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健康管理課

P.3　P.4

P.5

インフルエンザ予防接種
補助金請求

近隣の医療機関にて
随時接種

被保険者
被扶養者

【関内・日本大通り駅】

リロの会議室
関内横浜スタジアム前

【築地駅】

電気工事会館

歯科検診同時実施
（詳細はヘルスコムサット10月号に同封）

実 施 種 別

400円～1,960円程度
※費用は医療機関により異なります

全国各会場
（全国約200ヵ所）

各医療機関による

歯科検診同時実施日有り
（詳細は同封の歯科検診のご案内参照）

頁

全額自己負担後、健保へ補助金請求書提出
接種費用は医療機関により異なります

会場による

接 種 方 法 対　象　者
接 種 費 用
(一人当)

期　間 備　考

医療機関にて実施
（全国約3,000ヵ所）

10/1(金)～3/31(木)

窓口支払時に補助金額を控除した額となります
医療機関・会場一覧は東振協HPをご覧ください

頁備　考接 種 方 法 対　象　者 接 種 費 用

無料

期　間

10/18(月)～10/21(木)

10/22(金)、
10/25(月)～10/29(金)、
11/　1(月)～11/　5(金)

※11/3(水)は除く

11/22(月)～11/26(金)
※11/23(火)除く

11/29(月)～12/17(金)
15日間

11/17(水)～11/19(金)

〃

〃

〃

インフルエンザ接種のみ実施

11/8(月)～11/12(金)

11/15(月)～11/19(金)

会場名・最寄駅

【市ヶ谷駅】

東京トラック事業健保会館

【飯田橋駅】

【大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ駅】
【京阪・JR京橋駅】

ツイン21MIDタワー

被保険者
被扶養者

(16才以上)

左官工業協同組合

補助金請求不要

東振協契約医療機関
予防接種

　 500円～3,000円程度
※費用は医療機関により異なります

被保険者
被扶養者

【渋谷駅】

FORUM8

予約制

(健保HPよりWEB予約)

(大阪地区会場予防接種のご
予約は10月スタート)

Ⅰ．令和3年度インフルエンザ予防接種実施方法一覧
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　3.健診・人間ドック同時接種

　4.事業所出張予防接種

　※接種費用無料の事業については報道健保にて費用を負担しています

健康管理課

大阪府結核予防会 700円 11/1(月)～1/31(月)

頁

P.7

P.6

700円

住所

接 種 方 法

【水道橋】
結核予防会

総合健診推進センター

1,000円～1,960円
※費用は医療機関により

異なります

接 種 費 用
(一人当)

接 種 費 用
(一人当)

無料

期　間

10/11(月)～1/31(月)

10/1(金)～1/31(月)

11/1(月)～1/31(月)

11/1(月)～1/31(月)

期　間

10/1(金)～1/31(月)

医療機関により異なります P.8

頁

健診時同時接種

東振協契約医療機関

結核予防会
総合健診推進センター

事業所出張接種 出張先事業所被保険者

東京都中央区築地7-6-5

東京都千代田区三崎町1-3-12

大阪市中央区道修町4-6-5

東京都港区六本木5-5-1

東京都中央区日本橋本町1-5-6

横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13

医療機関名・最寄駅 対　象　者 備　考

【築地】
報道健保築地健診プラザ

接種予定者数100人以上目途（応相談）

接種予定者数下限は医療機関により異なる

【六本木】
新赤坂クリニック

健診受診者
(予防接種のみ不可)

人間ドック受診者
(予防接種のみ不可)

人間ドック同時接種

【淀屋橋】
大阪府 結核予防会

【三越前】
日本橋室町クリニック

【横浜】
横浜北幸クリニック

対　象　者医療機関名・最寄駅 接 種 方 法
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(1) 会場・接種期間

(2) 対象者

被保険者及び被扶養者（16歳以上）

　ただし、以下の方は予防接種を受けられません

　①喘息・体調不良の方　②卵アレルギーの方　③ワクチン接種で具合の悪くなった経験のある方

　④定期的に通院し、主治医から予防接種受診の了承をとっていない方　⑤医師の予診により、予防接種を受けることが不適当と判断された方

健康管理課

13:00～15:45 

受付時間

※11/3(水)は除く

市ヶ谷駅　徒歩5分

飯田橋駅　徒歩5分

9:30～11:45 

会場名 接種期間

10/22(金)

