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このたび、前理事長 阿部豊久氏の退任に伴い、6月24日
付で理事長に就任いたしました白野でございます。就任
にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

トヨタ販売連合健康保険組合は、昭和28年の設立以
来、健全な組合運営と、みなさまの健康増進に向けた保
健事業を実施してまいりました。これもひとえに組合員
のみなさまと事業主のご理解とご支援の賜物であると、
心より感謝申し上げます。

さて、直近の健保組合を取り巻く環境としましては、高齢化の急速な進展や医療の高
度化に伴う医療費の増加により、財政は年々厳しくなってきております。また、一昨年
から続く新型コロナウイルスの感染拡大により、我々の生活も大きく変わりましたが、
健保組合の財政にも大きな影響を与えました。

厳しい状況が続きますが、当組合といたしましては、今後も安定して事業を継続するた
め、以前から力を入れて取り組んでおります「生活習慣病リスク保有者や糖尿病性腎
症の重症化リスク者」を対象とした生活習慣の改善を促す事業や、若年層のメタボ予
備軍に対する事業、禁煙を促す事業などを積極的に展開することにより、将来の医療
費を適正化すべく取り組んでまいりたいと考えております。

微力ではございますが、当組合の健全な事業運営の維持、発展に全力で取り組む所
存ですので、引き続きみなさまのご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいた
します。

最後にみなさまのますますのご健勝を心よりお祈り申し上げ、就任のご挨拶とさせて
いただきます。

8 1

理事長   白野 哲

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆   理事長 就任挨拶  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

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 https://www.toyota-hrkenpo.jp

健康づ
くりの事例がわかる
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VOL.213
2022

秋号
2022年9月15日発行

全国の
加入事業所を紹介加入事業所を紹介加入事業所を紹介

P.3～5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！ トヨタモビリティ東京株式会社

東京都港区芝浦4-8-3　03-5439-1325　0120-127-126
■取締役会長／関島 誠一　■代表取締役社長／佐藤 康彦　
■創業／トヨタアドミニスタ東京として2000年8月10日創業、
　　　　2019年4月1日融合によりトヨタモビリティ東京株式会社に社名変更
■従業員数／約7,700名（2022年4月現在）

会 社
概 要

東京トヨタ、東京トヨペット、トヨタ東京カローラ、ネッツトヨタ東京の販売4社と、トヨタ東京販売ホールディング
スが融合し、2019年にトヨタモビリティ東京株式会社としてスタート。自動車ディーラーとしては世界最大級の
約200店舗体制で、モビリティに関するさまざまなサービスを展開。トヨタ車全種を全店舗で販売しているほ
か、個人リースなどの新しい買い方も提案しています。さらに健康経営や働き方改革の積極的な推進をはじめ、
地域での社会貢献活動も盛んに行っています。

「健康経営」は、「マネジメント」そのもの

　当たり前ですが、会社経営の目的は「企業にかかわるすべての人の
幸福を実現すること」です。収益や営業実績はそのためのひとつの手段
でしかありません。まずは従業員一人ひとりが幸福でなければ、かかわる
家族やお客様の幸せどころか、ひとつの笑顔だってつくることはできませ
ん。それにはやはり、一人ひとりの健康が必要です。幸福の価値観は人
それぞれですが、「健康だから不幸せだ」と感じる人はいないはずです。
　近年、会社を経営する上で健康の重要さがうたわれていますが、改
めて「健康経営は企業マネジメントそのもの」だなと感じます。たとえば
当社では健診二次検査の受診率が低いことが問題のひとつですが、単
に「受診してください」と言うだけではなかなか改善されません。そこに
は「自分ごと」にしてもらう工夫や仕組みが必要です。仕事も同じ。間違
いやできないことを改善する新たな仕組みづくりこそが重要ですね。
　

