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職場内で回覧・掲示をお願いします
今日から我が社も

健康経営Ⓡ始めるぞ！

貴社の「健康経営®」をサポートします！

「健康経営®」とは？ 「事業所が従業員の健康維持・増進に積極的に取り組むこと」です。…

　協会けんぽ和歌山支部では、和歌山県と共同で「わかやま健康づくりチャレンジ運動」を
実施し、健康経営®に取り組む事業所様をサポートしています。
　この機会に健康づくりの一歩を踏み出してみませんか？

お隣の会社も、もう「健康経営®」始めているかも？

★「わかやま健康づくりチャレンジ運動」登録事業所数　

282事業所
（令和元年７月末）

482事業所
（令和２年７月末）➡

登録事業所数は１年間で約1.7倍と
なり、和歌山県内でも健康づくりに
取り組む事業所が増えています。

協会けんぽ
からのサポート
（無料）

●健康測定器等の貸出
・血圧計、体重体組成計
・フードモデル　　等

　（　　　　　　  ）食品の塩分量が
一目でわかります

●健康講座
　保健師や管理栄養士が事業所様を訪問し、従業員の皆様へ
病気予防のための実践法などをわかりやすくご紹介します。

テーマ ・メンタルヘルス研修
・女性のための健康サポート 等

・血糖値が気になる方へ
・禁煙教室

さらに、和歌山県から認定を受けられます
　取組が優れている事業所様は、和歌山県から「わかやま健康推進事業所」に認定されます。
　認定を受けるとロゴマークをホームページや広報物等で使用できるようになり、従業員の
健康に配慮している企業であることを社外にアピールできます。 （令和2年7月末時点）

令和２年度
認定事業所数

事業所
77

既にチャレンジ運動を始めている事業所様はさらにステップアップ！ 裏面をご覧ください。既にチャレンジ運動を始めている事業所様はさらにステップアップ！ 裏面をご覧ください。

　「従業員の健康維持・増進こそが収益アップにつながる」という考えのもと、健康づくりを経営的な視点から考え、
戦略的に実践することを「健康経営®」といいます。　※健康経営®は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

「健康経営®」を始めるには、まずはチャレンジ運動の登録を！ こちらから申請書をダウンロードして、FAXまたは郵送でご提出ください。

登録事業所一覧を
ご覧いただけます。
（和歌山支部HP）

❷「登録証」の交付

　健康宣言の証として「登録
証」をお送りします。
　玄関等に掲示して、社内外
にアピールします。

❸健康づくりの実践

　健康づくりの取組メニュー
を実践していただきます。
　既に健康づくりに取り組む
事業所様の取組事例も紹介し
ています。

❹取組結果通知書の送付

　年に1回、事業所様の健康づ
くりの取組状況を同業態と比較
したレポートをお送りします。
　今後の取組の参考にしてい
ただけます。

❶「健康宣言」をする

　申込書を記入し、郵送また
はFAXで提出してください。
（右下の二次元コードよりダウン
ロードできます。）

➡➡ ➡
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〒640-8516  和歌山市六番丁5  
和歌山第一生命ビル3階
TEL：073-421-3100（代表）

知って得する情報満載
メルマガ会員募集中！
（登録はこちらから）

和歌山支部

健康経営優良法人2021の申請が始まっています
　「健康経営優良法人認定制度」とは、経済産業省が主体となり、従業員の健康づくりに取り組む大企業や中小企業等
の法人を顕彰する制度です。
　認定を受けるには、「わかやま健康づくりチャレンジ運動」にご登録いただくことが必須条件です。
　チャレンジ運動で実践していただく取組メニューの中に、「健康経営優良法人」の評価項目も含まれていますので、
チャレンジ運動をステップアップして、健康経営優良法人の認定を目指しませんか？

健康経営優良法人2021 【中小規模法人部門】
●申請締切：令和２年11月27日（金）
●認　　定：令和３年３月頃
※「健康経営優良法人認定制度」の詳細は、
　経済産業省のホームページをご覧ください。

【問合せ先】業務グループ（TEL 073-421-3102）

　健康保険関係書類を申請する際の注意点について
　健康保険関係書類を申請する際の注意点についてまとめました。円滑に給付金をお支払いするため、申請時の添付
書類や記入方法について、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

昨年度は和歌山支部から
21法人が認定されました！

健康保険関係申請書類の添付書類について

高額療養費
●領収書のコピーは不要です
※他の制度から医療費助成（公費）を受けて受診された場合を除く。
　（例：育成医療、更生医療、精神通院医療、難病（特定）医療費助成など)

限度額適用認定申請書
●療養を受ける方が扶養家族（ご家族）の場合
❶ 被保険者情報欄にはお勤めされている方（被保険者）の氏名をご記入ください。
❷ 認定対象者欄には、扶養家族（ご家族）の氏名をご記入ください。

　お勤めされている方（被保険者）が市町村民税非課税等による低所得者の場合は、
「標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。
　なお、添付書類が必要となる場合がありますので、下記までお問合わせください。

健康保険関係申請書類の記入方法について

療 養 費
（立替払・治療用装具）

以下の添付書類は原本が必要です。（コピーは不可）
●領収書
●「医師の意見および装具装着証明書」「眼鏡等作成指示書」（治療用装具）　
●診療明細書（立替払）
※添付書類の返却をご希望の場合は、申請書提出時にその旨をメモ書きで添えてお知らせ
ください。支給・不支給決定後の返却はできません。

認定を受けると
ロゴマークを使用できる

ようになります

法人」の評価項目も含まれて
んか？

認定を受けると

❶❶
❷❷
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