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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！
健診を受けましょう
感染症対策へのご協力をお願いします

初夏



※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）

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。

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。

●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。

新型コロナウイルス感染症の国内感染状況等により、上記内容について一部変更等を行う可能性があります。また、
健診機関の状況によっては健診が受けづらくなる恐れもありますので予めご了承ください。
最新の情報を当健康保険組合ホームページにて広報いたしますのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の国内感染状況等により、上記内容について一部変更等を行う可能性があります。また、
健診機関の状況によっては健診が受けづらくなる恐れもありますので予めご了承ください。
最新の情報を当健康保険組合ホームページにて広報いたしますのでご確認ください。

　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）

　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、併せてご確認ください。
　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。

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！

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。

令和2年４月１日現在40歳以上の被保険者及び被扶養者の方
（令和2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

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

送付方法 （７月下旬までに配布いたします）

※事務費は税抜価格を表示しています

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

受けましょう受けましょう
をを健 診健 診

脳検査補助をご利用いただけます節目年齢の方へ
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の被 扶 養 者 異 動

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

保険料の算定 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。

●就職したとき
●パート収入や年金収入が増えたとき
年間収入が130万円（ひと月あたり108,334
円）以上、60歳以上または障がい者は180万
円（ひと月あたり150,000円）以上見込まれ
るとき。従業員501人以上の会社で働く人は
106万円（ひと月あたり88,000円）以上。

●離婚したとき
●結婚して配偶者の扶養に入ったとき
●同居が条件の扶養していた人と別居になっ
たとき
●扶養している人へ仕送りをやめたときや、仕
送り額が少なくなったとき

●雇用保険から失業給付を受けるとき
●75歳になったとき（後期高齢者医療制度に
加入）

退
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ど
ん
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
？退職後の健康保険への加入

日本は皆保険制度のため、何らかの健康保険制度へ加入することが義務づけられ
ています。会社を退職すると、在職中の健康保険の資格も失うので、次に加入する
健康保険を選んで、加入手続きをしなければいけません。

■条件
退職日までに、継続して2ヵ月以上加
入していたこと。
■手続き
　退職日の翌日から20日以内に「任
　意継続被保険者資格取得申出書」
　を提出。
■保険料
在職中に会社が負担していた分も含
めて全額自己負担。 

■資格を喪失するとき
任意継続被保険者としての加入期間
は2年間が上限。
その他、保険料を納付期限までに納
めなかったときや、就職などして他の
健康保険の被保険者になったときな
どには資格を失います。 

任意継続被保険者になるには？

条件を満たすときは、ご自身の希望で任意継続被保険者として加入し、在職中と同
じ給付を受けることができます。
※原則、傷病手当金と出産手当金は支給されません。

❶就職先の健康保険に加入する
再就職する場合は、就職先の健康
保険に加入します。新しい職場が手
続きします。
❷任意継続被保険者になる
条件を満たせば、引き続き当健康保
険組合に加入することができます。
新たにご自身で手続きをします。

❸国民健康保険に加入する
お住まいの市区町村役場でご自身
が加入手続きをします。
❹ご家族の被扶養者になる
条件を満たせば、ご家族の健康保
険に被扶養者として加入することが
できます（保険料負担はなし）。ご家
族の勤務先を通じて加入手続きを
します。

■退職後の健康保険

※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者になります。

退職するときには、被扶養者の方も
含めて全員分の保険証を職場の
担当者に必ず返却してください。退
職後に保険証を使って受診した場
合は、健康保険組合負担分の医療
費（7割～8割）を返金していただくこ
とになりますので、ご注意ください。

次
に
加
入
す
る
健
康
保
険
を
選
び
、

手
続
き
す
る
必
要
が
あ
り
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。

　健康保険の被扶養者の条件は、被保険者に生計
を維持されている、3親等内の親族、年間収入が
130万円（60歳以上や障がい者は180万円）未満、
配偶者・子・孫・父母など直系尊属・兄弟姉妹以外
は同居していることなどと決められています。

こんな場合は扶養からはずれます 扶養からはずれるときの手続き
　手続きは自動的には行われません。会社のご担当
者を通じて、すみやかに次の書類を健康保険組合ま
で提出してください。
●被扶養者（異動）届
●健康保険証（扶養からはずれる人の分）
＊75歳になったときは事前に後期高齢者医療制度への加入につい
て健康保険組合からご案内いたしますので、上記の手続きもお願
いします。

