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40歳以上の皆さまへ　特定健康診査（メタボ健診）が無料で受けられます！
健康経営優良企業「銀の認定」取得企業のご案内
らくらく禁煙コンテスト開催のお知らせ
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※全国の契約健診機関一覧表は当健康保険組合ホームページからご確認ください。

＊特定健康診査（メタボ健診）とは生活習慣病予防に特化した健康診断で、検査
項目は下記のとおりです。
問診・身長・体重・腹囲・BMI・血圧測定・肝機能検査（GOT・GPT・γ-GTP）・
血中脂質検査（中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・NHDLコレ
ステロール)・血糖検査（空腹時血糖またはHbA1c）・尿検査（尿糖・尿蛋白）

平成31年４月１日現在40歳以上の被保険者及び被扶養者の方
（平成31年４月１日以降に当健康保険組合にご加入の方は、保健課までご相談ください）

対象となる方

送付方法 （７月下旬までに配布いたします）

会社にお勤めの方 ............................................ 事業所あてに一括送付いたします
ご家族の方・任意継続被保険者の方 .............ご自宅あてに送付いたします

ご受診方法については、送付いたします受診カードをご覧ください。

ご不明の点は保健課（TEL 03-3861-1852）までお問い合わせください。

●健康診断がご利用できる健診機関につきましては、同封の冊子「私たちの健康保険組合」をご覧ください。
●上記に掲載した検査項目以外の項目については、東振協契約医療機関以外
の医療機関では、多少異なりますのでご了承ください

●やむを得ず、契約健診機関以外で受診する場合は、冊子「私たちの健康保険
組合」の健診補助金申請方法をご確認ください。

●組合補助は、年度（4月1日から3月31日）に１回です。２回目以降の健診
につきましては全額自己負担となりますのでご注意ください。

健康診断

生活習慣病
健診

婦人生活
習慣病健診

人間ドック

対象となる方 受診者一部負担金 組合補助額 検査項目

問診・身長・体重・視力・血圧・聴力・
検尿・胸部Ｘ線・胃部Ｘ線・心電図・
血液検査・便潜血反応・肺機能検査・
眼底＆眼圧・腹部超音波検査

問診・身長・体重・視力・血圧・聴力・検尿・
胸部Ｘ線・胃部Ｘ線・心電図・血液検査・
便潜血反応・子宮頚部細胞診・乳房診

問診・身長・体重・視力・血圧・聴力・
検尿・胸部Ｘ線・胃部Ｘ線・心電図・
血液検査・便潜血反応

問診・身長・体重・視力・血圧・聴力・
検尿・胸部Ｘ線

1,100円を
超えた額

5,600円を
超えた額

8,000円を
超えた額

16,000円を
超えた額

1,100円
東振協契約機関は
事務費450円含む

5,600円
東振協契約機関は
事務費700円含む

8,000円
東振協契約機関は
事務費700円含む

16,000円
東振協契約機関は
事務費700円含む

健診日当日に35歳以上の
被保険者及び被扶養者

健診日当日に35歳以上の
被保険者及び被扶養者

（女性のみ）

健診日当日に35歳以上の
被保険者及び被扶養者

被保険者及び被扶養者
主として35歳未満の

若年の方

ご不明の点は保健課（TEL 03-3861-1852）までお問い合わせください。

　東京都電気工事健康保険組合では、（一社）東京都総合組合
保健施設振興協会（略称 東振協）とタイアップし、契約健診機
関にて特定健康診査（メタボ健診）が無料でご受診いただける
「東振協専用健診受診カード」をお配りいたします。
　特定健康診査相当の健診を医療機関にてご受診された場合、
通常8,000円程度かかりますが、今回お配りする受診カード
を契約健診機関でご利用いただくと、自己負担なしで特定健
診がご受診できますので、この機会にぜひご利用ください。
　また、多くの市町村で行っているがん検診と組み合わせてご利用いただけば、生活習慣
病健診とほぼ同様の健診項目がリーズナブルにご受診いただけますので、ぜひご確認くだ
さい。
　なお、人間ドック・生活習慣病健診・婦人生活習慣病健診等をご受診された方、または
ご受診予定の方はこの受診カードは、ご利用されないようお願いいたします。

