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 納付金 
 213,073円（50.0％）
・前期高齢者納付金 111,717円
・後期高齢者支援金 101,352円
・退職者給付拠出金 3円
・病床転換支援金 1円

　当健康保険組合の令和２年度決算は、
新型コロナウイルスの影響から被保険者数
が減少し、平均標準報酬月額も減少となり、
このような状況から保険料収入は大幅に減
少しました。
　一方、支出面においても同様に新型コロ
ナウイルスによる受診抑制が見受けられ、医
療費が大幅に減少しました。
　年度当初に積立金から３億円を繰入れ、
また、国・健保連からの国庫補助金等10億
円の収入により収支差引残は14億円の残余
となり、経常収支では1.15億円と僅かです
が黒字で年度閉鎖しました。なお、決算残
金は準備金へ積立します。
　健康保険組合を取り巻く情勢は、「2022年
危機」を目前にし、高齢者にかかる拠出金負
担増などにより厳しい運営を強いられるな
か、加えて新型コロナウイルスの収束が不透
明な状況により一段と厳しさを増しています。
　皆様におかれましては、健診事業等を活
用して、病気の予防、健康増進を目指してい
ただくとともに、ジェネリック医薬品の使用
等医療費の節減に引き続きご協力をお願い
いたします。
　また、今秋から医療機関等の窓口で「マイ
ナンバーカード」を提示することにより保険
証として利用可能となります。そのためには、
健保組合はマイナンバーの取得・登録が必
要となりますので、ご提出いただきますよう
お願いいたします。

被保険者１人当たりの
収支額（一般勘定）

保険給付費
191,881円（45.0％）

令和２年度 
決算のご報告をいたします

〈決算の概要〉

●一般勘定（健康保険分）
収入合計 222億1,199万円 
支出合計 207億7,430万円
収支差引額 14億3,769万円 
経常収支差引額 1億1,583万円 

国庫補助金収入
14,339円（3.0％）

繰入金
6,158円（1.4％）

調整保険料
5,733円（1.3％）

特定健康診査等
事業収入 100円（0.1％）

雑収入
1,413円（0.3％） 

財政調整事業交付金
6,353円（1.4％） 

決算のお知らせ令和
2年度

その他
 （財政調整事業拠出金、営繕費、
積立金、還付金、連合会費など）
6,335円（1.5%）

事務費
5,640円（1.3％）

保健事業費
9,517円（2.2％）

健康保険料収入
421,862円（92.5％）

経常収支で約１億１,500万円の黒字決算となりました

円（1.3％）

1,413円（0.3％）

収入
円（92.5％）

収 入
455,958円

円（50.0％）
・前期高齢者納付金 111,717円
・後期高齢者支援金 101,352円

円（2.2％）

支 出
426,446円
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〈令和2年度収支決算概要〉
〈基礎数値〉
年間平均被保険者数…48,715人 
平均標準報酬月額…313,346円  

収　入
科目 決算額（千円）
保険料収入 20,541,234
国庫負担金収入 9,770
調整保険料収入 279,300
繰入金 300,000
国庫補助金収入 698,503
特定健康診査等事業収入 4,865
財政調整事業交付金 309,495
雑収入 68,827
収入合計 22,211,994千円
経常収入合計 20,608,614千円

支　出
科目 決算額（千円）
保険給付費 9,347,501
 （法定給付費） （9,277,203）
 （付加給付費） （70,298）
納付金 10,379,837
 （前期高齢者納付金） （5,442,297）
 （後期高齢者支援金） （4,937,349）
 （退職者給付拠出金） （164）
 （病床転換支援金） （27）
保健事業費 463,627
還付金 447
財政調整事業拠出金 278,985
連合会費 8,789
積立金 15,562
その他 4,798 
事務費 274,758
支出合計 20,774,304千円
経常支出合計 20,492,783千円

決算残金処分内訳
種別 金額（千円） 
準備金 1,437,380 
財政調整事業繰越金 310 
合 計 1,437,690千円

⃝一般勘定

〈基礎数値〉
介護保険第2号被保険者数………33,085人 
介護保険第2号被保険者たる被保険者数…26,166人 
平均標準報酬月額…………………346,898円 

