亜沙美さん

感應 侑也さん

物流部 商品管理室
小澤 丈二さん

岩堀 泰行さん

地域の
おすすめ品を
ご紹介

私たち「健康経営」も、「スピーディー」に進めています！

ウェアラブル端末貸与で
参加者急増！

コミュニケーションで、
いきいきとした職場に！

自由な発想で「まずは何でも
やってみよう」がわが支社の基
本です。やりながら反省し、改
善すればいいと考えています。
働きやすい職場づくりも、同様
の考え方で進めています。

拠点間でつながりの少なかっ
た従業員同士のコミュニケー
ションや、懇談会がきっかけで
改善された環境など、こうした
活動を通じて働きやすさが向
上しているのは嬉しいですね。

面白そうなイベントだと
参加しました。本音を言
えば、ちょうど時計が欲
しかったから（笑）。目標
の達成感もあり、生活に
メリハリができました。

体重を減らすのが目
的でしたが、それよ
り「負けられない！」
と競争意識が働い
て、歩く習慣ができ
たのがよかった！

ウェアラブル端末の貸与が決
まった際、部下にも「せっかくの
機会だから、端末を手に入れて
歩いてみようよ！」と声がけしま
した。それがきっかけで私の部
署ではほとんどのスタッフが参
加。皆で楽しんで競っています。

キャンペーンスタート
当時は総務部で、
キャンペーンの立ち
上げを担当。自分が
考えたイベントで、
皆が盛り上がってく
れて嬉しいですね！

「いつでも、どこでも、だれでもス
ピーディーに気持ち良く仕事がで
きる」が業務効率化のコンセプト。
さらに皆がわかりやすく、働きやす
い環境をめざしたいと思います。

倉庫内で熱がこも
りやすい場所には
「黒球式熱中症指
数計」が設置される
など、細かな配慮が
ありがたいです。

毎年取り組みが進
化していくのが嬉
しいですね。総務
部と相談しながら、
今後もさらに現場
が働きやすくなれ
ばと思います。

一人ひとりに事例を考えてもら
うことで「自分ごと」として捉えて
もらえるようになったと思います。
意識の高まりも感じられます！

２０１６年度からパートも含む全従業員に、
部署ごと５～６人で実施。支社長ら幹部も
参加し、職場の改善要望をヒアリング。

職場懇談会

若手社員などを対象に実施。年齢や入社
年度の近い者同士が意見を交換。

リモート懇談会

育休からの復職前に、担当長と先輩ママ
従業員による懇談会を実施。

ワーキングマザー懇談会

 総務部の
「上手い」やり方に
  脱帽しました！

 懇談会の意見から、改善されました！
◆業務服や安全靴の貸与基準の見直し
◆駐車場に照明を設置
◆空調機の設置（沼津・浜松北）
◆年休が時間単位で（以前は半日単位）、
　育児の時短勤務が子が小学生に上がる前まで
　（以前は保育園まで）取得可能に

業務効率化も積極推進 重筋作業も、アイデアで改善！

ハラスメント
防止キャンペーンを実施

新型コロナウイルス・
熱中症対策

室長／鈴木 祐介さん 太田良 晶子さん

松下 明文さん

総務部 総務・人事室　
室長／鎌田 栄人さん

長谷川 鐘一さん

健康づくりキャンペーン 2021年春の
優勝者の3カ月・
合計歩数は
1,939,986歩！

ほかにも
こんな活動
しています！

物流部
商品管理室
大澤 基洋さん 漆畑 康寛さん総務部

総務・人事室せっかくの「健康経営」も
楽しくなくては続きません。

楽しみながら、
皆さんと一緒に良い方向へ
進めるようにしたいです！

 新人の私にとって、
まだ手探り状態の仕事も
先輩に助けてもらいながら、
さらに皆さんの健康を
向上できるよう
がんばります！

即断・即決・即実行

月２回程度
開催
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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！