特定健康診査（メタボ健診）が
無料で受けられます！

40歳以上の皆さまへ健診を受けましょう
健康な生活は人生で最も大切なものです。

毎年１回の健康診断で、「病の芽」をあらかじめ摘むことが大切です。

※事務費は税抜価格を表示しています

●脳検査がご利用できる健診機関につきましては、同封の冊子「私たちの健康保険組合」をご覧ください。
●やむを得ず、都外の契約健診機関以外で受診する場合は、冊子「私たちの健康保険組合」の健診補助金
申請方法をご確認ください。

●都内でご受診の場合は、必ず脳検査契約機関にてご受診ください。
●脳検査への補助は各節目年齢につき１回です。
●脳検査の補助につきましては他の健診との重複が可能となっております。

　当健康保険組合では、脳血管疾患発生を防ぎ、被保険者及び被扶養者の皆さまに今の生活
の質を維持し健康に年を重ねていただくため、節目年齢の方が受診する脳検査に対して補助を
行います。

健診日当日に35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の
被保険者及び被扶養者

受診者一部負担金

対象となる方

10,000円を超えた額
組合補助額 10,000円（東振協契約機関は事務費200円含む）
検査項目 脳MRA・脳MRI・（頸部検査）

脳検査補助をご利用いただけます節目年齢の方へ

23



★ 別会場
健康経営推進事業（会社担当者様向け）

栄養セミナー

運動セミナー

かんたん健康チェック

体質改善セミナー

メンタルヘルスセミナー

健康保険組合連合会東京連合会　業務課
〒160-0004  東京都新宿区四谷1-1-2  TEL 03-3357-5213  FAX 03-3357-8782お問合せ・申込先

参加申込開始日は、セミナー開催日２か月前の初日営業日です。（例  8/28開催の場合：6/3参加申込受付開始）
申込締切はセミナー開催前日必着で、先着順に受け付けます。
会　　場 健康保険組合連合会東京連合会（3階会議室）　〈所在地〉東京都新宿区四谷1－1－2
〈アクセス〉ＪＲ中央線・総武線「四ツ谷」駅  赤坂口  徒歩3分　  東京メトロ丸の内線・南北線「四ツ谷」駅  四谷口  徒歩3分

※別会場が指定されているセミナーが一部ございますので、ホームページ等でご確認ください。

対 象 者 被保険者及びご家族の方
申込方法 〈インターネット〉 下記、健康保険組合連合会東京連合会のホームページ「セミナーのご案内」よりお申込みください。

健康保険組合連合会　http://www.kprt. jp

12/6 金

14：00～19：00

18：30～20：00

18：30～20：00

6/13 木

15：00～16：30

健康経営は当たり前の時代へ～トップの意識改革を起こすためには？

11/14 木あなたのカラダ、栄養は足りてますか？
飽食の時代だからこそ知って欲しい質的栄養失調

10/16 水

6/7 金

11/8 金

楽しみながら心と身体が磨かれる「ファイトネス」

お好きな時間に来場いただけます

日本アンチエイジング・ダイエット協会理事　伊達友美氏

元格闘家　大山峻護氏

18：30～20：30

18：30～20：00

8/28 水太らない夜遅いレシピで簡単料理を作りましょう 料理研究家　浜内千波氏

産業医・心療内科医　内田さやか氏

7/5 金 健康運動指導士　山田夕美氏

10/10 木女性がイキイキ活躍する健康経営～２つの事例から考える 看護師　樽見春香氏

9/12 木仕事力をアップさせる睡眠のとり方 睡眠環境プランナー　三橋美穂氏

医師　上杉哲平氏

気軽に現在の健康をチェックしてみませんか？
（姿勢・体脂肪・老化物質チェックなど）

やせ体質になる！伊達式食べやせダイエット

18：30～20：00

19：00～20：30

7/17 水

実技

実技

実技 アキューサリュート高輪院長　瀬尾港二氏心と体のむくみをとるツボを教えます！

10/8 火 作家・心理学者　晴香葉子氏小さなことに落ち込まない　こころの使い方

「健康セミナー」（健保連 東京連合会・千葉連合会共催）を今年も開催いたします。
皆さまにとって関心の高いテーマを専門家が分かりやすく講演する、充実した内容となっております。
すべてのセミナーに無料でご参加いただけますが、定員に限りがございますので、申込開始日をご確認のうえ、
お早めにお申込みください。