●保険証を使用したときは、
　医療費の返還が必要になることも
　扶養からはずれる状況にもかかわらず、今までの保
険証を使って病院を受診した場合は、健康保険組合
からの保険給付相当分（医療費の7～8割分）の返還
請求をさせていただきます。
●健康保険組合の財政悪化、
　保険料アップの要因に
　扶養からはずさないと、被扶養者の資格のない人
の医療費まで加算されてしまい、本来必要のない健
康保険組合の出費が増えます。健康保険組合の財
政が悪化し、皆さまにご負担いただく保険料が上が
る原因にもなります。

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！

扶養からはずれる手続きをしなかった場合
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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。

●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 電話相談

2 WEB相談

平日　午前 9：30～午後9：30
土曜　午前 11：00～午後7：00
（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

　当健康保険組合では、体育奨励事業としてレクリエーション及び体力づくりゴルフ大会
の開催を予定しております。
　しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大のため、緊急事態宣言の発令とともに、
政府から国民に向けて外出自粛が強く要請されております。
　このため、開催の日時等については、加入者の皆さまの健康を守るため、国内における新型コロナウイルス感
染の状況及び社会の状況を勘案しつつ、今後の状況をふまえて、開催等の判断をさせていただきたく存じます。
　開催等の情報につきましては、６月初旬にホームページ等にてご案内いたします。
　ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

特定保健指導、
機会を活かそう！
40歳になると、健康保険組合が実施する
「特定健康診査（特定健診）」（全員）と「特定保健指導」（対象者のみ）を受けることになります。

●特定保健指導では、健康のプロがあなた
を的確にサポートします。

●特定保健指導の機会を活用して、いつま
でも元気でいきいきとした生活を送りま
しょう。

「特定保健指導」って何を
するの？

　特定保健指導は、特定健診の結果、メタボリックシ
ンドローム（メタボ）を改善する必要がある人に対し
て行われるサポートです。
　メタボを放置していると、自覚症状がないままに症
状が進行して生活習慣病になったり重い合併症を起
こすリスクがあります。特定保健指導では、保健師や
管理栄養士などの専門家がメタボ改善のための支援
を行います。
　特定保健指導には、メタボのリスクが大きい人を対
象とする「積極的支援」とそれよりもリスクが小さい人
を対象とする「動機付け支援」の2種類があり、期間
はどちらも3～6ヵ月です。皆さんが生活習慣改善の
目標を立てたり達成するための支援をします。

　「指導」と付くので厳しいイメージを持たれるかもしれ
ませんが、オーダーメイドのおトクなアドバイスやサポー
トとお気軽にお考えください。
　業種・職種や通勤方法、勤務時間、家族構成など、皆
さんのバックグラウンドやライフスタイルは様々です。
お一人おひとりの状態をお聞きして、実行しやすい方法
を提案しますので、無理なくできる方法を一緒に探しま
しょう。
　疑問に思うことや不安なこと、やってみてうまくいかな
いことなどがありましたら、遠慮なくお知らせください。
実行が難しいときや結果が出ないときは、目標
を見直したり取り組み方法を変えてみると効果
があるかもしれません。

結果が出ないと叱られそうで、
プレッシャー感じるな～

　自力で頑張れるというお気持ちは立派で
す。そのように考えられる方は、特定保健
指導の期間が終了した後も自覚を持って生
活を送れることと思います。
　生活習慣の改善は、継続してこそ意味が
あります。特定保健指導は、健康を手にい
れるための生活を軌道に乗せるきっかけと
して考えてください。
　担当する保健師や管理栄養士は、専門
知識もあり指導経験も豊富なので、機会を
活用して、いつまでも元気に活動
できる生活をぜひ手に入れてくだ
さい。

人に言われなくても、
自分で頑張れると思うけど…

　冊子「健保だより」につきましては、以前から、事業所あてに被保険者さまの人数分の部数
をお送りし、広報いたしておりましたが、昨年４月より、冊子の健保だよりと同様の内容が当
健康保険組合ホームページでもご覧いただけるようになりました。
　このため、令和２年秋号健保だよりから、事業主さまからご指定いただきました部数を配
送する取扱いに変更いたしますので、予めご了承ください。
　これからも、被保険者及び被扶養者の皆さまに親しまれる紙面づくりを心掛けてまいりま
すので、ご愛読の程よろしくお願いいたします。

健保だより
配布方法の変更
について

ポイント

レクリエーション及び体力づくりゴルフ大会について令和２年度

（１）令和2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

話を聞い
て

ほしい

メールで
相談したい

メンタルヘルス支援サービス

電話・電子メール
などによるサポート

67






