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良性新生物
（髄膜腫、子宮筋腫など）

他の先天奇形・染色体異常
（心臓疾患以外）

その他の悪性新生物
（胆管、舌、膀胱など）

関節症

その他の消化器系疾患
（食道炎、大腸炎など）

他のウイルス性疾患
（EB、RSウイルス感染症など）

他の損傷・外因性

統合失調症・妄想性障害

脳内出血

その他の特殊目的
（新型コロナウイルス感染症）

令和3年度　 疾病統計まとまる

糖尿病  　　 糖尿病  　　 ぜん息ぜん息
前年度に続いて
本人 家族

　当組合では、みなさんがどんな病気で医療機関にかかっているのかを「疾病統計」としてまとめています。
このたび令和 3 年度（令和 3 年 3 月～令和 4 年 2 月）の集計がまとまりましたので結果をお知らせします

（ただし、歯科に関する疾患は除きます）。

本人（被保険者）

家族（被扶養者）

外　来

外　来

入　院

入　院

　前年度に続き、糖尿病や高血圧性疾患、腎不全が上位
となりました。運動や食事などの生活習慣を見直す、健
診を受けて早期発見・治療に取り組むなどして重症化を防
ぐことが大切です。

　ぜん息、アレルギー性鼻炎など、呼吸器系疾患が上位
になりました。消化器系疾患は食べすぎや過度の飲酒が
引き金になる場合があります。食事を中心とした生活習慣
を今一度見直してみましょう。

　悪性新生物の早期発見につなげるため、対象年齢に
なったら「がん検診」を受けましょう。また、前年度と比
べて脳内出血の医療費が上昇しました。高血圧性疾患の
改善などで予防を図りましょう。

　前年度同様、ウイルス性疾患が上位です。マスクの着
用や手洗いなど、新型コロナウイルス感染症の予防を兼
ねて対策しましょう。また、前年度比で関節症と統合失
調症・妄想性障害の医療費が大きく上昇しました。

外来医療費（上位5疾病）

外来医療費（上位5疾病）

入院医療費（上位5疾病）

入院医療費（上位5疾病）

糖尿病

ぜん息

1,915万円

1,829万円

1,760万円

1,468万円

1,261万円

高血圧性疾患

アレルギー性鼻炎

その他の消化器系疾患
（食道炎、大腸炎など）

その他の皮膚・皮下疾患
（皮脂欠乏症、尋常性ざ瘡など）

その他の悪性新生物
（骨髄腫、前立腺・腎臓などの悪性腫瘍）

その他の消化器系疾患
（食道炎、大腸炎など）

腎不全

その他の特殊目的
（新型コロナウイルス感染症）

2,549万円 1,306万円

2,270万円 1,101万円

2,246万円 1,064万円

2,171万円 906万円

1,750万円 782万円

の医療費が
最も高くなっています

6,023万円

4,829万円

4,753万円

3,556万円

3,239万円
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保険給付費（医療費）の推移

傷病手当金の内訳

　過去 5 年間の 1 人あたり医療費（各種給付金を含む）
の推移をみると、平成 30 年度をピークに減少傾向にあり
ましたが、令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響
による医療機関の受診控えが落ち着いたことで、ピーク時
を上回る金額になりました。
　みなさんにご負担いただく保険料を有効に活用するた
め、病気の早期発見・治療につなげられるよう健診を必ず
受けていただくなど、引き続き医療費の節減にご協力いた
だきますようお願いいたします。

　令和 3 年度の傷病手当金の支給状況をみると、件数、
金額ともに、精神疾患（うつ病など）がもっとも多くの
割合を占めています。
　ストレスの感じ方には個人差があり、ふとしたことが
きっかけでこころの病気を抱えてしまう可能性がありま
す。職場内でのメンタルヘルス対策を進め、精神疾患
への理解とセルフケアの大切さを促しましょう。

1人あたり医療費は過去5年間で最高額に

件数、金額ともに精神疾患が最多

１人あたり医療費

令和3年度 235,364円

226,676円

233,868円

224,479円

218,694円

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

「みんなのメンタルヘルス総合サイト」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/

「こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータ  
  ルサイト」
https://kokoro.mhlw.go.jp/