　そうは言っても、若い人たちに健康の大切さを伝えるのがいかに難
しいかは、自分自身の体験でよくわかっています。私も若いころはとに
かくよく働き、よく食べ、よく飲み、好きにやっていれば健康体だ、なん
て思っていましたからね（笑）。
　40代くらいまではそんな考え方でしたが、徐々に身体に変化があ
り、50代半ばを過ぎると、とくに病気という訳ではなくても疲れること
が多くなった。そこで本当に健康が大事なんだと実感しました。それ以
来は自分自身で本を買い、食生活に気遣っています。その他週2～3回
ウォーキングで有酸素運動を行い、1回10,000歩をめざしています。

あとは自重ストレッチや筋トレ、体重と血圧測定も日課ですね。
　今の私や幹部がやるべきことは「健康＝幸せ」であること
を皆に伝え、健康を「自分ごと」にしてもらう機会、場所
をつくることだと思っています。

　5社が融合し新たな会社になって
から、各社の制度や考え方の違いを
すり合わせ、そこから見えてきた新規
の課題解決を繰り返しながら健康経
営を進めてきました。
　私も過去に何度か会社合併や統
合の経験がありますが、そのたびに
思うことは「人」の大切さです。合併
や統合だけでなく、異動なども会社
組織を動かす仕組み上では必要なこ
とです。しかし、新しい仕組みができ、
システムが構築されても結局それを
動かすのは「人」。

　現場で働く皆さんの声をしっかり聞くことが、組織を変化させる
ためには大切です。将来に向けたある一定の合意を、従業員の皆
さんと経営陣が共有することは重要ですね。それがなければ、い
くら良い仕組みをつくっても良い組織をつくり上げることはで
きません。そして「人」と「人」をつなぐのは、「コミュニケーショ
ン」。横や縦、いろんなつながり同士で発信し合える環境を
構築し、2ウェイコミュニケーションの鎖をつないでいくこ
とが大切ですね。

次ページでは、同社の「健康経営」の「裏側」から見た、成功の秘訣・課題を紹介します！

私たちの役割は
「健康＝幸せ」だと伝え、

健康を「自分ごと」にする機会、
場所をつくること。

一緒にがんばりましょう！

合併や統合、異動。
組織が変化するときは

「人」の気持ちを聞くことが
何より重要。

お互いが発信し合える環境に

従業員の幸福を実現するために、健康は欠かせない

若い世代にも「健康」を伝えるために

取締役会長
関島 誠一さん

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2.0億円増加
31.7億円

前年より0.7億円増加

介護納付金

29.9億円

令和3年度は、前年の新型コロナウイルス感染拡大の影響から受診控えのリバウンドにより医療費が増
加したものの、3.5億円の黒字となりました。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。

介護保険も健康保
険同様に保険収入
が増加したため、
1.8億円の黒字と
なりました。なお、
令和5年度は料率
改定を行わない見
通しです。

その他の収入
7.9億円

令和2年のコロナ禍の
受診控えのリバウンド
により
前年より13.7億円増加

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3.3億円増加

前年より
4.6億円増加

健康づくり事業、他
14.6億円

収入252.4億円 支出248.9億円

収入31.7億円 支出29.9億円

3.5億円の黒字（前年差▲15.7億円）

1.8億円の黒字（前年差＋1.2億円）

みなさまとご家族の
医療費

125.4億円

高齢者の
医療制度を支える
納付金など
108.9億円

みなさまと会社から
納めていただく
健康保険料
244.5億円

被保険者＋事業者（会社）

事業所名 氏名
■組合会議員の就任■社名変更

交代日
トヨタホーム東京株式会社 小池 武史

■削除
事業所名

朝日ヘリコプター株式会社

朝日航洋株式会社 源田 好男
トヨタモビリティ東京株式会社 髙橋 裕史
トヨタモビリティパーツ株式会社 笠井 直人

令和4年4月1日

株式会社アドマテックス 金森 健志
トヨタ輸送株式会社 後藤 浩之

トヨタモビリティ東京株式会社 白野 哲

令和4年5月9日削除日
令和4年7月1日

事業所名
東和不動産株式会社
→トヨタ不動産株式会社

変更日

令和4年4月27日

令和4年6月17日
令和4年6月24日

敬称略

介
護
保
険
決
算

健
康
保
険
決
算

令和3年度決算のお知らせ

当組合からのお知らせ
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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ トヨタモビリティ東京株式会社

