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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！
忘れていませんか？ 健康診断
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。通常の健診結果では何の問題もない方が、脳
検査を受けたら動脈瘤が見つかったことがありました。
　節目年齢の方は補助が受けられますので、ぜひ脳検査をお受けください。 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4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4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）
ご自宅あてに送付いたします

脳検査補助をご利用いただけます節目年齢の方へ

　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！

40歳以上
の

皆さまへ

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495円含む

5,600円
東振協契約機関は
事務費770円含む

8,000円
東振協契約機関は
事務費770円含む

16,000円
東振協契約機関は
事務費770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

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220円含む）
検査項目 脳MRA・脳MRI・（頸部検査）

コロナ禍による受診控えなどで、健康診断を受けないと、病気の
発見が遅れてしまいます。
生活習慣病は症状なく進行し、サイレントキラーと呼ばれています。
気付いた時には重大な事態に…ということのないよう、毎年健康
診断をお受けください。

健康診断
忘れていませんか？
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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。ご不明の点は給付課（TEL 03-3861-1853）までお問い合わせください。

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。

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！賞与とは 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。

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

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。

月末時点で
育休取得して
いなくても
免除されます

について法改正

　平成28年10月から一定の要件に該当する短時間労働者について、健康保険・厚生年金保険への加入を
義務化しています。

　法改正により、被保険者数が常時101人
以上の事業所で働く右記の条件すべてに該当
する短時間労働者（パート・アルバイト）の方
について、健康保険・厚生年金保険の加入が
義務化されます。

①週の所定労働時間が20時間以上
②2か月を超える雇用の見込みがある
③月額賃金が88,000円以上
④学生でないこと（休学中や夜間学生は加入対象です）

●短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
令和4年10月1日施行

■今後の育児休業中の保険料免除要件

月末

免除 免除 免除
月末 月末 月末

育休期間 3ヵ月

【短期間の育休の場合】

【長期間の育休の場合】
（※扱い変わらず）

免除

育休期間 14日

月末 12月11月

育休期間 5日
ケース
①

ケース
②

免除

　被扶養者として認定されているご家族でも、就職したり収入が増えるなど状
況が変わって被扶養者の条件を満たさなくなったときは、扶養からはずれます。
被扶養者でなくなるときは、健康保険組合への届出が必要です。手続きは自動
的に行われませんので、すみやかに手続きをお願いします。

　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。

　パート先で健康保険に加入すると、当健康保険組合
の被扶養者としての資格がなくなります。パート（また
はアルバイト）先で就職したことになりますので、保険
証の資格取得日以降は被扶養者としての保険証は使
えません。
　被保険者がお勤めの会社のご担当者を通して当健
康保険組合に返却してください。

　就職後に誤って被扶養者の保険証を医療機
関等で使用してしまった場合は、後日、医療費の
うち健康保険組合負担分（7～8割）を返還して
いただきます。
　就職後に受診するときは、新しく加入した健康
保険から発行された保険証を窓口で提示して、
保険証が変わったことを伝えてください。

扶養からはずれるのはどんなとき？

　接骨院や整骨院での施術で健康保険が使えるのは、ケガだけです。肩こりや腰痛、スポーツによる肉体
疲労、脳疾患の後遺症などのときは、全額自己負担になります。

接骨院でのマッサージに健康保険は使える？

パート先で保険証をもらいました。
いままでの被扶養者としての保険証を
そのまま使用できますか？

ンタン解説カ
険健 康 保

今までの保険証を使うと
どうなりますか？

健康保険が使えるのは
どんなときですか？

接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは、外傷性（ぶ
つけたりひねったりなど外部からの力によって傷めた）
のケガだけです。

「療養費支給申請書」は
確認が必要ですか？

接骨院・整骨院が保険適用の施術を行ったとき
は、施術を受けた人に代わって「療養費支給申請
書」を健保組合に提出し、保険適用分の費用の支
給を受けます。この場合、施術を受けた人は、
「療養費支給申請書」の施術内容・回数・負傷原
因などを確認し、サインまたは押印します。内容
に間違いがないかをきちんと確認し、白紙の用紙
にはサインしないでください。
後日、健保組合から施術内容についてお問い合
わせさせていただくこともあります。ご協力をお
願いします。

■「療養費支給申請書」のチェックポイント
□ 負傷名（負傷原因、負傷部位）
□ 負傷年月日
□ 実日数（施術を受けた日数）
□ 施術日
□ 一部負担金（窓口で支払った額）

■健康保険が使えるケース
・打撲・ねんざ・挫傷（肉離れ）
・脱臼・ひび・骨折
 （応急手当てのとき以外は医師の同意が必要です）
＊同じケガで整形外科などの医療機関にかかっているときは、接骨院
・整骨院で健康保険は使えません。 
＊仕事中・通勤途中のケガは労災保険の対象になり、健康保険は
使えません。

■健康保険が使えないケース（全額自己負担）
・日常生活の疲れによる肩こり・腰痛
・加齢による不具合
・病気（脳疾患、ヘルニアなど）による痛みやしびれ
・スポーツによる肉体疲労　・過去のケガによる痛み
＊長期間の施術を受けても改善されない場合は、内科的な要因の可
能性もあるので、医療機関で診察を受けましょう。

　育児休業中は、健康保険や厚生年金の
保険料が免除されます。現在は月末時点
で育児休業を取得していると免除対象と
なりますが、令和4年10月からは月内に2
週間以上の育児休業を取得した場合にも
保険料が免除されるようになります。
　また、賞与にかかる保険料は、「1か月を
超える育児休業を取得している場合」に限
り免除の対象となるように変更されます。

●育児休業期間中の保険料の免除要件の見直し
令和4年10月1日施行
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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。 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。

　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。
　しかしながら今に至っても、新型コロナウイルスの感染状況が予断を許さない状態が続いております。
　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月中にホームページ等にてご案内いたします。
　例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。

令和４年度レクリエーション及び体力づくりゴルフ大会について

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。

18か所（令和4年度）
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

契約保養所「尾瀬山荘」

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。

※オンラインでの事前のカード決済は補助対象外となり
ます。また、精算後、お申込みをいただいても補助いた
しかねますので、ご了承ください。

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4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。

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

1 電話相談

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

24時間年中無休
（回答には3営業日程度を要します）

利用時間

2 WEB 相談

話を聞いて
ほしい

メールで
相談したい

お知らせ

メンタルヘルス支援サービス

レクリエーション施設
契約のご案内

１

2

【対象施設】
・大江戸温泉物語　浦安万華郷
・浅草ROXまつり湯
・箱根小涌園ユネッサン
・富士急ハイランド
（FUJIYAMA CLUB  ログインID：tdkhk  パスワード：5255）
・横浜八景島シーパラダイス
・HISベネフィットデスク（旅行代金を一部割引等）
・旧かんぽの宿（１泊当たり500円割引）　　など

健康保険被保険者証の提示などで、
お得にご利用いただける施設が大幅
に増えております。
利用方法等の詳細は当健康保険組
合のホームページをご確認ください。
※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。
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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！
忘れていませんか？ 健康診断
保養所のご案内

初夏