参考
URL

件数

合計 439件

合計 7,151万円

金額

精神疾患（うつ病など）　180件その他　69件
悪性新生物（がん）　78件

悪性新生物
（がん）

1,715万円

筋骨格系の疾患　895万円

その他　691万円

けが　210万円

循環器系の疾患　642万円

精神疾患
（うつ病など）

2,997万円筋骨格系の疾患　57件

循環器系の疾患　36件

分娩・産じょく　19件

医療費節約のために大切な3つの心がけ

※端数は四捨五入しているため、
　合計が合わない箇所があります。

　かかりつけ医、かかりつけ薬局をもつ

　同じ症状で複数の病院を「はしご」すると、検査が重複することなどにより医療費がか

さんでしまいます（詳細は 9ページで解説）。自宅や職場の近所に信頼できるかかりつけ

医を持ち、専門的な検査や治療が必要な場合は紹介状をもらって大病院にかかるようにすれば、医療費を抑えられます。

また、かかりつけ薬局を持つことで、薬の重複や副作用の発生を防ぐことができます。

　ジェネリック医薬品を選択する

　ジェネリック医薬品には新薬開発コストが含まれていないため、先発医薬品に比べると安価ですが、先発医薬品と同

じ有効成分で作られており、安全性も確認されています。とくに、生活習慣病など長期間にわたってのみ続けることが

必要な薬の場合は、先発医薬品を選択した場合と比べ、積み重なると大きな差額になります。

　領収書と明細書を確認する

　患者が安心して、納得できる医療を受けられるよう、医療機関には診療内容がわかる明細書の無料発行が義務づけら

れています。領収書と併せて受け取り、医療費や診療内容の確認に役立てましょう。
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インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種のの
費用補助費用補助をを行い行いますます
　当組合では、インフルエンザ予防接種を受けた方を対象に費用の一部補助
を行っています。利用方法は補助金の支払い方法により、「東

とう

振
しん

協
きょう

※契約医療
機関」と「立替払い」の 2種類がありますのでご留意ください。
※東

とう

振
しん

協
きょう

とは…「一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会」の略称で、東京都における総合健康
保険組合の保健施設事業の振興と総合健康保険組合制度の普及・啓発のための事業を行っています。

東
と う

振
し ん

協
きょう

契約医療機関を利用する 立替払いで補助申請する
医療機関は
東振協ホームページをご参照ください
（https://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html）
または
※当組合の保険者番号は「06133532」です。

東振協　インフルエンザ

❶東振協ホームページより希望する医療機関を選び、電話等で予約
する。

＊予約の際は「東振協インフルエンザ予防接種」とお伝えください。

❶任意の医療機関で接種する。

❹当組合より事業所へ一括支給する。

❷東振協ホームページより「利用券」を１人につき１枚印刷する。

❷接種後、領収書（原本）を事業所の担当者へ提出
する。

❸「利用券」を持参のうえ接種する（補助金1,500円を差し引いた金
額を窓口でお支払いください）。

❸事業所より当組合へ一括請求する。

　自己負担2,500円以上の接種費用に限り補助の
対象となります。自治体（市町村等）で費用補助を
受けている場合や、２回法を実施した場合でも、合
算した合計が2,500円を超えていれば対象となり
ます。

　個別の補助申請は受け付けており
ませんのでご注意ください。後日、事業所への領収書の提出は不要です！

1

2

4

3

補助対象接種期間 令和 4年 10月 1日～ 12月 31 日

対象者 接種当日に、当組合の資格を有する被保険者および被扶養者

補助金額
1 人 1,500 円（1人につき 1回のみ）
※事業所で集団接種を実施し、一括で補助申請している場合があります。個人で予約をする

ときは事前に担当者にご確認ください。

下記をご参照ください利用方法（利用手順）

A B

ご不明な点がございましたら、
事業所の健康管理委員または当組合
（☎03-5541-1231）まで
ご連絡をお願いします。

インフルエンザウイルスは毎年変異するため、
その年に流行するワクチンの接種が必要です。
感染・重症化予防のために、毎年受けていた
だくことをおすすめします。
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秋季 秋季 会場別健診会場別健診
（生活習慣病予防健診・一般健診）