収　入
科目 決算額（千円）
介護保険料収入 2,326,747
雑収入 17 
合 計  2,326,764千円

支　出
科目 決算額（千円）
介護納付金 2,239,368
介護保険料還付金 1,209
合 計 2,240,577千円

決算残金処分内訳
種別 金額（千円） 
介護準備金 86,187 
合 計 86,187千円 

⃝介護勘定

選 定

理 事 長 金原 利道
日鍛バルブ株式会社

選定理事 遠藤 太嘉志
日総工産株式会社

選定理事 大下 政司
一般社団法人日本自動車部品工業会

選定理事 須田 道宏
日本サーモスタット株式会社

選定理事 小泉 裕俊
日本自動車部品工業健康保険組合

選定監事 中祖 考司
日本自動車部品工業企業年金基金

選定議員 石川 泰一
株式会社自動車部品会館

選定議員 伊藤 勝裕
菊川シール工業株式会社

選定議員 坂口 竟晤
東洋電装株式会社

選定議員 清水 敦史
株式会社アーレスティ

選定議員 諏訪 真
寿屋フロンテ株式会社

互 選

互選理事 大嶌 憲太郎
株式会社桂川精螺製作所

互選理事 恩田 清
タカラ株式会社

互選理事 高橋 順一郎
原田工業株式会社

互選理事 長田 洋
ニコル・レーシング・ジャパン合同会社

互選理事 藤戸 祐次郎
株式会社武部鉄工所

互選監事 鈴木 忠
一般財団法人日本自動車研究所

互選議員 阿部 浩行
矢島工業株式会社

互選議員 大島 清和
株式会社ティラド

互選議員 山口 誉
株式会社ムロコーポレーション烏山工場

互選議員 𠮷田 泰
新構造材料技術研究組合

互選議員 渡辺 穣治
株式会社五光製作所

（五十音順）
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収入の平均額で保険料が決まります

　毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月～ 6
月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬を算定
します。これを定時決定といい、この時に提出する書類を
「被保険者標準報酬月額算定基礎届」といいます。
　標準報酬月額は、基本給だけでなく、各種手当（残業手
当、通勤手当など）や現物での給与（食事、社宅など）も含

まれます。新たな標準報酬は9月分の保険料から適用さ
れることになりますので、10月分の給与から保険料が変
更されることになります。
　定時決定された標準報酬は、翌年の8月まで（または、随
時改定や育児休業終了時改定が行われるまで）使用され
ます。

被保険者の皆様が実際に受ける報酬と標準報酬月額が大きくズレないように、
毎年1回、4月・5月・6月の全被保険者の報酬月額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額を決定します。
9月分保険料（10月控除分※）から新しい標準報酬月額が適用されます。
※健康保険料の控除は、翌月に支払われる給料から行っていただくこととなっておりますので、
　新しい標準報酬月額が適用される９月分保険料は、１０月に支払われる給料から控除されます。

3ヶ月分の給与の平均が
標準報酬月額となる

算定基礎届が
健保へ提出される

報酬となるもの 報酬とならないもの

金
銭
で

支
給
さ
れ
る
も
の

● 基本給
 （月給・週給・日給など）
● 諸手当
 （残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、
 役付手当、休業手当など）
● 賞与・決算手当
 （年4回以上支給されるものなど）

● 事業主が恩恵的に支給するもの
 （病気見舞金、災害見舞金、結婚祝金など）
● 公的保険給付として受けるもの
 （傷病手当金、休業補償給付、年金など）
● 臨時的、一時的に受けるもの（大入袋、解雇予告手当、退職金など）
● 実費弁償的なもの（出張旅費、交際費など）
● 年3回まで支給されるもの
 （賞与など年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象となる）

現
物
で

支
給
さ
れ
る
も
の

● 通勤定期券・回数券　●食事・食券　
●社宅・独身寮　
●被服（勤務服でないもの）など
※定期券代などは、消費税を含めた額を
　報酬として算入します。

● 食事
 （本人からの徴収金額が現物給与の価額の2/3以上の場合）
● 社宅
 （本人からの徴収金額が現物給与の価額以上の場合）
● 制服・作業衣などの勤務服など

●報酬となるもの・ならないもの

　健康保険や厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの等級に区分した仮の報酬（「保険料等級表
（一部抜粋）」参照）にあてはめ、これをもとに保険給付額や保険料を計算します。この仮の報酬を「標準報酬月額」といいます。