10/25(月)～10/29(金)

11/1(月)～11/5(金)

東京トラック事業
健保会館

左官工業協同組合

10/18(月)～10/21(木)

大阪ビジネスパーク駅 徒歩1分

京橋駅　徒歩5分
大阪市中央区城見2-1-61

住　　所

渋谷区道玄坂2-10-7

横浜市中区山下町252
関内駅　徒歩5分

日本大通り駅　徒歩8分

千代田区四番町5番地7

新宿区揚場町1番21号

渋谷駅　徒歩5分

築地駅　徒歩3分

新富町駅　徒歩2分

最 寄 駅

中央区築地3-4-13

ツイン21MIDタワー

リロの会議室
関内横浜スタジアム前

11/22(月)～11/26(金)

　　　※11/23(火)祝日除く

FORUM8

11/17(水)～11/19(金)

11/8(月)～11/12(金)

11/15(月)～11/19(金)

電気工事会館
11/29(月)～12/17(金)

　※インフルエンザ予防接種のみ（15日間）

1．東京・横浜・大阪地区会場予防接種

Ⅱ．実 施 要 領
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(3) 接種費用

無料

(4) 予約

予約制【報道健保のHPからご予約ください。予約方法は別紙「 インフルエンザ予防接種・歯科検診のWEB予約方法について」をご覧ください】

　※大阪地区会場予防接種のご予約は10月スタートとなります。
　

(5) 持参するもの

① 健康保険被保険者証

② ｢予診票｣

③ ｢新型コロナウイルス感染拡大防止のための質問票｣

　（②.③は報道健保のＨＰよりダウンロードし、予めご記入のうえお持ちください。9月下旬頃アップ予定です。）

　※未成年者（16才以上20才未満）が1人で来所する際は｢保護者同意書｣が必要になります。報道健保のHPをご覧ください

健康管理課

【千代田区】東京トラック事業健保会館 10/18(月)～10/21(木)10010/12(月)～10/16(金/12(月)～10/16(金

【新 宿 区】 左官工業協同組合 10/22(金)、10/25(月)～10/29(金)、11/1(月)～11/2(火)、11/4(木)～11/5(金)

【渋 谷 区】 FORUM8  11/ 8(月)～11/12(金)、11/15(月)～11/19(金)

【横 浜】リロの会議室 横浜スタジアム前 11/22(月)、11/24(水)～11/26(金)

【築 地】電気工事会館(インフルエンザのみ) 11/29(月)～11/30(火)、12/1(水)～12/17(金)谷】
【大 阪】ツイン21MIDタワー 11/17(水)～11/19(金)

同時受診ご希望の方は、「歯科検診」の予約フォームからインフルエンザ予防接種をあわせてご予約ください。

大阪地区歯科検診の予約開始は10月スタートです。歯科検診のご案内はヘルスコムサット10月号に同封いたします。

歯科検診とインフルエンザ予防接種が同時に受けられます！！
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ご自宅の近くで接種が受けられ、接種費用支払い時に補助金額が差し引かれるため補助金請求手続きが不要です。

実施医療機関等の詳細は東振協ＨＰをご覧ください。〔東振協ＨＰ　　http://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html　〕