対　象 申込締切被保険者 10月 28日（金）必着

　全国の公的施設などにおいて、夏季、秋季、冬季の年 3 回、会場別健診（生活
習慣病予防健診・一般健診）を実施しています。事業所での巡回健診など、今年
度の健診を済まされていない被保険者の方は、この機会にぜひ受診してください。

健診区分

受診方法

実施期間
健診費用

申込方法
一部負担金

○生活習慣病予防健診…33 歳以上の方

○一般健診………………32 歳以下の方

（令和5年3月31日までに上記の該当年齢に

達していること）

10 月下旬 ～ 12 月中旬

健康管理委員までお申し出ください。

任意継続被保険者の方は当組合（☎03-5541-

1231）へ電話でお申し込みください。※ただし健

診費用の一部負担金が必要です。

下記の会場にて実施します。

当組合が一括して支払います。

一次健診にかかる一部負担金は、後日当組合

から事業所あて（任意継続被保険者の方は本

人あて）請求します。

なお、二次検診の費用は、全額当組合が負担

いたします。

令和 4 年度　　秋季会場別健診　会場一覧表
コード 東　京 実　施　日

101 大田区産業プラザPiO 11/7・28・30

102 中目黒GTプラザホール 10/31

104 品川保健センター 11/15

151 中野サンプラザ 12/8

152 練馬産業会館 12/7

154 進興会　セラヴィ新橋クリニック
11/21・22・24・25・26・28・29・
30、12/1・2・5・6・7・8・9・10 

155 進興クリニック　アネックス 11/5、12/3

201 ベルサール　西新宿 12/2

202 サンシャインシティ文化会館 12/9

204 城西病院　予防医学本部　健診センター 12/3

251 オリエンタルクリニック 11/21・24・26・30、12/1・3・8・10

301 ニューオータニイン東京 11/28

302 品川シーズンテラス健診クリニック　芝浦事務センター別館 11/30

303 EBiS303 12/2

401 東京シティエアターミナル 11/21

403 浅草公会堂 11/24

404 国際ファッションセンター 12/5

406 江戸川区総合文化センター 12/6

408 東京芸術センター 11/29

409 赤羽会館 12/7

451 東京イースト21クリニック
11/21・22・24・25・26・28・29・30、
12/1・2・3・5・6・7・8・9・10

501 たましんRISURUホール 12/2・12

502 三鷹市公会堂　さんさん館 11/30

503 いちょうホール　八王子市芸術文化会館 11/29、12/6・13

504 調布市グリーンホール 11/17、12/13

505 プラザ町田 11/21・30

506 羽村市産業福祉センター 11/25

507 フォレスト・イン　昭和館 11/28

509 コール田無 11/18・24

510 多摩永山情報教育センター 12/1

571 板橋区立グリーンホール 12/8

コード 埼　玉 実　施　日

205 JA共済埼玉ビル 12/5・6

207 越谷コミュニティセンター 11/25、12/8

コード 埼　玉 実　施　日

209 川口緑化センター 11/21

210 川越西文化会館 11/30

211 所沢市民文化センターミューズ 11/24

572 ふれあいキューブ 12/1

コード 群　馬 実　施　日

555 高崎商工会議所 12/2

コード 栃　木 実　施　日

556 栃木県青年会館（コンセーレ） 12/1

コード 神奈川 実　施　日

153 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 11/21

304 鶴見駅前ホール 12/1

305 川崎市産業振興会館 11/21

351 厚木商工会議所 12/2

352 横須賀商工会議所 11/28

353 神奈川中小企業センター 12/5

354 新横浜3丁目大ホール 12/1

コード 千　葉 実　施　日

412 モリシアホール 11/29・12/8

413 千葉美浜文化ホール 12/2

コード 北海道 実　施　日

601 メディカルプラザ札幌　健診クリニック
11/21・22・24・25・28・29・30、
12/1・2・5・6・7・8・9

コード 宮　城 実　施　日

651 せんだい総合健診クリニック
11/21・22・24・25・28・29・30、
12/1・2・5・6・7・8・9

コード 愛　知 実　施　日

701 オリエンタル労働衛生協会
11/21・22・24・25・28・29・30
12/1・2・5・6・7・8・9・10

コード 大　阪 実　施　日

751
オリエンタル労働衛生協会　大阪支部