報酬に基づいて保険料や保険給付額を計算します

毎年9月に標準報酬が見直されます

適 用（9月1日から翌年8月31日まで）

9月分の保険料から適用
10月分の給与から変更される

月 月 月 月 月 月 月

収入収入収入収入収入収入収入

定時決定

標準報酬月額



随時決定
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標準報酬月額は、１等級（58,000円）から50等級（1,390,000円）に分かれています。
決定された標準報酬月額は保険料の計算の他、傷病手当金や出産手当金の保険給付の計算にも使用されます。

等級 標準報酬月額 実際の報酬（給与） 健康保険料
本人負担額

1 58,000円 63,000円未満 2,813円

2 68,000円 63,000円以上 73,000円未満 3,298円

3 78,000円 73,000円以上 83,000円未満 3,783円

4 88,000円 83,000円以上 93,000円未満 4,268円

21 280,000円 270,000円以上 290,000円未満 13,580円

22 300,000円 290,000円以上 310,000円未満 14,550円

23 320,000円 310,000円以上 330,000円未満 15,520円

24 340,000円 330,000円以上 350,000円未満 16,490円

50 1,390,000円 1,355,000円～ 67,415円

●保険料等級表（一部抜粋）

※健康保険料については当健康保険組合ホームページ「保険料月額表」をご覧ください。
➡ ➡ホーム 健保のしくみ 当健康保険組合の保険料 ➡ 保険料月額表

給与に大幅な変更があった場合は
標準報酬が見直されます

7月 8月 9月
２９．５万円 ３０．０万円総額 ３０．５万円 ➡【合計】９０．０万円【平均】３０．０万円

新しい
標準報酬月額
３００，０００円

健康保険料
本人負担額
１４，５５０円

4月 5月 6月

届出対象月

従来の
標準報酬月額
２８０，０００円

健康保険料
本人負担額
１３，５８０円

総額２９．０万円 ２８．０万円 ２７．０万円 ➡【合計】８４．０万円【平均】２８．０万円

新しい
標準報酬月額
２８０，０００円

健康保険料
本人負担額
１３，５８０円

7月 8月 9月4月 5月 6月

届出対象月

従来の
標準報酬月額
２８０，０００円

健康保険料
本人負担額
１３，５８０円

〈注〉固定的賃金とは、基本給、役職手当、家族手当、住宅手当など月単位で決まった額で支給されるものをいいます。

　給与体系の変更や、大幅な昇給
（降給）があると、定時決定した標準
報酬と実際に支給される給与とが
かけ離れてしまいます。その場合に
は、標準報酬月額を改定する必要が
生じます。これを随時改定といいま
す。随時改定は、右の3つの条件が
すべて該当したときに行われます。

※健康保険料の控除は、翌月に支払われる給料から行っていただくこととなっておりますので、
　新しい標準報酬月額が適用される９月分保険料は、１０月に支払われる給料から控除されます。

1固定的賃金の変動または、賃金（給与）体系の変更が　
　あったとき

2変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の
　支払基礎日数が17日以上あるとき

33ヶ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬と
　比べて2等級以上の差を生じたとき

【例】保険料が変わる人 Aさん（39歳） 保険料が変わらない人 Bさん（38歳）

Bさんは
そのまま

Aさんの
新しい等級

届出対象月届出対象月

【【
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●受健当日までに資格喪失している方も受けることができません。
　※重複受健・資格喪失後の受健は全額自己負担となります。　　

