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	 標準報酬月額	 260,000 円	 同　左
	 ★保険料率	 74/1000	 同　左
	 　① 1ヵ月分健康保険料	 19,240 円	 同　左
	 ★介護保険料率	 9.6/1000	 9.0/1000
	 　② 1ヵ月分介護保険料	 2,496 円	 2,340 円
	 保険料合計（①＋②）	 21,736 円	 21,580 円

	 変更後	 現　行

特例退職被保険者　260,000円（一律）
任意継続被保険者　退職時の標準報酬月額（上限は410,000円）

特例退職被保険者・任意継続被保険者の
2009 年度標準報酬月額の改定はありません。

（現行通り）

※（参考）特例退職被保険者の保険料
 （介護保険料率の改定により下記のとおり変更になります。）

健康保険勘定

介護保険勘定

25,401百万円
（100.0％） 健康保険料　22,278百万円（87.7％）

別途積立金繰入　1,850百万円
　　　　　　　　　 （7.3％）

その他　1,273百万円（5.0％）

25,401百万円
（100.0％） 納付金　9,482百万円（37.3％）医療費　11,261百万円（44.3％）

医療費以外の給付　1,276百万円（5.0％）
保健事業費（特定事業費・疾病予防費）
1,625百万円（6.4％）

保健事業費（その他）　152百万円（0.6％）
事務所費　256百万円（1.0％）
予備費等　609百万円（2.4％） その他

747百万円
  （3.0％）

1,600百万円
（100.0％） 介護保険料　1,542百万円（96.4％） 積立金取崩　58百万円

                   （3.6％）

1,600百万円
（100.0％）

介護納付金　1,600百万円（99.9％） その他　0.4百万円
             （0.1％）

	 変更後	 現　行
	 本 人 負 担	 4.8/1000	 4.5/1000
	 事業主負担	 4.8/1000	 4.5/1000
	 合　　　計	 9.6/1000	 9.0/1000

保険料率は、年度ごとに各健保組合に割り当てられた介護給付費納付金をもとに算定するため、毎年改定とな
ります。変更後の保険料率は、3月分の保険料（4月給与から徴収し4月納付）、3月支給賞与の保険料（3月支給
賞与から徴収し4月納付）より適用されます。　※特例退職・任意継続被保険者は、4月分保険料より適用

2009年度  2009年度  収入支出予算概要

●予算基礎数値　（　）は'08年度決算見込数値

被保険者数 50,600人（50,610人）
　一般被保険者（現役） 45,800人（45,890人）
　特例退職被保険者   4,000人   （3,940人）
　任意継続被保険者      800人      （780人）
被扶養者数 60,290人（60,330人）
平均年齢 41.16歳（40.75歳）
平均標準報酬月額 396,800円（397,200円）
総標準賞与額（年間合計） 65,531百万円
健康保険料率 1000分の74
 事業主負担　1000分の41.5
 本 人 負 担　1000分の32.5
介護保険料率 1000分の9.6
 事業主負担　1000分の4.8
 本 人 負 担　1000分の4.8
介護保険・第2号被保険者数　　　　　33,960人
 本　　　人　21,070人
 家　　　族　12,890人

　2009年度は予算総額254億円で健康保険組合の事業を進めることになりましたが、経常収支では15億5千万円の赤字と
なり、非常に厳しい予算となりました。これは、昨年から創設された前期・後期高齢者医療制度に拠出する納付金・支援金
などの増加傾向によるもので、支出の約4割を占めており、今後もますます厳しい健保財政となることが想定されます。
　このような状況を踏まえ、本年度予算および事業計画も、みなさんの健康づくりに役立つ事業を盛り込んだものとなって
います。当健保としましても、安定かつ健全な事業運営を目指して努力してまいりたいと思っておりますので、今後ともよ
りいっそうのご理解・ご協力をお願いいたします。

◎別途積立金から18億円を繰り入れ
　⇒�収支のバランスをとるために、別途積立金から18億円を繰り入れての厳しい予算となりました。
（別途積立金の繰り入れにより、保険料率を上げる必要はありません）