オリエンタル大阪健診センター

11/21・22・25・28・29・30、
12/2・5・6・7・9

コード 広　島 実　施　日

801 メディックス広島健診センター 11/24・25・29

802 メディックス広島エキキタ健診センター 11/24・25・29

コード 福　岡 実　施　日

851 福岡労働衛生研究所
11/21・22・24・25・28・29・30、
12/1・2・5・6・7・8・9

852 福岡労働衛生研究所　天神健診センター
11/28・29・30、
12/1・2・3・5・6・7・8・9・10

年に一度の

健康チェックを

お忘れなく！

被保険者向け
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脳出血

くも膜下出血

脳梗塞

この検査項目に注意 !

脳卒中には、脳の血管が詰まる脳梗塞と、脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。
いずれも高血圧が最大の原因です。

　激しい頭痛や意識障
害が突然起こる。脳卒中
の中では死亡率が高い。

　脳細胞が壊れ、意識がなくなったり、半身まひや
言語障害、さらには認知機能低下などの症状が表
れる。

脳卒中の発症

　脳動脈が血栓などで
閉塞したり、狭

きょう

窄
さく

によ
り神経細胞に血液が十
分に供給されなくな
り、神経細胞が障害さ
れる。

脳梗塞

　主に高血圧に由来す
る動脈硬化により細い
血管（細動脈）が傷つ
き破綻する。脳動脈が
破れてあふれ出た血液
が神経細胞を障害す
る。

脳出血

　血管の一部がこぶ状
に膨れた脳動脈瘤が破
裂し、脳の表面を覆う
くも膜という薄い膜の
内側に出血する。

くも膜下出血

発症が疑われたら可能な限り早期に受診を。
早く治療を開始することで後遺症が軽くなることがあります。

高血圧、動脈硬化など

血　圧

保健指導判定値
収縮期血圧（最高血圧）130mmHg 以上
拡張期血圧（最低血圧）  85mmHg 以上　　　

いずれかまたは両方

受診勧奨判定値
収縮期血圧（最高血圧）140mmHg 以上
拡張期血圧（最低血圧）  90mmHg 以上　　　

いずれかまたは両方

高血圧
脳卒中

監修：国立循環器病研究センター　脳血管内科部長　古賀 政利

と

　血圧が高い状態が続くと動脈硬化を起こし、重症化するとさまざまな
深刻な病気を発症します。脳卒中もその一つです。
　脳卒中は日本人の死因としては４位（令和２年度）ですが、健康寿命
を損ね、寝たきりなど重度の要介護状態となる原因の 1 位※となっていま
す。発症後重篤な後遺症が残ると、本人だけでなく、社会的な負担も大
きい病気です。予防には高血圧を防ぐことが重要です。 ※要介護 4、5 の場合

放置しちゃダメ放置しちゃダメ !!
重症化を予防しよう重症化を予防しよう !!!!
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減塩の
コツ

1 漬け物は控える
2 めん類の汁は残す
3 新鮮な食材を用いて薄味に
4 具だくさんのみそ汁にする
5 調味料は味付けを確かめて使う
6 減塩調味料を利用する
7 香辛料、香味野菜や果物の酸味を利用して薄味に
8 外食や加工食品を控える

　カリウムは塩分を体の外へ排出する作用があります。
※腎臓病などの場合は、カリウム制限がありますので医師の指示に従って
ください。

１　減塩・食事

2 　減　量 3 　自宅で毎日血圧測定

高血圧を予防・改善する生活習慣

カリウムを多く含む野菜や果物、
大豆製品を積極的にとる

　血圧が高い状態が続くと脳の血管に大きな負
担がかかってもろくなり、詰まったり、破れや
すくなったりします。高血圧を指摘されたら放
置せずに、生活習慣改善（下記参照）や治療で
改善を図りましょう。

高血圧 喫煙 肥満 糖尿病

人
口
寄
与
危
険
度
割
合
（％）

40

30

20

10

0

脳卒中予防において、
第一に高血圧対策が重要

脳卒中発症の人口寄与危険度割合※

禁煙も大切です

 ● 高血圧
　　   脳卒中の予防には血圧の管理が重要です。

 ● 喫　煙  ● 肥　満

 ● 過度の飲酒

 ● 糖尿病

 ● 運動不足

 ● 男　性

 ● 脂質異常症

重症化予防のため食塩は1日6g未満に

脳卒中の主なリスク

国立がん研究センター「10年間で脳卒中を発症する確率について
‒リスク因子による個人の脳卒中発症の予測システム‒」より
※人口寄与危険度割合とは、あるリスク因子を完全になくすことが
できたときに、防ぐことが可能となる脳卒中発症者の割合のこと。

https://epi.ncc.go.jp/
riskcheck/str/str02.html

国立がん研究センターの
脳卒中リスクチェックを

やってみよう!

