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みなさまの健康づくりのサポートとして保健事業を行い、
医療費や納付金の低減にもつなげていきます。

みなさまの
健康が大切です

健 康 保 険（保険料率  変 更なし→ 8 . 4 % ）

介 護 保 険（保険料率  1 . 8 → 2 . 0 % ）

収 入
104.9億円

支 出
104.9億円

収 入
14.3億円

支 出
14.3億円

保険給付費

※全国の高齢者の医療費を支える費用として、健保が国へ納めるお金

2021年度の予算は、収入は事業所の増加による組合員数増もあり、92.9億円の見通し。しかしながら支出は、今後も高齢者医療制度を
支える納付金の負担増加、さらに少子高齢化や医療の高度化などの影響により増加し、厳しい健保財政が続くことが予想されます。

今後も、加入員の高齢化、医療費の高度化等の増加要因がありますが、医療費の適正化や
ジェネリック医薬品の促進などに取り組むことで保険給付費の低減をはかります。

介護保険料
14.3億円

●介護保険運営のひっ迫により負担率が上が
るため、2021年3月分保険料より、1.8→
2.0％に引き上げます。

●介護保険とは、40歳以上65歳未満の人が
加入して保険料を納め、介護の必要な人の
ために使う保険です。

●健康保険組合は、みなさまから保険料を預
かり、事業主負担分とあわせて市区町村に
納める役割をしています。

お問い合わせ 総務・健康G 内線 81-2755 0566-36-3927外線

保険料収入
91.1億円

その他
1.8億円

赤字 ▲12億円

保健事業ほか
6.6億円

納付金
45.4億円

※※

保険給付費
48.1億円

予備費 4.8億円

介護納付金
13.4億円

予備費
0.9億円

健康状態を知るため、
健診を受けましょう！

病気のリスクを
改善するため、

保健指導を受けましょう！

健康意識を高めましょう！

会社
（60％）

みなさん
（40％）

赤字部分は
別途積立金
（貯金）

から補てん！

脳ドック
肺ドック

禁煙

No.28
あなたの健康、みんなの笑顔

ヘルシーデイズ

発行トヨタ車体健康保険組合 〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山100番地 ウェルプラザ
TEL (0566)36-3927  

新年度にあたり一言ご挨拶を申し上げます。
今年の2月から4月にかけて、当健保に新たに5つの
事業所が加入し、トヨタ車体健康保険組合は全14事業
所、加入組合員数3万人強の愛知県下でも有数の規模と
なりました。組合員の皆さんが豊かな生活を送れるよう、
また当健保に加入していてよかったと実感いただける
よう健康面でのサポートに引き続き取り組んでいき
たいと考えています。
しかしながら、我が国の健保組合を取り巻く環境は、
少子高齢化や医療の高度化等により厳しい状況が続いて
います。
当健保においても医療費や高齢者医療制度を支える
納付金（国へ納めるお金）の増加により健保財政への
影響は避けられず、健康保険については今年度の保険

料率見直しはないものの、将来に向け予断を許さない
状況にあります。
また、介護保険（介護が必要な人のために使う保険）
については、国が示す負担率の上昇を踏まえ毎年保険
料率を見直すということもあり、今年度についても保険
料率を変更させていただくことになりました（1.8→
2.0%）。
こうした厳しい状況にはありますが、当健保としては
被保険者とご家族の健康を守るべく、しっかりと健康
診断や保健事業を展開してまいります。
皆さんにおかれましても一層の健康意識を高め、組合
運営ならびに財政の健全化にご協力いただければ
幸いです。変わらぬご支援とご協力を賜りたくお願い
申し上げます。
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春

トヨタ車体
健康保険組合
理事長

八重口 敏行

検 索トヨタ車体健康保険組合
詳細はホームページで

ご 挨 拶
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  あなたの健康、あなたの健康、
みんなの笑顔みんなの笑顔

健康保険組合は、
みなさまの健康を応援します。

健康保険組合加入の歴史（沿革）

1947 1969 1974 1986 1990 2004 2021

●ライフクリエイション（株）
●（株）ライフサポート
●（株）イナテック
●東海部品工業（株）
●（株）エル・エス・
    コーポレーション

1969 1986 2004

▶ トヨタ車体健康保険組合編入
▶ トヨタ車体生活協同組合編入
▶ トヨタ車体厚生年金基金
　 （現・トヨタ車体企業年金基金）
     編入
▶（株）刈谷製作所（現・東海特装車）
     編入

▶ エース産業（株）編入★トヨタ車体健康保険組合設立
（トヨタ自動車工業健康保険組合より分割設立）
▶ トヨタ車体（株）加入

❶愛知県安城市
❷1959年
❸413名
❹特装車の製造・販売
❺積載・福祉など車両の組立メーカー
としてお客様に安心して使用して
いただける品質と環境調和に努めて
います。

㈱東海特装車

❶愛知県刈谷市　❷1945年　
❸18,263名
❹トヨタ車の企画・開発から生産
❺ミニバン・商用車・SUVの企画・
開発から生産までトータルに手が
ける完成車両メーカー。

トヨタ車体㈱

❶愛知県刈谷市　❷1974年　❸124名
❹自動車部品の製造、環境機器製品の
開発・製造・販売、設備機器の製造・
設置、電子製品の製造

❺自動車から住宅、環境、福祉まで「人と
地球にやさしい製品づくり」「安全・
安心」をモットーに取り組んでいます。

エース産業㈱

❶鹿児島県霧島市　❷1990年
❸402名
❹自動車部品の設計、試験
❺「ちょっとずつ・もっと健康に」を合言葉に
ちょっと・もっとプロジェクトを展開し、
健康教室などを実施しています。

