
「健康経営優良法人2021」の認定法人が発表されました

【問合せ先】 企画総務グループ（TEL 073-421-3101）

大規模法人部門 中小規模法人部門（ブライト５００）
●株式会社サイバーリンクス
●東洋ライス株式会社
●社会福祉法人黎明菫会

●小西化学工業株式会社

認定おめでとうございます

　令和３年３月４日、「健康経営優良法人2021」に認定された法人が発表されました。５回目となる今回は、大規模法人
部門に1,801法人、中小規模法人部門に7,934法人が認定されました。そのうち、協会けんぽ和歌山支部加入の事業所様
からは、次の44事業所が認定されました。　※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

中小規模法人部門
●グリーンヒル株式会社
●株式会社小松
●有限会社ＡＬＬＵＲＥ
●株式会社インテリックス
●大阪精機工作株式会社
●有限会社亀井産業
●コアラ保険パートナーズ株式会社
●社会福祉法人しあわせ
●有限会社城東メディカルサービス
●新光産業有限会社
●セイカ株式会社
●精伸興業株式会社
●株式会社南北
●ノーリツプレシジョン株式会社

●光運輸株式会社
●フォーユー有限会社
●三木理研工業株式会社
●山本産業株式会社
●和歌山警備保障株式会社
●和歌山県経営者協会
●和歌山商工会議所
●和歌山精化工業株式会社
●経営サービス協同組合
●株式会社ハヤシ海運
●株式会社レインボーブリッジ
●土生株式会社
●株式会社松谷仏具店
●木本産業株式会社

●株式会社ＴＯＡ
●秋山逓送株式会社
●株式会社狩谷電気店
●有限会社ヤナギヤ
●株式会社中川
●株式会社山長商店
●株式会社スマイルシード
●デュプロ精工株式会社
●株式会社平和エンジニアリング
●株式会社オレンジライフ
●堀本興業株式会社
●泉鋼管工事株式会社

（順不同、敬称略）

「健康経営優良法人2022」の認定を目指しませんか？
　「健康経営優良法人」の申請には、協会けんぽと和歌山県
が共同で実施する「わかやま健康づくりチャレンジ運動」
への登録が必須です。

協会けんぽ和歌山支部　チャレンジ運動 検 索

ご登録はこちらから

「健康経営優良法人認定制度」とは
　経済産業省が主導して、特に優れた健康経営を実践して
いる法人を顕彰する制度です。従業員や求職者、関係企業
や金融機関などから「従業員の健康管理に積極的に取り
組むホワイト企業」として社会的な評価が受けられること
から、人気が高まっています。

（中小規模法人部門2021・協会けんぽ以外の加入も含む）

関西２府４県の認定法人数

　全国の認定法人数は、昨年度に比べ、大規模法人部門
で1.2倍、中小規模法人部門で1.7倍増えており、健康
経営の取り組みがますます広がっていることがわかります。
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従業員を支えるご家族様の約５人に４人は健診を受診していません！
　お勤めされている方は、毎年、労働者の健康確保を目的とした健康診断を受ける機会がありますが、
扶養のご家族様は、なかなか健診を受ける機会がありません。40歳以上の方は、年に１回、健康診断を
受診することが推奨されていますが、現状では、５人に１人しか健診を受診していない状況です。

40歳以上の被扶養者の方も、協会けんぽの補助を受けて受診できます。
事業主様・被保険者様からも、ご家族の方へ、健診の受診をお声かけください。 令和元年度和歌山支部

健診受診率（被扶養者）

受診者
22.4％

未受診者
77.6％

【問合せ先】 保健グループ（TEL 073-435-0224）

令和３年度  健康診断のご案内
　協会けんぽでは、ご加入の皆さまの健康保持・増進のため、年に１度、健診費用を補助しています。自覚症状なく進行し、
深刻な病気につながる生活習慣病を防ぐことを目的とした健診です。被保険者の方は「生活習慣病予防健診」、被扶養者
の方は「特定健診」をご利用ください。

生活習慣病予防健診 ●対象：35歳以上の被保険者（ご本人様）

さらに、年齢に応じて追加できる健診があり、いずれも補助が受けられます。

乳がん検診 1,686円
1,086円

40歳～48歳…
50歳以上……

（自己負担額）

子宮頸がん検診 1,039円36歳～………

付加健診 4,802円（自己負担額）
肺機能検査や腹部超音波検査等、より
詳細な検査が半額で受けられます。

ご本人様もしくは事業所様から
健診機関に電話でご予約ください。申込方法

特 定 健 診 ●対象：40歳以上の被扶養者（ご家族様）

労働安全衛生法の
定期健診項目

胃がん検診

大腸がん検診 7,169円
（自己負担額）

＋

受けられる
健診機関はこちらから
（生活習慣病予防健診実施機関一覧）

和歌山県内約550の病院で、

0円～1,010円の自己負担額で受診できます！
事業主様へのお願い

宛先不明等でご自宅へ郵送できなかった受診券（セット券）は、
事業所様宛に後日お送りします。従業員様を通じて、ご家族様の
お手元に届くよう、ご協力お願いします。

7,150円の補助がでます！

充実の内容でお得に受診
できます！す

○○病院

受け方・
病院一覧は
こちら

健診受診時まで大切に
保管してください！

４月中旬にご自宅（被保険者様の
ご登録住所）にお送りしています。

〒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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B004351683059308B30BB30C330C83020003A00D89AC154EA8C705337525D002000D89AC154EA8CFA519B5228752000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B307F4F287557307E30593002307053375242666E303B75EA8C92300067275950966B30DD4F6430533068304C3067304D307E3059300230C730B930AF30C830C330D730D730EA30F330BF3067306E30705337527E305F306F30D730EB30FC30D53028756B3069905730663044307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