東京都港区芝浦4-8-3　03-5439-1325　0120-127-126
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受診控えのリバウンド
により
前年より13.7億円増加

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3.3億円増加

前年より
4.6億円増加

健康づくり事業、他
14.6億円

収入252.4億円 支出248.9億円

収入31.7億円 支出29.9億円

3.5億円の黒字（前年差▲15.7億円）

1.8億円の黒字（前年差＋1.2億円）

みなさまとご家族の
医療費

125.4億円

高齢者の
医療制度を支える
納付金など
108.9億円

みなさまと会社から
納めていただく
健康保険料
244.5億円

被保険者＋事業者（会社）

事業所名 氏名
■組合会議員の就任■社名変更

交代日
トヨタホーム東京株式会社 小池 武史

■削除
事業所名

朝日ヘリコプター株式会社

朝日航洋株式会社 源田 好男
トヨタモビリティ東京株式会社 髙橋 裕史
トヨタモビリティパーツ株式会社 笠井 直人

令和4年4月1日

株式会社アドマテックス 金森 健志
トヨタ輸送株式会社 後藤 浩之

トヨタモビリティ東京株式会社 白野 哲

令和4年5月9日削除日
令和4年7月1日

事業所名
東和不動産株式会社
→トヨタ不動産株式会社

変更日

令和4年4月27日

令和4年6月17日
令和4年6月24日

敬称略

介
護
保
険
決
算

健
康
保
険
決
算

令和3年度決算のお知らせ

当組合からのお知らせ
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主任　
河合 憂子さん

主任　
福島 奈美子さん

担当係長
平岩 亜紀さん

主任　
上野 芳栄さん

主任　
鈴木 芽生さん

　トヨタモビリティ東京株式会社は、2019年の統合で約7,700名もの従業員が働く
企業となりましたが、融合後の翌年から2年連続で健康優良法人に認定されています。
　しかし、その認定の陰にはさまざまな苦労があったそう。今回、従業員の健康を管
理する「健康推進グループ」にお邪魔してお話をうかがったところ、多くの会社が抱え
る健康経営についての「共通の問題点」やその「解決法」がいくつも見えてきました。
そこには「健康を管理する側」「働く側」、どちらにも参考になることがたくさん！
ここではそれをご紹介します。皆さんの会社でも参考にしてみてください。

誰にお勧めしても間違いない逸品です。
食べた人にしか感じることのできない幸
福感とその余韻をぜひ味わってみてくだ
さい。午前中に売り切れる
こともあるので、手土産な
ど、必ず購入したい場合
は事前予約が必須です。

松島屋 「豆大福」

東京都港区高輪1丁目5-25
■TEL：03-3441-0539
■営業時間：9：30～売り切れ次第閉店
■定休日：日曜日、月2回月曜日(不定)

地域の
おすすめ品を
ご紹介

身体的な健康を管理
する産業医が常駐し
ている他、メンタルヘ
ルスを担当する産業
医も週2～3日在室。

健康診断やコロナ関連などの電話相談
が1日中途切れません。

手 土 産

皆さんの健康に対する
意識を高めるために、
さまざまな情報発信を
タイムリーに行っていき
たいですね。健康に対
する意識の差をなくすこ
とも目標のひとつです。

「自分の健康維持が何より大
切」そんな意識を持ってもらえ
るような施策を打ち出してい
ければと思っています。その
伝え方も重要ですね。結果は
後から必ずついてくるはず！