ご不明の点は保健課（TEL 03-3861-1852）までお問い合わせください。

　東京都電気工事健康保険組合では、「社員の健康が第一」と社員の皆さ
まの健康づくりに取組む「健康企業宣言」参加企業をサポートいたします。
　当健康保険組合では多くの事業所さまに「健康企業宣言」へご参加いた
だき、健康経営に取組んでいただいておりますが、平成３１年４月３日付で
渡辺電工㈱さまが健康経営優良企業「銀の認定」を取得されました。
　今号では渡辺電工㈱さまの取組みを紹介いたします。

事業所名 渡辺電工株式会社

所  在  地 東京都新宿区西新宿七丁目11番15号

事業内容 電気工事業

健 康 企 業 宣 言 健 康 経 営で を

　当社は2017年3月8日付で健康企業宣言を行い、日にちは掛かりましたが2019年4月3日
付で健康経営優良企業「銀の認定」を取得することが出来ました。
　取得するにあたり健康保険組合様にはいろいろとサポート・指導していただき改めて感謝申
し上げます。この宣言については、私が健康保険組合の理事長を仰せつかっていることもあり、
率先して進めていかなければという思いもありました。
　そして私共の顧客に昨年の5月、「金の認定証」を取得されたことが後押ししました。
　社員が各現場へ行っていることもあり全員が集まる機会が少ないのですが、花見会・安全大
会・暑気払い等、年に５～６回集まって勉強会を行い実践してきました。
　働き方改革が2年程前から政府主導で進められていることもあり、社員の健康づくり・良い環
境づくりに一層取組んでいきたいと思います。

※経済産業省が行っている「健康経営優良法人認定」について
　健康企業宣言東京推進協議会が進めている「健康企業宣言」のほかに、現在、経済産業省では「健康経営
優良法人」認定を行っております。この認定は経済産業省が独自に、健康経営に取組む優良企業を表彰する
もので、大規模法人部門と中規模法人部門に分かれております。
　中規模法人部門は「健康経営優良企業「銀の認定」を取得していること」がエントリー資格となっており
ます。「銀の認定」を取得するためには最低でも６か月間の取組みが必須となっております。健康経営優良
法人2020取得に向けて、まずは「健康企業宣言」に参加しませんか？

健保連東京連合会では、電話・面談による「健康相談」を実施しております。
被保険者・被扶養者の方であればどなたでも相談料無料でご利用いただけるうえ、事前の申込み手続き等も
必要ありませんので、ぜひご利用ください。

無料健康相談がご利用いただけます（健保連東京連合会）

健診結果や人間ドックが気になる…
今現在気になる症状がある…

自分自身にあった
正しいダイエット情報を知りたい
健康づくりについて知りたい

こんなときに… ■相談受付時間
毎週水曜日　9時30分から16時30分
（12時から13時を除く）

■ご利用方法（相談料無料・ご予約不要）
電話相談：TEL 03‐3357‐6561へおかけください。
面談相談：直接会場へお越しください
会　　場：新宿区四谷1‐1‐2　東京連合会1階相談室

健康セミナーのご案内

おめでとう
おめでとう
おめでとう
ございます
ございます
ございます

おめでとう
ございます

ビル・工場・住宅・マンション・各放送局・商店街等電気設備工事のうちの
内線工事及び現場施工、施工管理設計業務、積算業務

代表取締役社長
西村 康廣 氏 健康づくり会議の様子 健康づくりご担当者

歩行姿勢から得る 気づき”～健康施策の新たなアプローチ方法”
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（１）令和元年度夏季及び秋季会場別巡回健診の実施日及び
申込方法は、ホームページにてお知らせいたします。
● 夏季会場別巡回健診…6月頃ホームページで広報
● 秋季会場別巡回健診…8月頃ホームページで広報