（　　　　　　　）直近の健診結果を
ご用意ください ● 不整脈（心房細動）

　　　 心臓の中にできた血栓が脳に飛び、脳梗塞
　　　 発症のリスクとなる。  ● 高齢者

など

国立循環器病研究セン
ターの、塩をかるく使っ
て美味しさを引き出す
「かるしおプロジェクト」
はこちら

https://www.ncvc.go.jp/karushio/

◦参考◦

　肥満、とくに内臓脂肪の増加
で血圧が高くなりやすいため、
食べすぎを改善し、ウオーキン
グなどの有酸素運動で運動不
足を解消しましょう。特定保健
指導の案内があったら積極的に
受けましょう。

　家庭用の上腕血圧計で、朝
と晩に測定します。家庭血圧
135/85mmHg以上は脳卒中
や心筋梗塞の発症率を2～ 3
倍にも増やす危険な高血圧と
いわれています（日本高血圧学
会）。

　カルシウム不足は血圧上昇
と関連します。

血圧を安定させる
カルシウムを摂取

牛乳、乳製品のカルシウムは
吸収率が高い。
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職場のちょっと困った人とのつきあい方 監修 ■加藤 隆行（ココロと友達オフィス代表／心理カウンセラー）

悪口をまき散らす
同僚にウンザリします
　いつも職場の人の悪口や陰口、ゴシップ
話など、仕事に関係のない話ばかりしてく
る同僚がいます。私にはそんなくだらない
ことに興味はありませんし、仕事のジャマ
になるので聞きたくありません。冷たくあ
しらうと、今度は私の悪口を言いふらされ
そうで、仕方なく聞いていますが、ウンザ
リです…。

「気持ちだけ」
受け取っておいて

　世の中には、他人の悪口や陰口が大好物という人
がいます。そんな人とはできるだけ距離を取るというの
が一般的な対処法ですが、もしかするとその人はあな
たとつながりたがっているのかもしれません。
　他人の悪口が「楽しい」と思っている人は、自分が
「楽しい」と思っていることを共有したいわけです。だ
から、その人は悪口や陰口を伝える行為を、身近な人
とつながる方法だと思っています。
　しかし、それは劣等感が強く自己肯定感が低い人が
その裏返しとして、陰口を言うことで優越感を得ているだ
け。しかも本人の前では言えない〝エア〟マウント行為で
す。
　悪口・陰口を言う人たちは同類でつながりがちです
よね。でもこれは「親しくなった」のではなく「なれ合
っている」だけ。信頼に裏打ちされた本当の「きずな」
ではなく、いつ裏切られるかわからないニセの「親しさ」
です。
　このような場合、その人の悪口については「なるほど、
そうかもね〜」「教えてくれてありがとう」と一度受け取
ってあげましょう。これまでのカウンセリングの中でも、そ
うすることで、止めようとして止まらなかった悪口が止ま
るというケースが何度もありました。「私だってすごいん
だよ」と言いたくて、あなたと仲良くなりたいだけなので、
その気持ちだけ受け取っておくのです。

　悪口とは、自分への肯定や承認、仲間がほしいとい
う気持ちがねじ曲がって出てきたものです。それに一度
気づいてしまえば、悪口もあまり気にならなくなるでしょう。
そのうちテキトーに受け流して、別の話題に持っていくと
いうテクニックが身につくかもしれませんし、その人のい
いところをほめてあげれば、さらに悪口を言わないどこ
ろか、いい情報をもってきてくれる仲間になれるかもしれ
ません。