現場では話せな
いことも「ここに
来れば話せる」
そう思ってもら
える場所づくり
をしたいです。

立場や年齢、職
種、環境が違う皆
さんに、同じよう
に伝達するのは
大変ですが、皆さ
んの健康のため
にがんばります！

何かあったらすぐ相談で
き、そして寄り添える立場
でありたいと思っています。

病気のリスクの高い人も、
いま健康な人も、楽しく♪
健康維持できるような施策
を展開していきたいです。

自分だけでなく、家族も含めた
将来を見据えて健康を考えて
もらえるようになれば、意識も
変わると思っています。

成功の秘訣・課題とは？成功の秘訣・課題とは？
「健康経営」の「裏側」から見た

、

グループリーダー
大邑 ちとせさん

新型コロナウイルスの感染対策も健康推進グループで対応、従
業員やお客様の安全を確保しました。しかし、全国で感染が拡
大すると社内の感染者数や濃厚接触者数も増大。相談などの
電話が一日中鳴り止まなかったそう。だれも経験のないことだ
けに対応は大変だったと言いますが、ヒアリングから見えたの
は、安全確保と同時に「本人の不安をなくす」大切さでした。

診療所所長
認定産業医（常勤）
金井 恵美子さん

心の病気は「おかしいな」と思ったらすぐに
相談することが大切。本人はもちろん、管理
職の方にも「何かいつもと違う」と感じたら、
単なる体調不良と考えず、「心」に問題がない
かこちらに相談してもらえるよう話しています。

本人・上長・健康推進グループの皆が
連携して、心や身体のケアをできるの
は企業内の診療所のメリット。健診な
どを通じ、病気などの芽は小さいうち
に摘み取りたいと思っています。

産業医（非常勤）　
竹島 望さん

エンジニア職などは外国人雇用も
多く行っています。そこで日本語教
室の開催や、対象店舗には文化の
違いの理解活動などを実施。

「7,000人総活躍できる会社！」にす
るため、ワークライフバランスを実
現させながら、それぞれの多様な
能力を発揮できる制度設計を進め
ています。また、頑張りが正しく評
価される風土づくりを通じ、全員が
当社社員である誇り・幸せを感じら
れる会社にしたいという思いで、
働き方改革に取り組んでいます！

馬込第二京浜店の2階に開設、
働くパパ・ママをサポートしています。

コミュニケーショ
ン能力が足りず
困ることもありま
すが、仕事で成長
を感じるのは楽
しいです。

整備をやり遂げたと
きが楽しいと感じま
す。安心・安全の必
要部品を販売できた
ことも嬉しかった！

足立竹の塚店
サービスグループ
エンジニア
イスラム エムディアリフルさん

白金店
サービスグループ
エンジニア／黄 超さん

障がい者雇用の法定雇用率2.3％を達成。さらに、入社3年目
までは産業医と連携した年2回の研修や、職場の理解活動を
行っています。

同社では、3歳の年度末まで育児休業取得が可能で、女性従業
員の取得率は100％。しかし男性従業員の取得率が上がらない
ことから、2020年から育児休業を取得した男性従業員のいる
部署や店舗のスタッフ全員に3,000円分のクオカードを贈呈。

育休説明会の案内を見て取得。上司
からも1ヵ月くらい休んでいいよ、と
言ってもらえたのが大きかったです
ね。子育ての大変さを実感しました！

妻の退院日から15日間取得
しました。1日で体重の変化
があり、成長する姿を間近
で見られ良かったです。

中野坂上店 営業グループ
主任／森河 雄貴さん

町田鶴川店 サービスグループ
エンジニア／松井 健太さん

以前は1％にも満たない、年間1～2名の取得者

産業医
from 

健康管理かわら版

本社内にある診療所

オフィスルーム

グループリーダー
青山 久美子さん 正木 文さん 鈴木 瑠夏さん 八木原 久美子さん増尾 幹さん

取得率16.1％にUP⤴

新しい働き方グループ人事部 人事企画室

コロナに限らず、身体や心の不調時に
重要なのは、当人の不安を解消すること！

コロナ対策を通じ、
見えたものとは!？

健康推進の3大障害!?