◎納付金・支援金は95億円に（保険料収入の43％）
　⇒�高齢者医療制度を支える納付金・支援金等は、前年に比べ約1億円増の約95億円となり、健保
財政圧迫の最大要因となっています。

◎保険給付費（医療費等）は増加傾向
　⇒�被保険者数、被扶養者数は横ばいを見込んでいますが、平均年齢の上昇とともに、1人当たりの給付費増加（対前
年度比4.2％）により125億円を見込んでいます。

◎介護保険料率の改定
　⇒介護納付金の増加により、介護保険料率が
　　9.0/1000から9.6/1000に改定となります。
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　ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期間が過ぎたあとに、同一の成分・効果
を持って製造販売される医薬品のことです。その最大のメリットは、新薬に対し
安価な価格設定となっていることです。
　特に高血圧や糖尿病など、慢性の病気で長期間にわたって服薬をしなければな
らないケースなどは、ジェネリック医薬品の使用によって、薬代の負担が軽減さ
れます。

●ジェネリック医薬品のメリット

　明確な理由があって「ジェネリック医薬品への変更不可」の場合、医師が処
方せんにチェックを入れます。チェックがない場合は、調剤薬局でジェネリッ
ク医薬品を希望することができます。
　医療費の削減はもちろん、家計にもやさしいジェネリック医薬品を使用して
みませんか？

●処方せんを受け取ったら

明確な理由を医師に
確認しましょう

薬局でジェネリック
医薬品を希望できます

注意：薬局によっては、在庫がない場合などもあります。
取り寄せてもらうか、または新薬を調剤してもらうよ
うにしましょう。処方せんの有効期限は4日です。

処方せんを受け取ったら…
「ジェネリック医薬品への変更不可」

の欄に医師の署名が
あるかどうかをチェック！

チェックが
ある場合

チェックが
ない場合

　まずは一番手軽な歩くことから始め、次に早歩き、というように徐々に運動強度を
強くしましょう。運動の効果は2日程度持続しますから、できれば週に3〜 4回行い
ましょう。30分のウォーキングで3,000歩程度になります。朝から晩まで丸一日歩数
計をつけて、1日1万歩をこえるように体を動かすことを目標にしてもいいでしょう。
　歩く前には必ず最低5分は準備体操を、歩いた後にも最低5分整理運動をしてくだ
さい。体調の悪いときは無理をしないようにしましょう。

■1日合計歩数1万歩が目標です

■1日の平均的な歩数から、ウォーキングの歩数目標を設定しましょう。
　〈7,000歩未満の人〉 明らかな運動不足です。日常生活の中で体を動かすことを心がけ、

7,000歩の壁をこえることを目標に歩きましょう。
　〈7,000 〜 10,000歩〉 生活習慣病予防のための運動量としては、10,000歩をこえたいとこ

ろです。毎日歩く習慣がなければ、通勤や朝の散歩などで週に3回以
上10分程度のウォーキングを実現させましょう。

　〈10,000歩以上〉 運動量は足りています。歩き終わっても汗をかかないようなら、運動
強度を少し強くすることを考えましょう。

　この「生活習慣病Navi」は、生活習慣病予防に関する知識を集約し、わかりやすく紹介したものです。あなたの体の危
険度を測定する「健康度チェック」などを含め、音・画像とともに楽しみながら学習できるようになっています。ご自分
の健康状態に関心を持ち、今後の健康づくりの参考にしていただければと思います。

■健康づくりのための「生活習慣病Navi」を健保ホームページに開設

メタボリックシンドロームの予防には運動が欠かせません

1日30分のウォーキングが効果的1日30分のウォーキングが効果的

　2009年1月1日から、産科医療補償制度が始まりました。日本医療機能評価機構が運営するこの制度は、出産のと
きに何らかの理由で脳に障害を抱えた赤ちゃん（重度脳性麻痺児）とその家族へ経済的なサポートをするとともに、原
因分析を行い再発防止のための情報を提供することで、産科医療の向上を図ることを目的としています。
　制度に加入している医療機関で出産をした場合、健保組合から支払われる出産育児一時金は38万円（35万円+3万円
〈制度加入の保険料相当額〉）になります。制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給額は、これまで通り
35万円です。この制度の詳細は下記ホームページをご覧ください。

