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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
保養所のご案内
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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）

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。

●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）

　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。

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、送付物をご覧ください。

令和3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3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（昨年度利用実績のある方）....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

※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

脳検査補助をご利用いただけます

40歳以上
の

皆さまへ
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。

健 診を受けましょう

節目年齢の方へ
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ご不明の点は適用課（TEL 03-3861-1854）までお問い合わせください。

●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歳以上または障害年金の受給資格を有する者は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）　●海外に居住したとき（一部例外がございます）

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。

こんな場合は扶養からはずれます
　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歳以上や障害年金の受給資格を有する者は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。

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。
＊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ります
　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が悪化して保険料があがることも
　高齢者の医療費や介護保険への納付金は、健康保険組合の加入者の人数に比例して増えます。扶養からはずさないと
その人の分まで計算に含まれてしまい、健康保険組合の余計な出費が増えます。それが健保財政の悪化につながり、皆さま
から負担いただく保険料が上がる要因にもなります。

扶養からはずれる手続きをしなかった場合

被扶養者の異動

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

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

退職したときの保険証等について

退職した後、病院に行きたいんだけど…
 それまで使っていた保険証を使ってよい
  退職した翌日からは、それまでの保険証は使えない

正解は…
会社を退職すると、加入していた健康保険組合の資格を失い、
医療機関を受診する際にそれまでの保険証は使えません。

❶退職するときは保険証の返却が必要です
　会社を退職するときは、会社のご担当者を通して、保
険証を健康保険組合まで必ず返却してください。保険証
はご自分で破棄・処分することはできません。クレジット
カードなどのようにハサミで切り刻まないでください。
　被扶養者だったご家族の保険証、高齢受給者証や限
度額適用認定証をお持ちの場合は併せてご返却ください。
　保険証をなくしてしまった場合は「健康保険被保険者
証滅失届」の提出をお願いします。

■こんな誤解、していませんか？
●新しい保険証が届くまでの間は使えるだろう
●月の途中の退職だから月末までは使えるだろう
●会社から何も言われていないので使えるだろう
●病院で何も言われなければ使えるだろう

いずれの場合も保険証は使用できません。
保険証はご家族の分も一緒に、お勤めされていた
会社を通じてすみやかに健康保険組合に返却して
ください。

❷退職後にそれまでの保険証を使った場合
　健康保険の資格を喪失した状態で、退職前の保険証を使用して医療機関を受診すると「無資格受診」となります。
　医療機関を受診した際の自己負担（2～3割）以外の医
療費（8～7割）は健康保険組合が負担しますが、加入し
ていない方の医療費を給付することはできませんので、無
資格受診が判明した場合は健康保険組合から医療費の
返還請求をうけることになります。
　退職後に医療機関などを受診する際は、新しく加入し
た健康保険等から交付された保険証を提示して、「保険
証が変わった」旨を窓口にてお伝えください。

　健康保険の資格を失った方による無資格受
診は、健康保険組合が本来負担する必要のな
い医療費を負担することになり、保険料率など
に影響を及ぼしかねません。保険証は正しく
使用していただきますようお願いいたします。

●被扶養者（異動）届
●健康保険証（扶養からはずれる人の分）

正しいのはどっち？

❸退職後の健康保険への加入
　退職によりそれまでの健康保険組合の資格を失ったときは、引き続き何らかの健康保険制度への加入が義務
づけられています。加入できる健康保険は、ご自分の状況によっていくつかの選択肢があります。

【再就職する場合】 就職先の健康保険に加入します。手続きは就職先が行います。
※パートとして働くときは、収入などの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できますが、労働時間や企業規模などに
よって就職先の健康保険に被保険者として加入する場合もあります。

【再就職しない場合】 次の選択肢から選び、ご自身で加入手続きを行います。
●家族の健康保険に被扶養者として加入
収入などの条件を満たせば、ご家族の健康保険に
被扶養者として加入できます。手続きはご家族の
勤務先を通して行います。（加入条件については
ご家族の健康保険にご確認ください）

●国民健康保険に加入
お住まいの市区町村役場で、加入手続きを行います。
●健康保険組合に任意継続被保険者として加入
退職日までに継続して2か月以上加入していた場合は、在職
中の健康保険組合に引き続き任意継続として加入できます。
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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。

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。

1 電話相談
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

2 WEB 相談
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）

こころ相談ネット
https://www.kokoro-soudan.net/
●法人契約コード（denkoukenpo）をご入力してログイン
してください

　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状況が予断を許さず、例年レクリエーションを実施してきた東京
ディズニーランド等においても、大規模人数が集まるイベントに準じて、営業の調整をしているとのことです。
　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、ホームページにてご案内いたします。
　毎年ご参加いただいている皆さま、楽しみにしていただいている皆さまにはご迷惑をおかけし、誠に申し訳
ございませんが、皆さまの安全と健康を第一に考えた措置として、何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

話を聞いて
ほしい

メールで
相談したい

令和3年度 レクリエーションについて

保養所のご案内

❶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。

20か所（令和3年度）
（日光・鬼怒川方面、信越方面、房総方面、箱根方面、湯河原・熱海・伊豆方面）
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、申込み方法・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

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

❷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。

当健康保険組合の被保険者及び被扶養者の方は、下記の保養所がご利用いただけます。

尾瀬国立公園内の４か所の人気宿泊施設のご利用に補助をいたします。
❶尾瀬沼山荘　❷東電小屋　❸至仏山荘　❹鳩待山荘

１ 契約保養所「尾瀬山荘」

2 共同利用保養所

※詳細については当組合ホームページ・同送の「私たちの
健康保険組合」をご覧ください。

※ご予約は必ずお電話またはFAXにて行ってください。
オンラインでのご予約は補助対象外となります。

大人（中学生以上）
子供（４歳から小学生）

1名3,000円
1名2,000円

補助

①各健康保険組合に電話・FAX等にてご予約ください。
なお、申込み方法・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。

※新型コロナウイルス感染症への感染予防等にご配慮のうえ、ご利用ください。

（１）令和3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

メンタルヘルス支援サービス
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