●申込者については、後日「申込者一覧リスト」を会社の担当者様へ
　お送りいたします。

留意点
●令和3年４月～令和4年３月の期間にて、つぎの健診等を受けた方、
　または受ける予定の方は、当該健診を受けることができません。

■生活習慣病予防健診A2・Ｂ（35歳以上の本人）　
■生活習慣病予防健診Ｄ（35歳以上の本人、被扶養者）
■特定健診E（40歳以上の本人、被扶養者）

●本人（35歳以上） 
●被扶養者（妻のみ）対象となる方

実施時期 ●10月～2月実施

一部負担額 5,000円

※健診料金約18,000円との差額は健康保険組合が補助します。

●本人 ２～３ヶ月後、会社へ請求いたします　
●被扶養者（妻） 「当日窓口で現金」または「振込用紙で後日」

健診結果郵送
通常、3週間前後で受健者本人のお手元に届きます。

 〈お問い合わせ〉医療施設課 ☎０３-３４４３-４２５７

婦人生活習慣病予防健診 
実施のお知らせ

秋季

令和3年度 婦人生活習慣病予防健診を受けるには
当健康保険組合ホームページで健診会場を確認する

（https://kenpokumiai.jp）

一部負担金は２～３ヶ月後
会社へ請求いたします。

（本人のみ）

一部負担金のお支払 5,000円（妻のみ）
「当日窓口で現金」または「振込用紙で後日」

※支払方法は健診会場によって異なりますので、健診機関の
　案内に従ってください。
※振込手数料は受健者負担になります

健診日当日
※受健資格の確認のため、保険証をご持参ください。
※医師採取法での子宮検査は近隣の婦人科医院か会場（健診車）で行うため、健康診断と同日に受健できない場合があります。

9月中旬から順次、健診日の２～３週間前までに受診票が健診実施機関より送付されます。

申込期限：令和3年7月16日（金）必着

東京都総合組合保健施設振興協会のホームページから
インターネットで直接申し込む

https://system.toshinkyo.or.jp/fujinka
パソコン・スマホ

※ スマートフォンは
　右のQRコードからも申し込めます。
　（パソコン用の画面です。）

当健康保険組合ホームページで健診会場を確認する

被扶養者（妻・年齢制限なし）
所定の用紙に記入して郵送
またはFAXで直接当健康保
険組合に送付してください。

本人（35歳以上・女性）
健康保険事務担当者様に受健
希望の旨を伝えてください。
申込書は担当者様から当健康
保険組合に送付してください。
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よくあるご質問

検査項目はなにがありますか？

受診票が届かなくて「いつ実施するのか」心配なのですが…

検査項目は次のとおりです。

受診票で指定された日程が合わなかった場合、変更はできますか？
できれば申し込むときに実施日を指定したいのですが、可能ですか？

8月に夫が退職して、その後２年間任意継続に加入する
予定です。申し込みをしても大丈夫ですか？

※マンモグラフィに変更ができる会場については会場一覧をご確認ください。

会場
4 4

によ
4 4

っ
4

て
4

 は乳房診の超音波をマンモグラフィに
変更可能とのことですが、両方を受けることは可能ですか？

受診票が届かなくて「いつ実施するのか」心配なのですが…

8月に夫が退職して、その後２年間任意継続に加入する
予定です。申し込みをしても大丈夫ですか？

できれば申し込むときに実施日を指定したいのですが、可能ですか？

検査項目はなにがありますか？

変更可能とのことですが、両方を受けることは可能ですか？

健診の設定上、申込時に両方を選ぶことはできません。選ばなかっ
た検査を追加できるかは、9月中旬以降に届く受診票に記載されて
いる健診実施機関にお問い合わせください。追加にかかる費用は
健保組合の補助対象外となり、全額ご負担いただきます。

。選ばなかっ
た検査を追加できるかは、9月中旬以降に届く受診票に記載されて
いる健診実施機関にお問い合わせください。追加にかかる費用は

健診日当日に当健康保険組合に加入している場合のみ
受健可能です。もし、資格がない状態で受けてしまった
場合には健診費用全額を後日請求いたします。

9月から健診機関より順次発送されますが、健診機関によっては健診日直前
まで発送を控えるところがあるようです。もうしばらくお待ちください。
9月以降、東振協に問い合わせいただければ実施日をご案内できます。
（東振協婦人健診専用ダイヤル ☎03-5619-5910）

お申し込みの段階で実施日を指定することはできませんが、9月以降、
実施日・会場の変更は可能です。東振協にご相談ください。
ただし、会場日程の都合でご希望に沿えない場合がありますのでご了
承ください。（東振協婦人健診専用ダイヤル ☎03-5619-5910）

検査項目 内　容
①問診 医師がご相談を受けます
②身体計測 肥満度の判定
③視力 視力の測定

④血圧測定 血圧値によって、心臓が正常に
働いているかチェック

⑤聴力
（オージオメーター） 聴力の異常の有無（本人のみ）

⑥検尿 糖尿病・腎疾患の発見
⑦胸部Ｘ線 呼吸器系の異常の有無

検査項目 内　容
⑧心電図 心臓機能の異常の有無
⑨血液検査 糖尿病・貧血・腎・肝疾患などの発見
⑩血球検査 血液の異常の有無
⑪胃部Ｘ線 胃・十二指腸疾患の発見（35歳以上）
⑫便潜血反応 大腸疾患の発見