（財）日本医療機能評価機構　http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

…… インフォメーション ……
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　タバコによる健康被害はよく知られているところですが、さらに喫煙はメタボの危険因子である
とともに、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクを高めることになるため、喫煙習慣を改善しようと思っ
ている方も多いのではないでしょうか。
　そこで、これから禁煙をしようと考えている方、これまで禁煙に失敗したが再度チャレンジしようと思っている方
のために、禁煙のサポート方法として「禁煙マラソン12週コース」を紹介します。

　申し込みをすると、12週間毎日メールが送られてきます。1日1問の学習機能を通じてタバコの有害性、禁煙の方法
などさまざまなことが学べると同時に、参加者とアドバイザーがお互いに掲示板でメッセージを交換し、励ましあい
ながら禁煙を進めていくスタイルのもので、真剣に禁煙に取り組む熱意のある方であれば参加できます。（「自分は何
もせず誰かに禁煙させてもらおう」という気持ちの人は参加できませんが、今すぐ禁煙することを強制するものでは
ありませんのでご安心ください。）
　なお、参加費用は無料（セキスイ健康保険組合と禁煙マラソン事務局の契約によるため）ですが、通信費用（メール
の受発信）は本人負担となります。
　今年こそ禁煙にチャレンジしてみようと考えているみなさま、一度お試しになってはいかがでしょうか。

●対 象 者　当健保に加入する被保険者および被扶養者（家族）
●参 加 費 用　無料（ただし、通信費用は自己負担）
●通 信 手 段　パソコンまたは携帯のメールによる
●申 込 方 法　下記禁煙マラソン事務局に直接メール（空メール）でお申し込みください。

　　　禁煙マラソン事務局（申込先）　sekisui@kinen-marathon.jp

　※�折り返し禁煙マラソンから案内が届きますので、指示に従って支援を受けてください。
　　なお、携帯からの参加の場合、受信規制等をかけていると登録できません。
　　ドメイン「kinen-marathon.jp」からのメールをあらかじめ受信可能にしておいてください。

●サービス開始　4月1日（水）より　〈3月2日（月）から申し込みできます〉

※�健保ホームページ（http://www.shakaihoken.org./sekisui/）からも申し込みできます。

（パソコンまたは携帯のメールによる）

　永年、直営保養所としてみなさまに親しんでいただいた「志摩荘」（1976年竣工）は、ここ数年利用者数が低迷
し、また建物の老朽化が目立ち始めたことに加え、法令に定められている日本の60歳以上の高齢者への医療費支
援制度による、今後の高齢者支援金・納付金等の増加に伴う健保財政の圧迫も予想されるため	本年9月末日を
もって閉鎖させていただくことになりましたのでお知らせします。

利用可能期間は9月26日（土）まで  〈9月27日（日）のチェックアウトまで〉

利用申し込みについて
　	利用申し込みは、利用月の2ヵ月前の20日に締切り、定員以上の申し込みの場合は抽選となります。定員に達してい
ない場合は、以降随時申し込みを受け付けます。（申し込みは、利用希望日の1週間前とさせていただいております）

ご予約は……　セキスイ健康保険組合　TEL  06（6226）1464　〈担当　今井〉
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	 対象者名	 対　　象	 ご案内時期	 実施時期

　2001年度より実施しております高齢者訪問健康支援事業では、昨年より前期高齢者を対象に現在約270名の希望者
に対して、保健師・看護師による訪問活動が行われていますが、2009年度も引き続き実施いたしますので、ご活用い
ただきますようお願いします。なお、新規ご案内の時期は5月を予定しております。