奈良県奈良市東九条町257番地　0742-62-2131
■支社長／澤田  信也　■設立／1980年４月
■従業員数／84名（2020年4月現在）

会 社
概 要

　当社は現在「歩キング選手権」を開催中ですが、私は10年半ほど毎朝
歩いているんです。単身赴任になったことがきっかけですが、約50分で
だいたい6500歩。朝日を浴びると身体に良いと言いますが、気分がいい
ですし、明らかに風邪をひかなくなりました。免疫力が強くなったと実感し
ています。以前は雨が降れば休んでいましたが、選手権に参加している
いまは、傘をさしてまでがんばっています（笑）。4月から1日も休まず歩い
ている人が社内で6人いるのですが、私はそのうちの1人。脱落したくな
いですからね。こうして人と競える企画は、やる気が出ていいですね。
　当社が4年ほど前から健康経営に力を入れだしたのは、健保組合の出
す、定期健診の「健康年齢 事業所ランキング」でワースト3と残念な結果
になってしまったことがきっかけです。これをなんとかしようとさまざまな
試みをスタートさせました。
　しかし結局は、健康は自分自身がケアするもので、本人がやる気にな
るしかありません。私は組織内では「2:6:2の法則」が当てはまると思って
います。健康推進の企画に例えれば、全体の2割は強い興味を示すけれ
ど、6割はどちらでもなく、あとの2割は無関心、こんな感じです。その、興
味を示す2の割合を少しずつでも増やせればと思っていますが、「歩キン
グ選手権」には楽しんで参加している方が多いので、その割合が少しは
増えたのかな（笑）。健康への意識づけは、その場限りではなく地道に続
けることが重要ですね。

　会社経営においては、「幸せの循環」が大切だと考えています。まずは
何よりも、自社の従業員が健康でいきいき、幸せになること。そうすれ
ば、お客さまの期待にも応えられ、お客さまをハッピーにすることができ
る。その結果として会社が認められ、業績もアップする。それは、さらなる
従業員の幸せにつながるという循環です。この「幸せの循環」をしっかり
と実現するためにも、皆さんと心を通わせながら、身体も心も元気にがん
ばっていきたいですね。

健康経営をめざし、トヨタモビリティパーツ株式会社 奈良
支社が具体的な企画を展開しはじめたのは2018年度。
健保連あいちの「健康宣言」への参画をスタートに、さまざま
な取り組みに挑戦してきました。2021年には、ウォーキング
イベント「歩キング選手権」などが評価され、スポーツ庁が
認定する「スポーツエールカンパニー」にも選ばれています。

10月から健康管理サイト「KEN幸」を導入。このサイト
では各人のスマホアプリと連動することで、定期健診
や毎朝の体温管理などの個別データを一括管理す
ることができるだけでなく、個別の健診結果に応じ
た運動プログラム動画や料理レシピなどの配信まで幅
広い内容で健康をサポート。「社内での健康推進はでき
ることが限られていますが、こうしたアプリを利用すれ
ば、従業員の皆さんにプライベートな時間にも健康への
意識を高めてもらえると考えました」とは、総務室・室長
の奥井さん。記入・提出などの一人ひとりの手間や、総
務部の細かな管理作業が減ることで、健康推進だけで
なく社内全体の生産性アップにもつながりそうです。

同社では2019年から全員参加で、日々の合計歩数を競う「歩キン
グ選手権」を開催していますが、今年からはデータを一括管理で
き、社内順位なども閲覧できるウォーキングアプリ「RenoBody」を
導入。さらに今年は1日8000歩を130日達成した人に、スマート
ウォッチをプレゼントする企画も展開。11月30日現在で、すでに
61人中33人が目標をクリアし、スマートウォッチを手にしています。

年2回開催される健康セミナーでは、テーマに沿った研修のほか、
体成分測定会や、その結果に応じた個々のカウンセリングも実施。
年2回の実施に、健康への意識が向上しました。

健康増進のため、カフェテリアプランから1人年間100ポイント
（1万円分）を付与。ポイントは人間ドックやインフルエンザ予防接種
などのほか、スポーツ施設やイベント参加にも利用でき、好評です。

日帰り旅行、ボウリング、ランニング、ゴ
ルフ、B級グルメ、歴旅…など、同好会や
親睦会活動も盛んな同社。年齢や立場
を超えた付き合いが楽しいと、掛け持ち
で入会する人も。コミュニケーションづく
りをサポートするため、入会者には1人
年間1万円（上限）の補助があります。