（２）毎年多数のご参加をいただいております東振協主催「健康フェスティバル」
につきましては、8月頃にホームページにてお知らせいたします。

お知らせ

ご不明の点は保健課（TEL 03-3861-1852）までお問い合わせください。

随時更新（健保連ホームページにてご確認ください）
健保連ホームページ　http://hoken.kenporen.or.jp 

健保連共同
利用保養所

利用方法
利用料金

①各健康保険組合に電話・FAX等にてご予約ください。
なお、申込方法・受付開始日・利用料金等については、各健康保険組合によって
異なりますので、健保連のホームページやご予約の際にご確認ください。

②共同利用保養所利用申込書にご記入いただき、当健康保険組合まで
返信用封筒及び切手をご同封のうえ、ご郵送ください。

　当健康保険組合にて在籍証明を行い、利用先健康保険組合あてに発送いたします。
③利用先健康保険組合から、ご利用者あてに利用券、請求書等が返送されます。
発送される書類、支払方法等は各健康保険組合によって異なりますので、健保連のホームページやご予約
の際にご確認ください。

共同利用保養所のご案内共同利用保養所のご案内

22か所（令和元年度）
（日光・鬼怒川方面、上信越方面、房総方面、箱根方面、湯河原・熱海・伊豆方面、京都方面）
東振協ホームページ　http://www.toshinkyo.or.jp

各健康保険組合に電話・FAX等にてご予約ください。
なお、申込方法・受付開始日・利用料金等については、各健康保険組合によって異なりますので、東振協の
ホームページやご予約の際にご確認ください。

東振協
共同利用
保養所

利用方法
利用料金

支給される賞与からも
「健康保険料・介護保険料」が控除されます。
支給される賞与からも
「健康保険料・介護保険料」が控除されます。

メンタルヘルス支援サービスメンタルヘルス支援サービスメンタルヘルス支援サービス
お悩みやお一人で解決できない問題がありましたら、ご相談ください。

ご相談に費用は発生しません。ご相談内容のプライバシーは厳守いたします。

 

ご不明の点は保健課（TEL 03-3861-1852）までお問い合わせください。

話を聞いて
ほしい

メールで
相談したい

●ご利用の際は電話番号を「非通知」にしないでください。
●受付時に、カウンセラーから、組合名、属性（本人・家族）、年齢及び性別の照会が
ございます。

●法人契約コード（denkoukenpo）をご入力してログインしてください

1

ご相談に費用は発生しません。ご相談内容のプライバシーは厳守いたします。

1 電話相談

2

ございます。

2 WEB相談

平日　午前 9：30～午後21：30
土曜　午前 11：00～午後19：00
（日・祝・年末年始を除く）

0120-783-373（通話料無料）

利用時間

TEL

利用時間 24時間年中無休（回答には3営業日程度を要します）

https://www.kokoro-soudan.net/こころ相談ネット

当健康保険組合の被保険者または被扶養者の方は、下記の保養所がご利用いただけます。
東振協共同利用保養所
東振協加入の各健康保険組合が運営する保養所をご利用いただけます。

1

健保連共同利用保養所
健康保険組合連合会加入の各健康保険組合が運営する保養所をご利用いただけます。

2

年4回以上支給されるものは賞与とは扱わず、報酬とみなして標準報酬月額の
算定の対象となります。ご注意！

　賞与支払届の対象となる賞与とは、被保険者が労働の対償として受ける賞与・期末手当・決算手当など
名称は異なっていても同一の性質を有し、年間を通じ３回まで支給されるものはすべて対象となります。