健康に対する「温度差」をなくすこと

担当課長
池田 正一さん

「いつもと違う＝

心の病気では？」

という気づきを

組織ぐるみで、
健康づくりの
仕組みを！

それを
「長く」「幸せ」に働いて欲しい！

少しくらいの異常？
まだまだ大丈夫！

課題

忙しい!!
健康より
仕事優先！

助け合う風土づくりで
男性の育休取得推進

外国人雇用では、
言葉や文化に配慮

企業主導型
保育園も設置

障がい者の
法定雇用率クリア

【 働く側 】【 健康経営運営側 】

個人・会社どちらの幸せにもつなげたい

「これくらい大丈夫」
「若い」 「忙しい」は

全員の意識を改革

本人はもちろん、
上司なども含めた

従業員の皆さんに

健康推進グループ全員【スタッフ7名（内看護師4名）＋産業医2名】で

をバックアップ！従業員約7,000人の「健康＝幸せ」

キャンペーン後

◆知識・情報共有
◆2ヵ月に1度程度、WEBの社内掲示板に掲出
◆「マスク」など関心の高い話題で

Mobiウォーキングで健康促進

◆運動習慣づけの促進
◆スマートウォッチなど魅力の賞品
◆年代別の表彰などでヤル気UP！

一人ひとりに、保健指導！

◆産業医2名と看護師が連携
◆復職面談はきめ細やかに
◆コロナ禍以降は、WEBや電話がメイン

なんとか上げたい、健診二次検査受診率

◆二次検査受診率は36％
◆要注意ゾーン判定者…紙でお知らせ→
　看護師が直接連絡→それでも受診がなけ
　れば上長に連絡し、上長から受診勧奨

インフルエンザワクチン接種

◆全拠点を巡回する職域接種  ◆健保補助の残りを全額会社負担

ストレスチェックの結果を生かす！

◆めざすのは、その結果を生かした職場づくり
◆管理職へ…全体結果表の見方や
　生かし方を理解するセミナー開催
◆「アンガーマネジメント」のラインケア
　なども実施禁煙セミナーの実施

◆喫煙率42％と、禁煙は最重要課題のひとつ
◆禁煙方法の他、正しい知識を得るための
　禁煙セミナーを開催

井草店 店長
小川 洋平さん

井草店 サービスグループ
エンジニア／川井 信明さん

店長からの提案が
きっかけで参加し
ましたが、社内1位
に！有酸素運動や
ウォーキングを見
直すきっかけにも
なりました。

新任での赴任
直後、イベントが
スタート。運動
部出身のスタッ
フも多かったこ
とから、全員参
加と決め実行。
皆で盛り上がり
ました！

第1回ウォーキング大会

参加しました！

自由参加のため、参加率が伸
びないのが悩み。次年度からは、
ウォーキング以外の参加型健
康推進イベントを企画予定。

point!

一人ひとりに寄り添う形
で保健指導。「会社は
自分のことをわかってくれ
ている」と感じられる環
境づくりが大切！

point!

上長などとも連携し、
本人へ受診促進。
パワーバランスをうまく
使うのがコツ！

誰でも読めるよ
う、「医療専門
用語などを使
わない」などの工
夫で好評に。

point!

point!

point!

調査結果をどう生かす
かがカギ。臨床心理士も
交えてストレスや悩みの
種類も分析。

point!

禁煙セミナー資料

働き方改革働き方改革にも
力を入れています!!