トヨタモビリティパーツ株式会社
奈良支社

奈良県下でトヨタ、レクサスの純正部品や関連用品を扱うトヨタモビリティパーツ株式会社 
奈良支社。修理に必要な部品や商品を円滑に供給するとともに、環境に優しい地域社会の実
現をめざしています。「供給・物流」と「営業」の2つの機能を主軸に事業を展開し、「供給・物流」
ではコンピューターによる受発注・在庫管理システムを基にした物流の品質を重視。「営業」で
は、積極的な企画提案を基本に、地域の自動車部品・用品市場の活性化を図っています。

支社長　澤田 信也さん

おすすめメニューの紹介には、
カロリーや塩分、調理時間の
目安まで書いてあって便利。
健康づくりはもちろん、
家事の時短にも
役立っています！

こんな使い方をしています！

年2回行われる体成分測定会の結果はいつでも
見ることが可能。前年との比較も一目で確認。

連動で「フォトコンテスト」も開催

【本　店】奈良県桜井市三輪 三輪明神大鳥居前
　　　　■営業時間：8時～19時 ［定休日：月、第三火曜日］
　　　　■TEL：0744-43-3668
【茶　寮】（本店併設和風喫茶） ■10時～18時 
【参道店】奈良県桜井市三輪 三輪明神参道商店街 ■8時～17時
【奈良店】奈良県奈良市三条通2丁目 ■8時～20時

白玉屋榮壽「名物みむろ（最中）」
手 土 産

地域の
おすすめ品を
ご紹介

今も昔も多くの人たちに喜ばれる白玉屋榮壽の名物みむろ最中。
特産大納言小豆を使用した甘さ控えめの餡を、優しく包む最中皮
の香ばしい香りはまさに銘菓。とっておきの手土産のひとつです。

「幸せの循環」を描くために長い目で見た「健康経営」を

この先もずっと
美味しいお酒を飲み続けたい、
それが健康を維持する
一番の目的かな（笑）

営業部 営業企画室
店舗Ｇ
塩谷 尚紀さん

総務部 総務室
室長／奥井 道春さん

営業部 奈良営業所
販売Ｇ
GL／𠮷岡 清彦さん

「歩キング選手権」と連動して、歩い
ている間に撮影し
た写真を募集し、
入賞者には賞品
をプレゼントする
企画も実施。

サイト＆アプリを有効活用。社内コミュニケーションも活発！

定期健診結果もスマホでチェック

カロリーや塩分控えめメニューなど、目的別に
レシピを検索することも可能！

おすすめレシピも紹介

毎朝の検温結果はスマホに打ち込めば
OK。その日の体調も「良い・普通・悪い」
の3つのマークから選び送信。この2項
目は、上長もチェック。

朝の健康チェックもスムーズ
個人の状態にあわせたオス
スメの運動改善動画も配
信。トレーナーに教えてもら
う感覚でトレーニングが！

家がジムに!?

健康管理サイト「KEN幸」導入

健康セミナーでは個別カウンセリングも！

親睦・同好会にも1人年1万円の補助！

カフェテリアプランでは年1万円分を補助！

「歩キング選手権」
目標達成者には、スマートウォッチ！

ある

2018年から
積極的に「健康」へ取り組み開始！

同社では、上期・下期ごとに各自で目標を設定する「健康宣
言」を実施。しかも、拠点ごとに行われる朝礼時に、一日に
一人、自らの健康宣言の内容や実施状況を発表していま
す。定期的に皆の前で報告する機会を設けることで、健康
への意識づけが高まりました。

朝礼時には、皆の前で「健康宣言」！

定期健診と人間ドック（35歳以上）は、パートを含む全従業員の健診
予約を総務室で一元化。予約の取り忘れなどによる未受診を防ぎ、
100％受診を達成しました。

定期健診と人間ドック、予約一元化で
100％受診を達成！

長い目で見て、少しずつでも皆さんの
健康が向上すればと思っています。
一人ひとりが健康を意識できるよう、
地道に取り組んでいきます。

健康診断の100％
受診活動を継続する
ことで、皆さんが自
身の身体の変化に
気づき、健康への意
識が高まればいいな
と思っています。

「歩キング選手権」
や「KEN幸」の活用
など、健康づくりの
きっかけとなるような
取り組みを今後もが
んばりたいです。

社員の幸せ

会社の幸せ お客さまの幸せ

総務部 総務室
主任／仲川 智子さん

朝、昼、夜と少しずつの時間や
タイミングで歩数を伸ばせるよう
がんばっています。日 に々
目標があるのがいいですね！

ランニング同好会に
入会しています。同好会では皆と
さまざまな大会に出場していますが、
エントリー料金がかかるため、
   補助があるのは助かります！

最近コロナ禍の影響もあり、
運動不足による体重の増加が気になっ
ていました。効果的な運動方法について
わかりやすくレクチャーを受けることが
　　　　　できたので、実践して
　　　　　減量につなげます。