(1) 対象者

被保険者及び被扶養者

(2) 接種費用

健保補助金2,000円を差し引いた費用をお支払いください。医療機関により接種費用が異なります。東振協ＨＰの一覧表をご確認ください。

－ ＝

(3) 接種方法

① 院内予防接種 ～ 被保険者・被扶養者が各契約医療機関において接種を受ける

② 集合予防接種 ～ 各契約医療機関が設定する予防接種会場にて接種を受ける

(4) 持参するもの

①「東振協予防接種利用券」（健保HPからダウンロードもしくは東振協ＨＰから発行）　 ②「健康保険被保険者証」

インフルエンザ予防接種を受け全額自己負担した方へ、償還払いにより補助金を支給いたします。実施要領は以下のとおりです。

(1) 対象者

被保険者及び被扶養者

(2) 補助金支給額

1人につき2,000円　　なお、2,000円を下回る場合は実費支給とし、2回接種法の場合は初回１回分のみを対象とします。

(3) 接種方法および補助金請求方法（※1 今年度から変更）

①最寄りの医療機関で予防接種を受ける → ②＜様式1＞「インフルエンザ予防接種補助金請求書」を記入の上、医療機関の領収書原本の画像

データと併せて「インフルエンザ予防接種補助金請求書専用メールアドレス」に添付し送信 → ③健保組合から事業主口座へ補助金額振込み →

④事業主から被保険者に補助金支払

※事業所にてとりまとめのうえ一括請求される場合は、「インフルエンザ予防接種補助金請求書（法人用）」をご利用ください。

健康管理課

3,500円
健保補助金

2,000円

窓口負担額

1,500円

※1

※参考 接種費用

2．インフルエンザ予防接種補助金

東振協契約医療機関予防接種

接種後補助金請求方式
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インフルエンザ予防接種補助金請求書の提出方法が変わります。

令和3年度インフルエンザ予防接種事業について、「インフルエンザ予防接種
補助金請求書」の提出方法が郵送からメール送信に変わります。

「インフルエンザ予防接種補助金請求書」ご提出の流れ

　　・インフルエンザ予防接種補助金請求書(令和3年度版　報道健保ホームページよりダウンロード)

　　・受診者の氏名が明記された領収書の画像データ(スマホで撮影した画像も可)

①接種後、事業所ご担当者宛に書類データを提出

②事業所担当者は必要な書類データが揃っていること確認後、下記の報道健保メール
　アドレスに送信

　　①接種後、書類データを直接、下記の報道健保メールアドレスに送信

 ◎ インフルエンザ予防接種補助金 請求書提出用メールアドレス

注意事項
　※メールによるご提出は、10月1日(金)より受付開始となります。
　※補助金支給方法は従来通り、被保険者は事業所指定の銀行口座へ振込、任意継続
　　被保険者は取得時に登録した口座への振込となります。

hd-influenza@houdou-kenpo.jp

インフルエンザ予防接種補助金請求書

の提出方法が変わります

被保険者 加入事業所

任意継続被保険者

報道健保

① ②

①

被保険者

任意継続被保険者

補助金請求時に送信するデータ(書類)

mailto:hd-influenza@houdou-kenpo.jp


(1) 会場・接種期間

　【生活習慣病予防健診同時接種】

※報道健保築地健診プラザの予約はWEBでも受付ています。健保ホームページからご予約ください。

　【人間ドック同時接種】

(2) 対象者

生活習慣病予防健診・人間ドック受診者

※予防接種のみご希望のかたは、各会場接種、補助金をご利用ください。

(3) 接種費用
無料

(4) 接種申込方法

健診・人間ドックの予約、受診の際にお申出ください。
　

(5) 持参するもの

　【生活習慣病予防健診同時接種】

① 健康保険被保険者証

② ｢予診票｣（報道健保のＨＰよりダウンロードし、予めご記入のうえお持ちください。9月下旬頃アップ予定です。）
　※未成年者（16才以上20才未満）が1人で来所する際は｢保護者同意書｣が必要になります。報道健保のホームページをご覧ください。

　【人間ドック同時接種】

① 健康保険被保険者証

② 『「人間ドック」・「脳ドック」利用案内書』（報道健保のＨＰよりダウンロードし、記入のうえお持ちください）

健康管理課

医療機関名

06(6202)6666

03(3292)9244

0570(056)123

健診予約電話番号接種期間

10/11(月)～1/31(月)

健診実施日 健診料金

46,200円

(組合補助額
25,000円)

無料月曜～金曜、土曜(第1,3)

月曜～金曜、土曜(第2,4)

最寄駅

「築地駅」徒歩2分

「水道橋駅」徒歩3分

「淀屋橋駅」徒歩5分

「六本木駅」徒歩3分

報道健保築地健診プラザ

新赤坂クリニック

日本橋室町クリニック

横浜北幸クリニック

「三越前駅」徒歩1分

「横浜駅」徒歩6分

03(5770)1250

新赤坂クリニックＨＰ

からもお申込いただけます

月曜～金曜

月曜～土曜(午前中)

結核予防会総合健診推進センター

大阪府 結核予防会

10/1(金)～1/31(月)