に認定。ゼロスタートから、どんな工夫・プランを？健康経営優良法人健康経営優良法人
融合1年目

で

若い＝健康！
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新しい働き方グループ人事部 人事企画室
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健康に対する「温度差」をなくすこと

担当課長
池田 正一さん
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課題

忙しい!!
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言葉や文化に配慮

企業主導型
保育園も設置

障がい者の
法定雇用率クリア

【 働く側 】【 健康経営運営側 】
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直後、イベントが
スタート。運動
部出身のスタッ
フも多かったこ
とから、全員参
加と決め実行。
皆で盛り上がり
ました！

第1回ウォーキング大会

参加しました！

自由参加のため、参加率が伸
びないのが悩み。次年度からは、
ウォーキング以外の参加型健
康推進イベントを企画予定。

point!

一人ひとりに寄り添う形
で保健指導。「会社は
自分のことをわかってくれ
ている」と感じられる環
境づくりが大切！

point!

上長などとも連携し、
本人へ受診促進。
パワーバランスをうまく
使うのがコツ！

誰でも読めるよ
う、「医療専門
用語などを使
わない」などの工
夫で好評に。

point!

point!

point!

調査結果をどう生かす
かがカギ。臨床心理士も
交えてストレスや悩みの
種類も分析。

point!

禁煙セミナー資料

働き方改革働き方改革にも
力を入れています!!

に認定。ゼロスタートから、どんな工夫・プランを？健康経営優良法人健康経営優良法人
融合1年目

で
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上記の健保補助を利用した健診を受けずに、ご自身またはパート先や市区町村で健
診を受けられた方は、健診結果を健保へご提出ください！（健保組合には健診の実施
が義務付けられており、国への報告が必要となっております。）ご提出していただいた
方には、健診結果からご自身のカラダ年齢を算出した「健康年齢通知」を送付します。

予約、忘れていませんか？ 今年度も健診を受診しましょう！

パート先などで健診を受診された方へ

■年度内に①～④いずれかひとつ補助が受けられます

※各種健診についての詳細は当組合ホームページでご確認ください。
　https://toyota-hrkenpo.jp/health/checkup_01/#page_02 →

年度末年齢35歳以上の被扶養者（①～④の健保補助を利用せず健診を受診された方）

当組合ホームページより取得

対 象 者

提出書類 ・健診結果の写し
・健診結果 送付票 →

提出方法

健保組合では、年度に1回健診費用の補助をしています。
早期に病気を発見することはとても重要です。年に1回は健診を受診する習慣をつけましょう。
対象の方は、ぜひお早めにご予約・ご受診ください。

健診種類 自己負担額（円）

①人間ドック

②すこやか健診
③地域巡回健診【女性限定】
④特定健診 ※40歳以上

26,00035～49歳
50歳以上 20,000

8,000
2,000
無料

※当組合に2022年4月1日時点から
受診日まで継続して加入

している方

下記いずれかの方法で、ご提出ください。
●郵送 （郵送費自己負担）  
  　　  〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目23番地36号 NBN泉ビル3F トヨタ販売連合健康保険組合
●会社経由 被保険者がお勤めの会社の健保担当部署へ提出
●FAX 052-961-3921

定番！

おすすめ！

被扶養者の方へ

要確認！

40歳到達時のメタボ該当確率が50%以上の方へ
コンテストのご案内をさせていただきました。
お申込みいただいた方へは順次、体組成計を発送
しますので、楽しみにお待ちください。

毎日の体重測定や歩数の記録でポイント加算を狙いましょう。
今年度は、サポーター制度も導入しております。仲間と一緒に楽しく歩数を増やしましょう！

毎日
8,000歩

筋肉率
 増！

脂肪量
 減！

8,000歩まであと少し。
天気もいいし、向こうの
駅まで歩いてみよう♪

http://bit.ly/2JPvQNw

令和3年度  決算 インフルエンザ予防接種の補助

※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。

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。

令和4年4月より、当組合は新規に「フィットネスジムFIT365」と法人契約を締結しました。
すでにスポーツクラブ法人契約している「ルネサンス」や「JOYFIT」店舗が今までなかった
エリアにも展開されています。ぜひ、この機会に「FIT365」へ入会して運動を始めましょう！