⑬乳房診 乳がんなどの発見
（超音波またはマンモグラフィ）

⑭子宮検査（頸部）
　※希望者のみ

子宮頸がんなどの発見
（自己採取法または医師採取法）
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を予防しよう
新型コロナ感染防止対策をしながら

暑さを避けましょう のどが渇いていなくても
こまめに水分補給をしましょう

熱中症警戒アラートを活用しましょう

日ごろから体調管理をしましょう

屋外で人と十分な距離（2m以上）を確保できる場合は
適宜マスクをはずしましょう

ウィズコロナの夏、感染防止の３つの基本
「身体的距離の確保」「マスクの着用」「こまめな手洗い」や
「３密（密集、密接、密閉）を避ける」等の「新しい生活様式」を実践しながら、
熱中症を予防しましょう。とくに、高齢者、子ども、障害者の方々は
熱中症になりやすいので、十分に注意しましょう。

一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を循環
させるだけで、換気は行っていません。

※北海道、東京都、鹿児島県、沖縄県はよりこまかい発表区分があります。

●外出時は涼しい服装にし、日傘や帽子を使用する。
●少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ移動する。
●外出時、涼しい室内に入れなければ、日陰に入る。

● １日あたり1.2ℓを目安に水分補給。
● 入浴前後や起床時も
 まず水分補給を。
● 大量に汗をかいたときは
 塩分も忘れずに。

　熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると
予想される日の前日夕方と当日早朝に都道府県ごと※に発表さ
れます。発表された日には、外出を控える、エアコンを使う等の
熱中症予防行動を積極的にとりましょう。

●毎日決まった時間に定時の体温測定と健康チェックをする。
●体調が悪いときは、無理せず自宅で静養する。

▶強い負荷のかかる作業や激しい運動は避けましょう。　　
▶のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。
▶気温・湿度が高いときは特に注意しましょう。

エアコン使用中も
こまめに換気をしましょう

● 窓とドアなど2カ所を開ける。
● 扇風機や換気扇を併用する。
● 換気後は、室内温度が高くなるので、エアコンの 
 温度設定をこまめに調整する。

マス 熱中症ク 換 気 悪の 空間い 閉密 を改善！に注意！

　マスクを着用していると、熱が体の中にこもりやすくなったり、のどの
渇きを感じづらくなって知らないうちに脱水が進み、熱中症のリスクが
高くなります。人と十分な距離（2m以上）を確保できるときは、マスクを
はずしましょう。

マスクを着用して
いるときは…

注意

2m以上 2m以上

十分な距離

500㎖のペットボトル2.5本分

詳しい情報はこちら 環境省 熱中症
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を防ぐ
安全な調理法を心がけましょう

生食するものに
“つけない”

スピードを意識して
“増やさない”

気温や湿度が上昇すると、食中毒のリスクも上がります。
食中毒の原因は、細菌、ウイルス、寄生虫などさまざまですが、予防のキホンは同じです。
毎日の食事が危険なものにならないように、安全な調理法を心がけましょう。

食中毒になったら
水分補給を

　加熱が必要な食材についていた細菌やウイルスが、生で
食べるものや口に入れるものについてしまうことで、食中毒
のリスクが上がります。買い物のときは別々のビニール袋に
入れるなど気をつけていても、調理中の置き場所が近かっ
たり、包丁やまな板の使い分けなどが不十分なケースもあり
ます。口に入るまで、“つけない”ことを徹底してください。
　また、焼き肉や鍋物など、食卓で生の肉や魚介類を扱うと
きは、専用の菜箸やトングを使い、食べたり取り分けたりす
る箸とは別にしましょう。

　多くの細菌やウイルスは、加熱調理で死滅させることが
できます。中心部の温度を75度以上で1分以上加熱しま
しょう（ただし、冬に流行するノロウイルス対策としては中
心温度85度以上で90秒以上の加熱が必要です）。
　また、生で食べる野菜、魚介類は流水でよく洗うことが大
切です。調理器具も、使用後はよく洗って、熱湯や塩素系漂
白剤でしっかり消毒しましょう。

　一般的に食中毒をおこす細菌は、常温以上で増えやすく
なります。食材の買い物の際は、冷蔵・冷凍が必要なものを最
後に購入し、帰宅したらすぐに冷蔵庫・冷凍庫へ保存しましょ
う。また、調理後の温かい料理を保存するときは、浅めの容
器に分けて素早く冷まし、冷蔵・冷凍するのがポイントです。