11/1(月)～1/31(月)

11/1(月)～1/31(月)

3．生活習慣病予防健診・人間ドック受診時の同時接種
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「出張接種」のお申込みをいただいた事業所に、医療機関のスタッフが出張して行います。

(1) 対象者

出張接種を申込された事業所の被保険者（申込者の名簿を予めご提出いただきます）

(2) 接種費用

1人につき700円　（接種費用は当組合の補助金を差し引いた額です）

※ 報道健保に加入していない方が受けられる際は、1人につき4,000円になります。

(3) 申込方法

報道健保ＨＰにある「インフルエンザ出張接種申込書」「申込者名簿」をダウンロードし下記アドレスへメールでお申込みください。

〔 送信先アドレス　　houdou-influ@ichiken.org 〕

なお、申込は出張接種希望日の1ヵ月前までにお願いします

(4) 申込条件

① 会議室等の独立した会場の確保および予防接種用の机、椅子の用意が可能であること（設営は出張スタッフで行います）

② 接種者数100名以上目途［人数は報道健保に加入していない方（接種費用一人4,000円）を含めても結構です］

(5) 持参するもの

① 健康保険被保険者証

② ｢予診票｣（報道健保のＨＰよりダウンロードし、予めご記入のうえお持ちください。9月下旬頃アップ予定です。）

(6) 実施期間・時間

令和3年10月1日（金）～令和4年1月31日（月）

9：00～17：00　申込人数等により実施時間をご相談させていただきます。

(7) 支払い方法

後日、結核予防会総合健診推進センターからお送りする請求書により、一括払いとなります（個人の領収証は発行されません）。

健康管理課

4．東京地区 事業所出張予防接種

結核予防会総合健診推進センター実施
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(1) 対象者

出張接種を申込された事業所の被保険者

(2) 接種費用

1人につき1,000円～1,960円　（医療機関により異なります。接種費用は当組合の補助金2,000円を差し引いた額です）

(3) 申込方法

①東振協ＨＰにある「出張予防接種」より接種申込・利用申込書の発行申し込みを行う

〔東振協ＨＰ　　http://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html　〕

②契約医療機関に接種申込・予約

　医療機関により実施可能人数が異なりますのでご確認ください。

③利用申込書・申込者名簿の作成

④予防接種の受診

(4) 当日医療機関に提出するもの

① 利用申込書

② 申込者名簿

(5) 持参するもの

健康保険被保険者証

医療機関により「予診票 」等の持参をお願いする場合があります。

(6) 実施期間・時間

医療機関により異なります

(7) 支払い方法

予防接種を実施する医療機関とご調整ください

健康管理課

東振協契約医療機関による実施
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「出張接種」のお申込みをいただいた事業所に、医療機関のスタッフが出張して行います。

