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株式会社トーメンエレクトロニクス
東洋棉花株式会社
豊通オフィスサービス株式会社
株式会社ユーラスエナジーホールディングス
豊通ファッションエクスプレス株式会社
豊通ケミプラス株式会社
豊田通商ペトロリアムプライベートリミテッド東京支社
オリエンタル鋼業株式会社
株式会社豊通テクノ
豊通保険パートナーズ株式会社
トヨタツウショウメタルズリミテッド
東灘トーメンサイロ株式会社
東洋グレーンターミナル株式会社
関東グレーンターミナル株式会社
東北グレーンターミナル株式会社
O-RUSHインターナショナル株式会社
豊通食料株式会社
日本APT株式会社
株式会社関東コイルセンター
グリーンメタルズ北海道株式会社
クレードル食品株式会社
株式会社TDモバイル
豊通オートモーティブクリエーション株式会社
中部食糧株式会社
株式会社ガット・リハビリィ
豊通レアアース株式会社
トピックス株式会社
株式会社山吉
株式会社ISAO
福助株式会社
福助ロジスティックス株式会社
四国フクスケ株式会社
KBフクスケ株式会社
KBフクスケ株式会社鳥取工場
株式会社トーメンデバイス
十勝冷凍食品株式会社
豊通テキスタイル株式会社
株式会社新三田通信
株式会社ETスクエア
株式会社タルガ
株式会社ツナドリーム五島
トキワエンジニアリング株式会社
株式会社ユーラスエナジージャパン
任意継続

①「課税（非課税）証明書」（市区町村役場
で発行されます。発行手数料はご負
担ください）

②パート・アルバイト先の給与明細（コ
ピー、直近3ヵ月分）

③受給しているすべての年金（老齢年
金・遺族年金・障害年金等）の「年金
裁定通知書」または「年金額改定通知
書」（コピー）

•学生の場合は「学生証（コピー）」または
「在学証明書」のみ

①住民票（世帯全員分）
②仕送り証明書（振込明細書）直近3ヵ月
分
手渡しは証明になりません。必ず証
明できるものが必要です。

上記書類以外にも必要となる場合がありますので、詳細については調査票で
ご確認ください。

18歳以上の被扶養者
■対象除外者
左記事業所の被扶養者
平成25年4月1日以降に認定された被扶養者
任意継続の被扶養者
（１）保険証に記載の資格喪失予定日が平成26年4月1日までの方
（２）保険証番号1001～1061の事業所を退職し、任意継続と

なった方（平成23年、24年に検認を受けているため）

　今年度も、下記の対象事業所におきまして健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者の認定適正化
を図るため、被扶養者の資格確認調査を実施いたします。
　健康保険の被扶養者になるには、一定の条件があります。被扶養者の資格確認は、健保財政を健全に運営
するために実施するものです。調査内容をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。該当
の方には調査票を個別に送付します。期日までに事業所のご担当者様まで必ず書類の提出をお願いします。

　被保険者に扶養されている家族は、保険料を負担せずに加入でき、健康保険の給付を受けたり、
保健事業を活用したりできます。ただし、被扶養者と認められるには条件があります。

１．被保険者の3親等内の親族である
２．主として被保険者の収入によって生活している
３．年収が130万円（日額3,612円、月額108,334円）未満または、60歳以上の方や障害者の方は年収180
万円（日額5,000円、月額150,000円）未満
月収が変動的な場合は、前年度の収入や勤務先による年間見込証明書で判断します。

４．同一世帯※1：年収が被保険者の年収の2分の1未満
別世帯※2：被保険者からの仕送り額※3が年収以上

５．75歳未満

昨年度の資格調査の結果につきまして、下記の通りとなります。

※1

※2

※3

被保険者が単身赴任の場合や子が学生で進学による別居、病院へ入院、お
よび介護保険施設、老人保健施設、障害者支援施設に入所している場合
（ただし、入所前に同居していた場合に限る）は、同一世帯とみなします。
同住所に居住していても、住民票を世帯分離している場合は、別世帯とみ
なします。
仕送りの金額については、次の2つの条件を満たした額を該当家族へ毎月
仕送りしていることが必要です。
①仕送りの金額＋家族の収入>下限基準額
②仕送りの金額>家族の収入

●数字は親等数を表しています。
★の人は、その配偶者も被扶養
者になれます。（同一世帯が条件）
　　　以外の人は、本人と同一
世帯でなければなりません。

健康保険の被扶養者の資格確認調査をします

資格調査にご協力ください

今年度の調査対象事業所

被扶養者の条件

被扶養者になれる範囲

調査対象者

平成25年8月中旬
調査票配付時期

平成25年9月13日（金）

現在、高齢者医療制度は税金や健保組合からの納付金等で賄われて
います。この納付金は各健康保険組合の加入者（被保険者＋被扶養者）の
人数に応じて算出されています。被扶養者の削除の届け出を忘れると、
その被扶養者分も加入者として納付金の額に反映されることから、本来は
必要のない支出が発生することとなり、皆様の保険料の負担が増える要因
にもなります。