＊本記事は「『会社にいきたくない』気持ちがゆるゆるほどける本―60のケ
ーススタディで自己肯定感が高くなる―」加藤隆行著（小学館クリエイテ
ィブ刊）から引用のうえ、作成しました。

small  session

気がつくといつも損な役回りに
なっている気がします
　損な役回りになるのは、周囲より
先に「これがやりたい・やりたくない」
と言えないからではないですか? あ

なたには「私の言うことは受け入れてもらえない」という
思い込みがあるのかもしれません。ちょっと怖いかもしれ
ませんが、自分を一番に優先して主張してみましょう。「ワ
ガママ」って思われるくらいがちょうどいいのです。
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　じ症状で複数の医療機関を受診することを「はしご受診」といいます。
はしご受診では毎回初診料がかかるため、同じ症状で２回受診するだ

けでも医療費に大きな差が出ます。
　他にも、各医療機関で検査料がかかったり、処方薬が重複したりと、医
療費増加の原因になります。
　それを防ぐためには、自宅や職場などの近所に、患者の話をよく聞いて、
わかりやすく説明してくれる医師である「かかりつけ医」を持つことをおす
すめします。健康に関する不安を気軽に相談でき、健康状況や体質を把握
したうえで、専門医療機関への紹介も含め、適切な治療を受けられるなど
の利点があります。信頼できるかかりつけ医を見つけて、医療費の「ムダ」
をなくしましょう。

同

同じ症状で病院を〝はしご〟するなら
…頼りになる「かかりつけ医」を持とう

「それイイね！」な医療のかかり方

（例）
●同じ医療機関に行った場合
　１回目 初診料… 2,880円
　２回目 再診料… 730円
　　計 3,610円
●はしご受診をした場合
　１回目 初診料… 2,880円
　２回目 初診料… 2,880円
　　計 5,760円
はしご受診は約2,000円の損！
※患者の自己負担割合は上記の原則３割。



令和4年10月から
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　パート・アルバイトなどで働く人の健康保険や年金の保障を厚くする観点から、社会保険の適用が拡大されます。
従来は企業規模の要件が厚生年金被保険者数500人超の企業等が対象でしたが、2022年10月からは厚生年金被
保険者数100人超の企業等、2024年10月からは50人超の企業等が対象になります。
　今まで当健保組合の「被扶養者」だった人でも、パート・アルバイト先事業所の社会保険の適用対象となり、「被
保険者」に変更となる人がいます。

短時間労働者の社会保険適用が拡大されます
2022年10月以降 パート・アルバイトなど

制度改正のお知らせ

Step
1 勤め先の厚生年金被保険者数が

Step
２ 以下のすべてにチェックが入った人が対象です。

（すべてにチェックが入った方は社会保険に加入することになります。）
制度改正の対象となる人は 

Step
1  と 

Step
２  の両方に当てはまる人です。

2022年9月まで

厚生年金被保険者数 
500人超

2022年10月～
厚生年金被保険者数 

100人超

2024年10月～
厚生年金被保険者数 

50人超

月額賃金が8.8万円以上
Check

週の所定労働時間が20時間以上
Check

学生ではない
CheckCheck 2カ月※を超える雇用の見込みがある

※2022年９月までは１年

ご家族がお勤め先の被保険者となった
場合は、当健保組合へ被扶養者削除の
手続きをお願いいたします。

■ 詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
厚生労働省 適用拡大特設サイト

育児休業期間中の保険料免除要件も変わります
①	保険料免除要件の見直し
　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。従来は月末時点で
育児休業を取得していれば免除の対象になりましたが、10月以降は月内に14日以
上の育児休業を取得した場合にも保険料が免除されます。

②	賞与にかかる保険料の免除要件の見直し
　従来、賞与月の月末時点で育児休業を取得した場合、賞与にかかる保険料は免除
されましたが、10月以降は1カ月を超える育児休業を取得した場合、育児休業期間
に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料に限り免除の対象となります。
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キリトリ線

当組合の被保険者および被扶養者
クイズの答え、氏名、電話番号、住所、被保険者証の記号・
番号を下記キリトリ線内の応募用紙に明記のうえ、封
書または郵便はがきに貼付して当組合までお送りくだ
さい。
なお、応募は１人１通のみ有効です。
〒104-0032　
東京都中央区八丁堀1-11-3
東日本電線工業健康保険組合
クイズ係
10月28日（金）まで（到着分）
正解者10名に粗品をお送りします（正解者多数の場合
は抽選）。なお、当選者については当組合ホームページ
に掲載させていただきます。