　なお、調理の際は、包丁やまな
板などの調理器具は、使い終わっ
たらそのままにせず、すぐに洗い
ましょう。スピードを意識するこ
とが、“増やさない”ことにつなが
ります。

　食中毒の症状は、一般的に下痢、腹痛、熱、おう吐などで
す。同じ食事をした人に同様の症状があれば食中毒を疑い
ましょう。症状がひどいときは、安易に自己判断で下痢止め
薬などを服用することは避け、医療機関を受診しましょう。
　下痢やおう吐がある場合、脱水症状を防ぐことが大切で
す。冷たいものを一度にたくさん飲むと気持ち悪くなって
しまいますので、こまめに少しずつ、常温で水分補給をして
ください。

　なお、調理の際は、包丁やまな
板などの調理器具は、使い終わっ
たらそのままにせず、すぐに洗い
ましょう。スピードを意識するこ
とが、“増やさない”ことにつなが
ります。

注：ウエルシュ菌は熱に強
く空気がきらいな菌です。
カレーやシチューを温め
直すときは、底までしっか
り空気が通るようにかき
混ぜながら加熱を。

加熱調理で
“やっつける”
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料金は補助金適用前の金額です。シーズンによってはお得な時期がありますので、お問い合わせの際にご確認ください。

3,000円を補助します！ 日本金型工業健康保険組合

お申込・お問い合わせは 日本金型工業健康保険組合  TEL：03-3255-7672

所在地／栃木県日光市川治温泉36　
交　通／東武快速電車「川治湯元」駅下車、
徒歩7分
※無料送迎あり（要予約）

金型かわじ荘
日光鬼怒川・川治温泉

※（　）内は11歳以下の子供料金。
　4歳未満は無料（食事／寝具なし）

利用料金（1泊2食付・税込）

平日・日曜 6,900円（4,000円）
土曜・休前日 9,000円（5,000円）

所在地／新潟県妙高市赤倉585-22　
交　通／ JR北陸新幹線「長野」駅➡しなの鉄道
「妙高高原」駅➡バス「赤倉銀座」下車、徒歩5分
※無料送迎あり（要予約）

金型あかくら荘
妙高高原・赤倉温泉

※（　）内は11歳以下の子供料金。
　4歳未満は無料（食事／寝具なし）

利用料金（1泊2食付・税込）

平日・日曜 7,900円（4,500円）
土曜・休前日 10,000円（5,500円）

所在地／神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷450-24
交　通／ JR東海道新幹線「小田原」駅・小田急
線「小田原」・「箱根湯本」駅➡箱根登山鉄道「小
涌谷」駅下車、徒歩7分 ※無料送迎あり（要予約）

金型はこね荘
箱根・小涌谷温泉

※（　）内は11歳以下の子供料金。
　4歳未満は無料（食事／寝具なし）

利用料金（1泊2食付・税込）

平日・日曜 9,500円（6,000円）
土曜・休前日 11,000円（7,000円）

保養施設をご利用ください！
健康保険組合ではみなさまの健康増進と保養のための施設を開設しています。

http://www.sempos.or.jp/naruko/

鳴子やすらぎ荘
しっとり、あったか、やすらぎの湯

〒989-6832 
宮城県大崎市鳴子温泉字星沼18-2
TEL.0229（87）2121
FAX.0229（87）2502

9,900円～
一泊二食付・税込

9,400円～
一泊二食付・税込

9,350円～
一泊二食付・税込

9,500円～
一泊二食付・税込

http://www.sempos.or.jp/hakone/

箱根嶺南荘
姫に優しいしっとりの湯

〒250-0405 
神奈川県足柄下郡箱根町大平台442-1
TEL.0460（82）2898
FAX.0460（82）5376

http://www.sempos.or.jp/misaki/

サンポートみさき
三崎朝市隣接の宿

〒238-0243 
神奈川県三浦市三崎5-3806
TEL.046（882）2900
FAX.046（881）7491

http://www.sempos.or.jp/yaizu/

やいづマリンパレス
焼津黒潮温泉の宿

〒425-0022
静岡県焼津市本町1-6-3
TEL.054（629）1011
FAX.054（628）5819

最大5,000円の補助を利用できます！ 船員保険 センポスの保養施設
料金は補助金・宿泊割引券適用前の金額です。
宿泊割引券（2,000円・大人のみ）は当健康保険組合から利用券と一緒にお送りいたします。