調査票提出期限

調査内容等

注意

年間収入が
認定基準金額未満であるか
（①～③のうち該当するもの）

同居・別居
（②は別居の場合のみ）

提出書類確認事項

家族が被扶養者となるには
範囲・生計維持関係・収入制限を満たす必要があります

仕送り下限基準額（人事院の標準生計費資料に基づく）

1人
2人

詳細につきましては、当健康保険組合ホームページよりご確認ください。http://www.toyotsu.or.jp/kenpo/

117,000円／月
175,000円／月

該当者（人数） 仕送り下限基準額

平成24年度 被扶養者資格調査にご協力いただきまして、
ありがとうございました
調査対象者：1,686名　（内）扶養から外れた方：61名
（扶養から外れた理由）●所得オーバー（30名）

●異動忘れ（就職、他保険加入）（15名）
●別居にて仕送り実績無し、仕送り額不足（11名）
●その他（結婚、本国へ帰国等）（5名）



平成25年6月29日（土）～9月23日（月）

健康保険組合ではみなさんの心身のリフレッシュのため、各種保養施設を開設しています。
安心してお値打ちにお泊まりいただけますので、ご家族で、職場のお仲間とぜひご利用ください。

　目の前に広がる美しい白砂の浜辺までは徒歩10秒！気軽に海水浴が楽しめます。観光農園花ひろばでは
ひまわりが見頃に。南知多ビーチランド内のおもちゃ王国も子供たちに大人気です。夜は、新鮮な地元の魚介
類を食材にしたボリューム満点の美味しいお料理をどうぞ。

所 在 地／愛知県知多郡南知多町山海 電 話／0569-62-0373
1日の収容人数／2部屋（約12名）契 約 期 間／7月19日（金）～8月31日（土）

交通のご案内／お車：南知多道路古布ICから山海海岸へ約5分
　電車：名鉄知多新線内海駅下車タクシーで山海へ約6分

ホームページ／http://www15.ocn.ne.jp/̃nakamu12/nakamuraya/
利 用 料／（1泊2食付・税込）大人4,000円／人（室料無料、夕食3,300円、朝食700円）

子供2,200円／人（室料無料、夕食1,500円、朝食700円）
※大人料金は夕食が大人食（9品程度）、子供料金は子供食（5品程度）になります。
※活きづくり、伊勢エビ、貝類盛合わせ等特別料理のご用意もできます。ご希望の方は直接現地にご相談ください。

予 約 先／豊田通商健康保険組合　TEL052-584-5053
　ご予約後、利用申込書を健康保険組合までご提出ください。

民宿　中村屋

　車山や霧ヶ峰など緑豊かな高原では7月にはニッコウキスゲ、8月にはマツムシソウ、他にも約800種類の
高山植物がお出迎え。山頂からは大パノラマが広がります。テニス、乗馬、ハンググライダー、ゴルフ（予約を
受け付けます）などのスポーツや、美術館めぐり等も楽しむことができます。

所 在 地／長野県茅野市車山高原3413 電 話／0266-68-2660
1日の収容人数／32名契 約 期 間／7月1日（月）～8月31日（土）

交通のご案内／中央自動車道諏訪ICから
　・R152・ビーナスライン経由28km　・R20上諏訪・ビーナスライン経由30km

ホームページ／http://www.winds-hotel.com/
利 用 料／（1泊2食付・税込）

予 約 先／リゾートイン・ウインズ　TEL 0266-68-2660
　ご予約後、利用申込書を健康保険組合までご提出ください。

リゾートイリゾートイン・ン・ウインズウインズリゾートイン・ウインズ

夏休みの思い出づくりは健保の保養所で夏休みの思い出づくりは健保の保養所で夏休みの思い出づくりは健保の保養所で

A：豊田通商健康保険組合被保険者およびその2親等内　B：その他

7/1～8/2
8/18～8/31

A B

4,200円

3,100円

2,400円

1,200円

1,200円

無料

8,300円

6,200円

6,400円

3,200円

3,200円

無料

大　人
（中学生以上）

子　供
（小学生）

幼　児
（ベッド有/食事有）

幼　児
（ベッド有/食事無し）

幼　児
（ベッド無し/食事有）

幼　児
（ベッド無し/食事無し）

8/3～8/17

A B

4,200円

3,200円

2,400円

1,200円

1,200円

無料

9,500円

7,400円

6,400円

3,200円

3,200円

無料

大　人
（中学生以上）

子　供
（小学生）

幼　児
（ベッド有/食事有）

幼　児
（ベッド有/食事無し）

幼　児
（ベッド無し/食事有）

幼　児
（ベッド無し/食事無し）

▼予約は、下記予約先までご連絡ください。

夏期保養施設のご案内 夏期施設のご案内

ナガシマジャンボ海水プールがナガシマジャンボ海水プールが
割引料金で利用できます割引料金で利用できます

ナガシマジャンボ海水プールが
割引料金で利用できます

当健康保険組合では、みなさんの健康づくりの一助にと、
今年もナガシマジャンボ海水プールと契約いたしました。

ご家族や職場のお仲間との夏のレジャーにぜひご利用ください。

利用料金

利用期間

豊田通商健康保険組合の被保険者および被扶養者

利用対象者

割引券をプール窓口に提出し、契約料金をお支払いください。
割引券は各事業所人事、総務、健康保険組合などで配布しています。

利用方法

三重県桑名市長島町浦安333番地　TEL0594-45-2000

所 在 地

2,400円

1,700円

1,000円

3,200円

2,400円

1,400円

大人
（中学生以上）

幼児
（2歳以上）

小学生

豊田通商
健康保険組合の
割引料金

通常料金

※料金にはプール入場料の他に遊園地入場料が含まれます。
　（乗り物料金は別途）