氏名

被保険者証記号・番号

住所

※郵便はがきに貼付するときは、はがれないようしっかり貼り付けてく
ださい。

答 え

推理パズル応募用紙
（2022. 10 月号 No.306）

事業所数 116事業所

304,707円

45.34 歳

0.59 人

男   4,488 人
女   2,503 人
計　6,991人

平均年齢

扶養率

被保険者数平均標準
報酬月額

組合の状況（令和 4 年 8 月末現在）
電話番号

に答えてプレゼントをもらおう！

❖ 公　告 ❖　

告　知　板告　知　板

ミネラル前回クロスワード（7月号）の答え

ⓒスカイネットコーポレーション

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ク　イ　ズ のひろばのひろば

推理パズル

応募資格
応募方法

送 り 先

締 切 日
当 選 者

令和4年度
ボウリング大会（協同組合と共催）の中止について
　例年秋に開催のボウリング大会につきましては、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の状況に鑑み、参加者の健康を守ることを最優先
に考慮した結果、中止とさせていただくことといたしました。

　算定基礎届および月額変更届の届出により、健康保険料、介護保険料お
よび保険給付金の算出の基礎となる新しい標準報酬月額が決定しました。
　標準報酬月額は9月分から、また、昇給等で月額変更に該当された方
は昇給等のあった月の4カ月目から、保険料が変更となります。

算定基礎届等の届出につきましては、本年も多くの事業所のご担当者様に
より、適正な事務処理にご協力いただきました。ありがとうございました。

新しい標準報酬月額が決定しました

　令和3年3月から令和4年2月までの1年間に、一度も医療機関等にか
かることなく、健康に過ごされた世帯に記念品を贈呈しました。対象となら
れたご家族のみなさん、おめでとうございました。
　これからもご家族や職場のみなさんとともに、健康づくりについての意識
を共有していただき、健やかな日々 を送られますよう祈念いたします。

令和4年度 健康家族表彰

　健康保険組合連合会および健康保険組合では毎年10月を「健康強
調月間」と定め、健康づくりに関する各種事業を実施しています。今年
度も新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、健康不安の解消
の一助となる情報提供等を行い、国民のヘルスリテラシーの向上に寄
与してまいります。

10 月は健康強調月間です

673名に記念品を贈呈しました

４人の女性が映画を見に行きました。見た映画のジャン
ル、一緒に見た人はそれぞれ違います。４人の話をヒン
トに表を完成させ、キミコが見た映画のジャンルを答え
てください。

カナコ
「彼氏と一緒にコメディー映画を見たのは私でもキミコ  
  でもないわ」

「私はアクション映画は見ていないわ。妹とホラー映画 
  を見に行った人がいるわね」

「アニメを見に行ったのはケイコじゃないし、弟と映画
  に行ったのはカナコじゃないわ」

「友人と映画を見に行ったのはサチコよ」

キミコ

サチコ

ケイコ

●第545号（令和4年7月4日）
　◦組合会議員（互選）の当選人について
●第546号（令和4年7月4日）
　◦理事選挙の無投票について
●第547号（令和4年7月6日）
　◦理事長の退任について
●第548号（令和4年7月6日）
　◦常務理事の退任について
●第549号（令和4年7月6日）
　◦監事の退任について
●第550号（令和4年7月6日）
　◦理事の退任について
●第551号（令和4年7月6日）
　◦組合会議員の退任について
●第552号（令和4年7月7日）
　◦監事選挙の無投票について

●第553号（令和4年7月7日）
　◦組合会議員の就任について
●第554号（令和4年7月7日）
　◦理事の就任について
●第555号（令和4年7月7日）
　◦理事長の就任について
●第556号（令和4年7月7日）
　◦常務理事の就任について
●第557号（令和4年7月7日）
　◦監事の就任について
●第558号（令和4年8月31日）
　◦所在地変更　株式会社フリースタイル
●第559号（令和4年9月5日）
　◦組合会議員（互選理事）の退任について
　　北野英男
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HP アドレス◆ http://www.densen-kenpo.jp
（ホームページでも『けんぽだより』をご覧いただけます）