補助券
3,000円

宿泊割引券
2,000円＋

新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては利用できないこともあります。予約の際にご確認ください。

お申込・お問い合わせは 各施設にお電話してください。
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国内・海外の豊富な旅行プランの中からお選びください。

特別料金で利用できます！

ツアー代金・航空券代金に応じ
て右記の割引を適用いたしま
す。ただし、人数限定のキャン
ペーンツアー、PEX航空券（正
規割引航空券）など、一部対象
外の商品がございます。詳しく
はお問い合わせください。

ベネフィット割引よりもさらにお得な割引や、特定商品の特別優待などを、
専用サイトにてご案内いたします。条件等の詳細は、専用サイトにてご確認
ください。

専用サイトに掲載された厳選コースを、優待特価にてご提供
いたします。上記のベネフィット割引の併用ができます。

ベネフィット割引
（パッケージツアー、航空券の優待割引特典）

特典
1

特別優待キャンペーン（不定期）特典
4インプレッソ（添乗員同行ツアー）割引特典特典

2

利用対象者 被保険者と、その2親等以内の親族

HISベネフィットデスク

特典

海外パッケージツアー、日本発
海外航空券をお申し込みいた
だくと、1グループに付き1台分
右記の優待をご利用いただけま
す。ご希望のお客様に限らせて
いただきますので、ご予約の際
に担当にお申し付けください。

空港駐車場ご優待特典
3

プレミアパーキング3日間無料

サンパーキング2,000円分利用券
サンレッドガレージ2,000円分利用券

または

下記の専用電話にてお申し込みください。店頭・インターネットからのお申し込みには適用されません。利用方法

商品を決める

STEP2
下記の特典専用ダイヤルへお電話
〈海外旅行〉 050-5894-3823
〈国内旅行〉 050-5894-3824

STEP3
ご予約の際、健保組合名「日本
自動車部品工業健康保険組合」
をお伝えください

STEP4
ご予約・特別優待が
受けられます

STEP5
専用ホームページから
商品を検索する

STEP1

●健保組合からの補助はありませんので「保養所利用申込書」の提出は不要です

※その他の契約先、利用方法につきましては当健康保険組合ホームページをご覧ください。

その他施設も多数ございます。健康保険組合HPまたは「さくら綜合レジャー」クリックでもご覧頂けます。

さくら綜合レジャー3,000円を補助します！

お申込・お問い合わせは さくら綜合レジャー  TEL：03-3434-0333 （平日9：00 ～17：00 土日祝祭日は定休日）
●掲載している各施設は１泊２食付（サ込み・消費税込み）入湯税別の大人お１人の料金です。　●小学生70％・３歳～未就学児は50％

岸
き し

権
ご ん

旅館
群馬・伊香保温泉
創業天正四年、450年続く老舗名旅館！

1室2名様 1室3名様 1室4～5名様

7/1~
9/30

サービスデー 11,000円 11,000円 11,000円
平 日 14,300円 12,650円 11,550円

土曜・休前日 17,600円 16,500円 15,400円
8/7~11 22,550円 21,450円 20,350円
8/12~14 23,100円 22,000円 20,900円

● 伊香保温泉街石段の中腹に位置し、
おもてなしの心を大切にした、老舗名
旅館。

● 夕食和食、朝食バイキング又は和食。
● お部屋は「和室10畳」禁煙
● １歳～入館料お一人様￥2,200かかり
ます。

● 【サ－ビスデ－の日程】７月19～21日／
８月29～31日／９月１～3日・6～ 9日

● ＪＲ渋川駅より路線バス25分。渋川伊
香保ＩＣより20分。

満ちてくる心の宿 吉夢
千葉・小湊温泉
夕日100選、眺望抜群！

● 夕日100選にも選ばれており、館
内・大浴場露天風呂からの眺望
抜群。全室禁煙。

● 夕食「和食」朝食「バイキング又は
和食」。

● 2歳は施設使用料としてお一人様
￥2,200かかります。

● 夢亭港側客室の料金で「夢亭海
側」「吉亭」は別料金にてご案内。

● 京葉道路・アクアライン経由、首
都圏より約２時間。

1室2名様 1室3名様 1室4名様
平 日 7/1~23･8/29~ 14,300円 12,100円 11,000円
7/3･10･17･18･22･23･8/11･12 17,600円 15,400円 14,300円
平 日 7/25~8/6･16~27 15,400円 13,200円 12,100円
7/24･31･8/7･8･9･21･28 18,700円 16,500円 15,400円