健康診断スケジュールのご案内

ケンポニュース（通巻115）／2009 年 2月発行／セキスイ健康保険組合／〒541−0041／大阪市中央区北浜3−7−12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　（東京建物大阪ビル）／☎ 06（6226）9151

●当組合ホームページ　http：//www.shakaihoken.org/sekisui/

　本年度の健康診断スケジュールは下記のとおりです。疾病の早期発見、生活習慣病の予防のために、年に一度は健
康診断を受けましょう。なお、各市町村で実施されていた住民健診は、法改正により昨年より廃止になっていますの
で、当健保の健康診断をぜひご活用ください。

健康診断スケジュールのご案内

	 特例退職被保険者・特例退職主婦	 2009年5月末現在加入者	 6月上旬	 9 〜 12月
	 任意継続被保険者・任意継続主婦	 2009年5月末現在35歳以上	 6月上旬	 9 〜 12月
	 一 　 般 　 主 　 婦	 2009年12月末にて35歳以上	 9月上旬	 11 〜 3月
	 扶養家族（主婦以外）	 2010年3月末にて40歳以上	 11月	 12 〜 3月

※自己負担金は、5,000円です（健診総費用は約35,000円）。
※案内文書は「健康診断案内在中」の表記のある健保組合の封筒で送付します。
※健保に届出の住所宛に送付しますので、住所変更の際は必ず「住所変更届」を提出してください。

　2008年度の健診を申し込み後、キャンセルされる方で、申込金返金手続きをされていない方は、必ず上記の期日まで
に当健保までご連絡いただき、「返金申請手続き」を行ってください（4月以降は返金できませんのでご注意ください）。
●健診対象　特退・特退主婦、任継・任継主婦、一般主婦、扶養家族

締切日は本年3月31日（厳守願います）
重要 健診申込金返金手続きについて（2008年度の健診申し込み後キャンセルされる方へ）

高齢者訪問健康支援事業の実施（新規ご案内の時期は5月）高齢者訪問健康支援事業の実施（新規ご案内の時期は5月）

●対象者　65歳〜74歳の被保険者ならびに被扶養者（2010年3月末にて該当者）

訪問サービスの内容 ①生活習慣指導（食事・運動等）　②医療に関する情報（必要な受診のすすめ等）
③介護・福祉制度サービスに関する情報提供　④疾病予防・健康づくりに関する支援

　2007年3月より開始した無料歯科健診は継続しておりますので、ぜひご活用ください。

無料歯科健診継続中無料歯科健診継続中

※相談費用は無料、プライバシーは厳守されます。

●対 象 者　当健保に加入する被保険者および被扶養者（家族）
●受診費用　無料（年に2回受診可能）
●受診場所　歯科健診センター（業者）と提携する全国の歯科医院（全国約2,000）
●申込方法　下記のいずれかの方法で歯科健診センターにお申し込みください。
　　　　　　提携歯科医院に直接連絡しても無料歯科健診は受けられません。

歯科健診センター連絡先 　●WEB　http://www.ee-kenshin.com/（提携歯科医院情報をご覧いただけます）
　　　　　　　　　　　　 　●フリーダイヤル　70120-882-899
　　　　　　　　　　　　　 健保ホームページ（http://www.shakaihoken.org/sekisui/）でもご覧になれます。

電話
相談 ●健康電話相談　

　笑顔でヘルシーダイヤル
　7 0120−48−6006
　　 （年中無休・24時間開設）
　携帯・PHSからは…
　　　03-3234-1941

（通話料は利用者負担）

●心の相談ネットワーク
　70120−73−6060（9時〜 21時
　土曜日10時〜 18時　  日・祝休み)
　携帯・PHSからは…
　03-3234-0899（通話料は利用者負担）
　※希望すれば面談も受けられます

　（契約機関にて）

●健康・こころオンライン
　 http://www.healthy-

hotline.com
   （ログインID　06271787）
　�メールによる相談ができます。
　�その他、ストレス度チェックや健康
情報を多数掲載。