賞与とは

　標準賞与額とは支払ごとに1,000円未満を切り捨てた賞与の額です。
　賞与が支給された月ごとに算定し、年度累計額が573万円を超えた場合、超えた額からは保険料は控除
されません。(年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日まで)
　なお、喪失日に係る月に支給される賞与からは、保険料は控除されません。
　また、産前産後休業、育児休業期間中で保険料免除の申し出があった場合は、申し出の月から終了する
日の翌日が属する月の前月まで、毎月の保険料と同様に控除されませんが、年度累計額には含めます。
　再雇用が行われ、同じ月に支給される賞与の場合、退職日以前に支給される賞与に対する保険料に
ついても、保険料は控除されませんが、年度累計額には含めます。
　再雇用された日以後支給される賞与に対しては保険料が控除されます。
※介護保険料については40歳以上65歳未満の方が対象となります。

保険料の算定
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申込締切 令和元年6月9日（日）
開催期間 令和元年6月24日（月）～8月4日（日）

通信制の６週間禁煙プログラム
らくらく禁煙コンテストは禁煙準備期間と完全禁煙期間に分けることで、禁煙に対する
正しい知識と技術を身につけてから禁煙を開始していただくプログラムです。
会社のお仲間とぜひこの機会に禁煙チャレンジしてみませんか？

申込受付期間 令和元年6月9日（日）まで

参 加 費 本人負担 無料　※健康保険組合が参加費5,400円（税込）を負担いたします
対象者 被保険者及び被扶養者

応募方法 下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送にてお申し込みください。

ご不明の点は保健課（TEL 03-3861-1852）までお問い合わせください。

「らくらく禁煙コンテスト」の申込み・参加に伴い収集された個人情報はコンテストの運営にのみ
使用いたします。

■参加申込書 ＦＡＸ 03－3862－9700
参加申込者氏名

メールアドレス

事業所名 被保険者証 番号：記号：

教材送付先住所※チェックをしてください　□自宅　□事業所

電話番号〒

※受付期間内に申込をいただいた方には、コンテ
スト開催の5日前までに教材をお送りいたします。

■コンテストの流れ

1週目 6／ 24 2週目 7／ 1 3週目 7／ 8 4週目 7／ 15 5週目 7／ 22 6週目 7／ 29

1回目サポートメール配信 2回目サポートメール配信 3回目サポートメール配信

1週目、2週目レポート提出 6週目終了後レポート提出

●禁煙の「重要性を高める」
●禁煙の「自信を高める」

主催／公益財団法人日本対がん協会　　共催／東京都電気工事健康保険組合

個人情報の取扱いについて

第3回 コンテスト開催のお知らせ禁 煙らくららくくく
らく

●禁煙日誌で日々の様子をチェック！！
●掲示板で参加者同士支え合いながら禁煙成功を目指す！！
●レポートやアンケートの提出はマイページが便利！！

専用Webサイトの利用特典1

●準備期間に1回（禁煙に対する意気込みの声）
●完全禁煙期間に2回（成功の喜びの声・失敗の原因等の声）

過去の参加者の声をメールで配信特典2

●禁煙にチャレンジしていて禁断症状が強く出てどう対処してよい
かわからないときなど、電話で相談！！

禁煙電話相談特典3

●成功者全員に「禁煙成功者証（図書カード付）」をプレゼント！！
●さらに抽選で5万円のギフトカードをプレゼント！！

成功者にはうれしいプレゼント特典4

参加者の方には下記の教材を送付いたし
ます。

禁煙コンテストの進め方教材の使い方を説
明しています。
提出をいただく1週目、2週目、6週目レポー
トが綴じ込まれています。

●『禁煙コンテスト参加用マニュアル』

●『らくらく禁煙ブック』
（中村正和、大島明、増居志津子 著
出版：（株）法研）
禁煙に取り組むための手引書です。

参加者特典 禁煙コンテストの教材

禁煙準備
期間

チャレンジ！
（完全禁煙期間）

●禁煙日誌をつける ●禁断症状に打ち克つ
●自信の高まりをチェック ●掲示板を活用する
●再喫煙を防ぐ ●禁煙の効果をチェック