ウォーキングのほか、
子どもと一緒に

サイクリングも楽しんでいます。
徐 に々距離を伸ばし、
京都・嵐山まで行きたいと
  思っています！　　

スマートウォッチは4年前から
愛用していましたが、新しい機種を
いただきました。睡眠や脈拍チェック、

消費カロリーなどもわかり
         手放せません！

熊谷さんと塩谷さんは、健保主催の生活習慣病のリスクなどを低減する
「カラダ改善コンテスト」にも参加されました。  ※開催結果は次号掲載予定

社内で行われた
健康セミナーを通じて身体の現状を
再認識し、ウォーキングを始めました。
いまは毎日8000歩を目標に
　　　　　  頑張っています！

毎月1回ですが、
仲間とテニスをしています。

あまり上達はできていないと思い
ますが、楽しみながらリフレッシュ
できています。翌日は筋肉痛で
　　　 辛い日もあります。

健保組合で「カラダ改善コンテスト」を実施しました！

1日の目標は
がんばれば
達成できる
8000歩！

好きなゴルフにポイントが
利用できるのは嬉しいですね。
社内同好会にも参加して

いますが、仕事に関係ない話で
皆と盛り上がれるのは
ストレス解消になります！

専務執行職
野間 敏裕さん

営業部 営業企画室
店舗Ｇ
GL／山本 智仁さん

営業部
営業企画室
総括Ｇ
熊谷 和哉さん

幸せの循環

応募作品は、社内の廊下
に展示されています。

総務部 総務室のみなさん

主任
仲川 智子さん室長／奥井 道春さん植田 麻里さん

営業部 営業企画室
総括Ｇ
田尻 祐大さん

営業部 営業企画室
店舗Ｇ
主任／近藤 恵美さん



※店舗により、トレーニング
マシン設備やその他設備
に違いがありますので、
ご参考までに…！

当組合は令和3年度から新規にスポーツクラブJOYFITと法人契
約を結びました。この機会にスポーツクラブへ通ってみませんか？
JOYFITは全国に240以上の店舗があり、組合員であれば誰でも法
人価格（税込6,578円/月）で定価よりお安くご利用いただけます。
この度、JOYFITの魅力をご紹介するため、健保職員がJOYFIT24
名古屋中村公園へお邪魔してきました。

当組合からのお知らせ

令和3年9月12日付で組合会議員が改選され、下表のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

組合会議員名簿

健康保険法等の一部が改正されます

事業所脱退

理事

監事

議員

◎トヨタモビリティ東京株式会社
　株式会社トヨタエンタプライズ
　トヨタモビリティパーツ株式会社
○トヨタ販売連合健保組合
　東和不動産株式会社
○札幌トヨペット株式会社
　ネッツトヨタ仙台株式会社
　トヨタエルアンドエフ東京株式会社
　トヨタモビリティサービス株式会社
　トヨタホーム東京株式会社
　ネッツトヨタ静岡株式会社
　株式会社トヨタツーリストインターナショナル
　株式会社トヨタシステムズ
　株式会社アドマテックス
　株式会社トヨタマップマスター
　ひまわりネットワーク株式会社
　トヨタカローラ新大阪株式会社
　トヨタホーム近畿株式会社
　トヨタホーム九州株式会社

阿部 豊久
神谷 健
深澤 亘
西岡 良洋
奥村 一郎
立川 直生
守川 雷太
坂本 昌紀
菅谷 浩己
花本 安芸
渡辺 勝彦
遠藤 稔
大仲 啓介
滋野 公彦
圦本 昌之
伊藤 英明
弥吉 啓介
小銭 正臣
前田 益穂