(1) 対象者

出張接種を申込された事業所の被保険者（申込者の名簿を予めご提出いただきます）

(2) 接種費用

1人につき770円　（接種費用は当組合の補助金を差し引いた額です）

※ 報道健保に加入していない方が受けられる際は、1人につき3,850円になります。

(3) 申込方法

報道健保ＨＰにある「インフルエンザ出張接種申込書」「申込者名簿」をダウンロードし下記アドレスへメールでお申込みください。

〔 送信先アドレス　　plan@jata-osaka.or.jp 〕

なお、申込は出張接種希望日の1ヵ月前までにお願いします

(4) 申込条件

① 会議室等の独立した会場の確保および予防接種用の机、椅子の用意が可能であること（設営は出張スタッフで行います）

② 接種者数50名以上目途［人数は報道健保に加入していない方（接種費用一人3,850円）を含めても結構です］

(5) 持参するもの

① 健康保険被保険者証

② ｢予診票｣（報道健保のＨＰよりダウンロードし、予めご記入のうえお持ちください。9月下旬頃アップ予定です。）

(6) 実施期間・時間

令和3年11月1日（月）～令和4年1月31日（月）

9：30～16：00　申込人数等により実施時間をご相談させていただきます。

(7) 支払い方法

後日、大阪府結核予防会からお送りする請求書により、一括払いとなります（個人の領収証は発行されません）。

健康管理課

5．大阪地区 事業所出張予防接種

大阪府結核予防会実施

－9－



・検診（接種）日 検温と問診を実施します。

・会場設営   定期的に会場の換気及び次亜塩素酸水で除菌を行うとともに、受診・接種していただく方の間隔を空けて設営します。

・消　毒   各セクションに除菌スプレーを設置し、使用する機材等は、一人毎に次亜塩素酸水による消毒を徹底して行います。

・滅　菌 耐熱性のある機材を高温、高圧蒸気で滅菌消毒します。

エプロン、バキュームチップ等滅菌できないものは、一人毎に使い捨てをします。

・その他   実務者にはゴーグル・フェイスシールドの着用を義務づけを行います。

受診される皆様へのお願い

以下の症状のある方は受診をご遠慮ください。

◆　咳、呼吸困難感、全身倦怠感、咽頭通、鼻閉、鼻汁などの呼吸器症状、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔吐などの消化器症状、味覚障害、

　　臭覚障害

◆　発熱（平熱より高い体温、あるいは体温が37.5度以上）がある方、または過去2週間以内に発熱があった方。

◆　2週間以内に、法務省・厚生労働省が定める諸外国への渡航歴がある方、およびそれらの方と家族や職場内等で接触歴がある方。

◆　2週間以内に、新型コロナウイルスの患者やその疑いがある患者（同居・職場内での発熱を含む）との接触歴がある方。

◆　2週間以内に、3密（密集・密閉・密接）対策をとっていないライブハウス等の人の多いお店や接待を伴う飲食店への出入りがある方。

◆　新型コロナウイルスの患者に濃厚接触の可能性があり、待期期間内（自主待機含む）の方。

健康管理課

・ディスポーザブル

～　新型コロナウイルス感染症予防対策について　～

インフルエンザ予防接種及び歯科検診会場では下記のとおり新型コロナウイルス感染症予防対策を行っています。
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令和3年10月　10日間

令和3年11月  20日間

令和3年12月  13日間

東京都報道事業健康保険組合

★予防接種ご希望の方は報道健保のホームページよりご予約ください★

日 月 火 水 木 金 土

2

3 4 5 6 7 8 9

1

16

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15

30

日 月 火 水 木 金 土

24 25 26 27 28 29

31

6

7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5

20

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19

日 月 火 水 木 金 土

28 29 30

4

5 6 7 8 9 10 11

1 2 3

26 27 28 29 30 31

18

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17

歯科検診同時実施
歯科検診同時実施

歯科検診同時実施

歯科検診同時実施

報道健保 東京・横浜地区会場インフルエンザ予防接種カレンダー

千代田区 東京トラック事業健保会館

新宿区 左官工業協同組合

左官工業

渋谷 FORUM8

築地 電気工事会館

新宿区 左官工業協同組 新宿区 左官工業協同組

横浜 横浜 リロの会議室

歯科検診同時実施

インフルエンザのみ

歯科検同時実施

築地 電気工事会館

築地 電気工事会館

築地 電気工事会館

インフルエンザのみ

インフルエンザのみ

インフルエンザのみ

渋谷 FORUM8

歯科検診同時実施

歯科検診同時実施



新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、三密を避けるため、完全予約制にて実施いたします。

　1.報道健保HPトップ画面より「インフルエンザ　歯科検診のお申し込み」を開く

　2.「インフルエンザ予防接種」・「歯科検診」どちらかを選択

歯科検診・予防接種同時受診ご希望の方は「歯科検診」から予防接種もあわせてご予約ください。

　3.会場を選択 4.希望日・希望時間を選択

　6.入力内容の確認と予約の確定 5.申込者情報を入力

　7.入力したメールアドレスに確認メールが自動送信されます。予約内容をご確認ください。

☆会場・日時を変更、キャンセルしたいときは

　1.送信されたメールにある「この予約をキャンセル」を押す

　2.予約がキャンセルされます

　3.日時変更をする方は、再度予約を行ってください

東京都報道事業健康保険組合

インフルエンザ予防接種・歯科検診のWEB予約方法



　  問合せ先

  　　      東京都報道事業健康保険組合

                                      健康管理課

    　 電話  03 (6264) 0136  健康管理係

     　電話  03 (6264) 0137  保健指導室