㈱トヨタ車体研究所

❶愛知県刈谷市　❷1985年
❸約170名
❹設備保全、建築、土木、造園、環境整備
❺「任せて安全TABMEC」の評価をいただ
ける総合プラントエンジニアリング企業と
して、全力で取り組んでいる企業です。

TABMEC㈱

❶三重県いなべ市　❷2000年
❸14名
❹環境計量証明、作業環境測定、
その他分析測定サービス
❺環境・安全・健康分野の仕事を
している会社です。健保組合
加入を通じて、従業員の健康
づくりをより一層進めます。

㈱イナテック

❶愛知県豊田市　❷ 1993年
❸12名
❹オフロードコース運営等
❺４WDの魅力を楽しめるオフロード
コース、バーベキュー場等、アウト
ドア施設【さなげアドベンチャー
フィールド】を運営。

ライフ
クリエイション㈱

❶愛知県安城市　❷1999年
❸86名　❹ケアプラン、訪問介護
❺笑いの絶えない明るい職場です。介護で
お困りでしたら是非お待ちしております。
ベテランスタッフ揃っています！

㈱ライフサポート

❶愛知県刈谷市　❷2000年　❸408名
❹オフィスサポート事業・ＩＴシステム事業・
施設管理事業・余暇サポート事業・警備
保障事業

❺お客様の円滑な事業運営とそこで働く
皆様が、充実した会社生活を送れるよう
高品質のサービスをお届けする会社です。

㈱エル・エス・
コーポレーション

❶愛知県刈谷市　❷1999年
❸580名
❹プレス・板金部品の製造・販売
❺東海部品工業（通称：TBK）では、自動
車のアンダーボデー部品を中心に製造
しています。「技術と信頼」をモットーに、
確かな製品生産と豊かな社会づくりに
貢献できる企業を目指しています。

東海部品工業㈱

❶愛知県刈谷市　❷1947年
❸13名　

トヨタ車体
健康保険組合

❶愛知県刈谷市　❷2003年
❸4名　❹加入事業者の退職金支払
❺加入員の皆様に「基金があって
良かった」と思われる存在であり
続けられるよう、取り組んでいます。

トヨタ車体企業年金基金

❶愛知県刈谷市　❷1961年
❸ 154名　❹ 物品供給事業
❺ 「より良い商品を より安く より便利に」
組合員の皆様に「生協があって
良かった」と思われる存在であり
続けるため、会社及び家庭生活の
サポートに取り組んでいます。

トヨタ車体生活協同組合

★トヨタ車体（株）と
   アラコ（株）の
　車両事業を統合

▶ トヨタ車体研究所編入

㈱東海特装車

トヨタ車体健康保険組合加入のトヨタ車体健康保険組合加入の
事業所事業所紹介です紹介です

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

▶ 三河設備（株）
   （現・TABMEC）編入

❶本社所在地　❷設立年　❸従業員数　❹事業内容　❺こんな会社です
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※

お問い合わせ 2G
内線 81-2755

0566-36-3927外線

お問い合わせ 内線 81-2756 0566-36-6449外線

トヨタ車体健康保険組合（8:30～12:00、13:00～17:30 ※土日・会社休日を除く）　内線☎：81-2755/2756 外線☎：0566-36-3927お問い合わせ

詳細は、トヨタ車体健康保険組合の
ホームページをご覧ください！ https://www.ty-kenpo-kikin.or.jp/kenpo/ 検 索トヨタ車体健康保険組合 索

マイナンバーカードが
保険証として利用できます
マイナンバーカードが保険証の代わりに使えるように
なりました。利用するためには、ご自身でマイナンバー
カードの取得と登録が必要です。また、医療機関によって
開始時期が異なりますので、各自でご確認ください。

みなさまへ給付金・補助金をいち早くお支払いするため、
支払日を月1回から2回へ変更しました。

会社の手続きとは別に届出が必要です。

申請帳票を変更しましたので、
健保ホームページより新しい帳票を
ダウンロードの上ご利用ください!

健保到着日 支払日

（毎月）15日

PepUpについてもっと知りたい方は…

当健保のHPからcheck!

当月末日

（毎月）末日 翌月15日

登録した？

　PepUp（ペップアップ）は、スマホやPCからアクセス
できる、自身の健康・医療情報や健康づくりの情報を提供
しているWebサービスです。

■ マイナンバーカードの取得

■ 保険証利用の登録

パソコン

ご注意

健康維持・増進に役立つコンテンツが見られる!
（歩数記録・体重管理など）

健診結果の
一部が見られる！
血圧、血糖など
15項目 健保HPトップからクリック！！

マイナンバーカード総合サイト

マイナポータル

2021年3月からスタート！

健保からの給付金等の
支払日が増えました！

登録には職場を通じてお届けした
仮登録IDなどの情報が必要です！
なくした人は再発行手続きをしてください。

NEW

当健保のHPに

最新情報あります！

書類に不備がある
場合は遅れることが
あります

（　　　）

マイナンバーカード
持ってる?

便利な

Webサイト
健康応援動画

配信中です！

月1回から

月2回に

扶養家族が増えたとき、
減ったときは
当健保に届出を！

春は

異動の季節です！