事　業　所　名 氏　名
選　定　議　員

○トヨタ輸送株式会社
　トヨタファイナンス株式会社
○大阪トヨタ自動車株式会社
○福岡トヨペット株式会社
　トヨタモビリティパーツ株式会社
○トヨタカローラ宮城株式会社
　トヨタ西東京カロ－ラ株式会社
　株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
　株式会社トヨタユーゼック
　株式会社トヨタ東京教育センター
　朝日航洋株式会社
　トヨタモビリティ東京株式会社
　静岡トヨタ自動車株式会社
　株式会社エフ･イー･シーチェーン
　株式会社トヨタ名古屋教育センター
　トヨフジ海運株式会社
　トヨタ輸送中部株式会社
　豊田カントリー倶楽部
　大阪トヨタLOGI&B-TEC株式会社

沢田 幸世
戸田 和秀
中野 吾一
川久保 正一
伊藤 健
鈴木 敏郎
田中 憲明
秀平 誠一
新居 豊二
島村 熟
牧平 俊明
大谷 和弘
森内 晃人
大波 伸次
山畑 伸一
恩田 明郎
成瀬 定行
滝波 高志
湯浅 勝久

事　業　所　名 氏　名
互　選　議　員

◎印=理事長　◯印=健康管理事業推進委員 以上

敬称略

事業所名 株式会社カローラ宮城テック　【脱退日】令和3年10月1日

地下鉄東山線
「中村公園駅」徒歩1分！

独立した部屋で、女性でも
安心してトレーニングに
集中できます！

全身の筋肉を鍛える
トレーニングマシンやストレッチ
マシン、ストレッチエリア等

会員の方はカードキーで
施設内に入ります！

店舗検索は
 こちら ➡

以下の入会手続きに必要なものを、利用したい店舗へご持参し入会登録を行ってください。
※店舗のスタッフ在駐時間にお越しいただきますようお願いいたします。

ご希望の方は店舗へ直接お電話いただくか、店舗のWEBにて
お問い合わせください。体験ご希望の方は、運動できる服・靴・
水分補給用のお飲み物をお持ちください。

トレーニング
エリア

その他設備レディースエリア
※有料オプション

店舗施設のご紹介

JOYFITの特長についてお話を伺いました
自分の都合の良いタイミングで利用できるので、
とっても便利！セキュリティ（セコム）もバッチリで、
いつでも安心してご利用いただけます。

●JOYFIT法人会員証明書（※会社の健保担当部署発行）　　●健康保険証
●銀行キャッシュカードまたは通帳（月会費引き落とし口座用） ●銀行届出印

名古屋エリアマネージャー
遠藤様

 スポーツクラブ
JOYFITを利用して
 運動不足解消へ！

体験
レポート

会社帰りでも、自宅からでも、出張先でも、別店舗も
自由に利用できて便利！他のスポーツクラブの場合、
有料になっている場合がほとんどです！

会員は無料で全国の店舗を相互利用できます

JOYFIT24は、365日24時間利用可能

希望者には入会後に初回プログラム
を無料実施‼
2ヵ月間、週に2回の頻度で行うトレー
ニングメニューを、初回のみマンツー
マンでスタッフからレクチャーします。

初心者でも安心して入会できます

さっそく
入会したい方は！

シャワー室と更衣室が
ご利用いただけます！

共用のロッカーを
ご利用いただけます！

プロテインバーと
水素水

※有料オプション

JOYFITの入会手続きに
必要なもの

（※）経過措置：令和2年7月2日以降に傷病手当金の支給が開始され、令和4年1月1日時点で受給権がある場合は改正後の規定を適用

改正の主な内容
制度名

傷病手当金の
支給期間の通算化

支給開始日から起算して
1年6ヵ月間支給 支給開始日から通算して1年6ヵ月間支給 令和4年

1月1日（※）

任意継続被保険者
制度の見直し

被保険者の任意脱退不可
（最長2年間） 被保険者の任意脱退可 令和4年

1月1日

育児休業中の保険料
免除要件の見直し

月末時点で育休中の場合
保険料負担免除

2週間以上育休を取得した場合も保険料負担免除
賞与保険料は１ヵ月超の育休取得者に限り免除

令和4年
10月1日

現行 改正後 施行日

入会前の
店舗見学・体験は
無料でできます！
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