T･G特別医療共済会からのお知らせ

18.0百万円の赤字

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22年4月2日～令和4年7月31日生）

中学生～74歳までの被保険者・被扶養者
（昭和22年10月2日～平成22年4月1日生）

お申込みはこちらから

店舗検索は
こちら！

初回登録費や年会費はなし！ 月額3,278円(税込)でスポーツジムに通えます！

□法人番号※
□健康保険証
□クレジットカード
※会社の健保担当部署へ
　お問い合わせください

■アプリ利用をご希望の場合

①「FIT365」アプリを
　スマホでダウンロード

②アプリを起動し
　登録手順書に従って登録

法人会員
特典

●プログラム参加費62,700円→16,500円！
　（残りは全額健保負担）
●通院不要。お手持ちのスマホでどこでも簡単に面談可能
●外来待ち時間不要（事前予約制）  ●薬はご自宅にお届け

※カード発行をご希望の場合は、利用したい店舗の店頭端末機から入会手続きをしてください

※会員カードの発行ご希望の場合は費用発生します

アプリ→ 登録手順書→

法人会員で登録＆アプリ利用で

禁煙成功率

91％! 

お得にスポーツクラブを利用しましょう♪
「FIT365」との法人契約をスタートしました！「FIT365」との法人契約をスタートしました！

550円/月→無料●全国相互利用オプション
5,478円/年→無料●セキュリティ費

アプリ利用 5,500円→無料●会員カード発行料

補助対象接種期間 令和4年10月1日頃～令和5年1月31日

令和5年2月14日申請書提出期限

申請方法

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。

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。

収入54.8百万円 支出72.8百万円

31.7百万円
54.7百万円

受取利息
0.1百万円

事務局
経費など
5.8百万円

インフルエンザ
予防接種
35.3百万円

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

禁煙チャレンジャー募集中！

申請書は
裏表紙にて
ご案内

【対象年齢】
年度末年齢 35歳以上

先着100名

35～39歳被保険者
「カラダ改善コンテスト」「カラダ改善コンテスト」

10月スタート

ご
利
用
料
金

入
会
方
法

宛先

まずはこれを準備
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このたび、前理事長 阿部豊久氏の退任に伴い、6月24日
付で理事長に就任いたしました白野でございます。就任
にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

トヨタ販売連合健康保険組合は、昭和28年の設立以
来、健全な組合運営と、みなさまの健康増進に向けた保
健事業を実施してまいりました。これもひとえに組合員
のみなさまと事業主のご理解とご支援の賜物であると、
心より感謝申し上げます。

さて、直近の健保組合を取り巻く環境としましては、高齢化の急速な進展や医療の高
度化に伴う医療費の増加により、財政は年々厳しくなってきております。また、一昨年
から続く新型コロナウイルスの感染拡大により、我々の生活も大きく変わりましたが、
健保組合の財政にも大きな影響を与えました。

厳しい状況が続きますが、当組合といたしましては、今後も安定して事業を継続するた
め、以前から力を入れて取り組んでおります「生活習慣病リスク保有者や糖尿病性腎
症の重症化リスク者」を対象とした生活習慣の改善を促す事業や、若年層のメタボ予
備軍に対する事業、禁煙を促す事業などを積極的に展開することにより、将来の医療
費を適正化すべく取り組んでまいりたいと考えております。

微力ではございますが、当組合の健全な事業運営の維持、発展に全力で取り組む所
存ですので、引き続きみなさまのご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいた
します。

最後にみなさまのますますのご健勝を心よりお祈り申し上げ、就任のご挨拶とさせて
いただきます。
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理事長   白野 哲

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆   理事長 就任挨拶  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

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 https://www.toyota-hrkenpo.jp
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