8/10･13･14 27,500円 24,200円 21,000円
8/15 20,900円 18,700円 17,600円

● 館内は、大変綺麗で、ボ－リング
場・卓球場・屋外プ－ル（7/17～
8/22の予定）も完備。ビ－チにも
近く、ファミリ－向け。

● 夕食レストラン和食。朝食バイキング。
● 2歳は施設使用料としてお一人様
￥2,200かかります。

●ＪＲ伊東駅より無料送迎２分（13：
30 ～17：30下りに併せて運行）

ホテル暖香園
伊豆・伊東温泉
湯量豊富な自家源泉、四季折々の会席料理は評判

全室禁煙
● 館内は、大変綺麗で、泉質も
良く「女性やファミリ－層」に
大変評判の良いホテルです。

● ご夕食「レストランにて和
食」。ご朝食「バイキング又
は和食」。￥4,400増しで、
小上がり処での「花小路会
席」にご変更可能。

● ３歳～５歳・食事無しの場合
入館料お一人様￥2,200か
かります。

● 「ＪＲ石和温泉駅」より送迎１
分。駅よりご連絡ＯＫ。中央
道一宮御坂ＩＣより１５分。

1室2～5名様
平 日 9,200円

土曜・7/22･23 12,800円
8/1~21 12,800円

ホテル花いさわ
山梨・石和温泉
泉質（無色透明）が良く、女性やご家族連れに評判！

全館禁煙

2,000円割引／人
5万円以上20万円未満

3,000円割引／人
20万円以上

成田空港

夢亭港側 1室2名様 1室3名様 1室4～5名様
平 日 12,650円 12,100円 11,000円

土曜・休前日 17,050円 16,500円 15,400円
7/22~
8/28

平 日 14,850円 14,300円 13,200円
土曜・休前日 19,250円 18,700円 17,600円
8/7~16 23,650円 23,100円 22,000円



健保だより 2021.7 No.192
発行所／日本自動車部品工業健康保険組合　〒108-0074 東京都港区高輪1-16-15 自動車部品会館　ＴＥＬ：03-3443-4255(代) 表紙イラスト／オノデラコージ

健康保険組合に届出が必要となります。会社のご担当者様にお申し出ください。

「住所が変わったとき」「被扶養者の方が就職したとき」など

実 施 日
令和3年11月13日（土）〜12月4日（土）
会　　場
大宮けんぽグラウンド
品川プリンスホテル高輪テニスセンター
参加資格 本人

参 加 料
ダブルス／１チームにつき…3,000円  
シングルス／１名につき……1,500円

お問い合わせ
医療施設課 
☎03ｰ3443ｰ4257

 参加者募集！
〈申込み締切日〉9月末頃予定

第36回 東京総合健保 硬式テニス大会

213事業所 14,820円
男   38,058人
女   10,537人
合計 48,595人

０.63
男　  329,330円
女　  232,459円
合計  308,325円

男　 10,604人
女　 19,960人
合計 30,564人

211事業所 12,252円
男   39,067人
女   10,874人
合計 49,941人

０.64
男　  341,445円
女　  234,440円
合計  318,146円

男　 11,066人
女　 20,930人
合計 31,996人

（令和3年5月末現在）事業状況
一人当たり医療費扶養率被扶養者数平均報酬月額被保険者数事業所数保険料率

令
和
3
年
5
月
末

令
和
2
年
5
月
末

一般保険料率
9.7％
  事業主    4.85%
  被保険者  4.85%

介護保険料率
1.8%
  事業主     0.9%
  被保険者 　 0.9%

（

（

）

）
一般保険料率
9.7％
  事業主    4.85%
  被保険者  4.85%

介護保険料率
1.8%
  事業主     0.9%
  被保険者 　 0.9%

（

（

）

）

夏期遊園地・プールの契約については、新型コロナウイルス感染拡大の防止を考慮し、
昨年に引き続き契約を見送ることとなりました。

遊園地・プール共通利用券の配布見送りについて

詳細が決まり次第
健保組合ホームページでご案内します

住所が変わったとき 「住所変更届」
「被扶養者（異動）届」被扶養者の方が他の健康保険に加入したときなど


