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　2009年度決算は約18億円の赤字が見込まれ、2010年度も約33億円の赤字が見込まれるため別途積立金を取り崩し、保
険料率が上がるのを避けるという非常に厳しい予算編成を余儀なくされました。高齢者への医療費支援制度による納付金
等は、約90億円（保険料収入の43％）の見込みで、依然として健保財政を大きく圧迫する最大要因になっています。ま
た、診療報酬の改定等による医療費の値上げも健保財政に影響を与えています。
　当健保としましても、安定かつ健全な事業運営を目指すために様々な事業の見直しを行ってまいりましたが、昨年度の
施設閉鎖（医療センター、志摩荘）に続き、大宮運動場の契約終了（3ページ参照）をさせていただくことになりました。
昨今の厳しい経済環境下ではありますが、当健保の事業運営に今後ともより一層のご理解・ご協力をお願いいたします。

（詳しくは2ページをご覧ください）

※任意継続被保険者の標準報酬月額の改定はありません。　　退職時の標準報酬月額（上限は410,000円）

　保険料率は、年度ごとに国から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されるため、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。

介護保険料率が改定されます
介護納付金の増加により、現行の9.6/1000から11.8/1000に

※特例退職・任意継続被保険者は、4月分保険料より適用

　特例退職被保険者（以下特退者）の標準報酬月額は、現行より
も1等級下がり240,000円となりますが、これは特退者以外の被保
険者の平均報酬月額と平均報酬賞与額の減少によるものです。毎
年下記のとおり法律に基づいた方法にて算定を行っております
が、今後も変動要因があれば改定の可能性があります。

特例退職被保険者の標準報酬月額が改定されます
現行の260,000円から240,000円に

本 人 負 担
事業主負担
合　　　計

変更後
  5.9/1000
  5.9/1000
11.8/1000

現　行
4.8/1000
4.8/1000
9.6/1000

2010年度　セキスイ健保収支予算概要

　2007年度より厚生労働省において、社会保障カード（2011年からの導入を目指し健康保険証、年金手帳、介護保険証を1枚
のカードに集約）の検討が開始されたのに伴い、当健保では同年度から予定しておりました健康保険証のカード化を、国の
施策にあわせたかたちで延期させていただいておりましたが、政権交代等により社会保障カードの早期実現の可能性が低く
なりましたので、本年11月頃を目途に紙式からカード式に変更いたします。

特退者以外の被保険者の
前年9月末の平均報酬月額＋前年1〜 12月の平均賞与額の1/12

2

【参考】特退者の標準報酬月額の算定方法（健康保険法による）

標準報酬月額
　保険料率
　①1ヵ月分健康保険料
　介護保険料率
　②1ヵ月分介護保険料
保険料合計（①＋②）

変更後
240,000円
74/1000

017,760円
11.8/1000
    2,832円
  20,592円

現　行
260,000円
同　　左
019,240円
9.6/1000
v02,496円
021,736円

【参考】
特例退職被保険者の保険料

被保険者証のカード化を実施します（健保加入者1人1枚の被保険者証に）

ご家族にも知っていただきたい情報があります。ぜひ、ご家庭にお持ち帰りください。
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健康保険勘定

◎「保険料収入」　被保険者数ならびに標準報酬月額減により、2009年度見込みより約10億円減少の見込みです。
❖収入について

◎「保険給付費」（医療費等）　　　　　   診療報酬改定等により1人当たり保険給付費が上昇し、2009年度見込みより約
4億円増加の見込みです。

◎「納付金」（前期・後期高齢者納付金等）　 納付金総額は約90億円で、2009年度より約4億円の減少見込みですが、保険
料収入の43％を占め、健保財政の圧迫要因となっています。

❖支出について

介護勘定
　◎ 介護納付金の増加ならびに法定準備金の積立て不足を補

うため、介護保険料率が9.6/1000から11.8/1000に改定
となります。

収入
25,286百万円
（100.0％）

保険料
20,822百万円（82.3％）

その他　1,164百万円（4.6％）

別途積立金繰入
3,300百万円（13.1％）

支出
25,286百万円
（100.0％）

医療費
11,955百万円
（47.3％）

医療費以外の給付　1,307百万円（5.2％）

納付金
8,957百万円
（35.4％）

保健事業費（疾病予防費）
1,673百万円（6.6％）

保健事業費（その他）
201百万円（0.8％）

事務所費　287百万円（1.1％）

予備費　547百万円（2.2％）

その他　359百万円（1.4％）

収入
1,835百万円
（100.0％）

支出
1,835百万円
（100.0％）

介護保険料
1,835百万円（100.0％）

介護納付金
1,805百万円（98.4％）

その他
30百万円（1.6％）

被保険者数
　一般被保険者（現役）
　特例退職被保険者
　任意継続被保険者
被扶養者数
被保険者平均年齢
平均標準報酬月額
総標準賞与額（年間合計）
健康保険料率

介護保険料率

介護保険・第2号被保険者数
（40歳〜 65歳未満）

●予算基礎数値（　）は'09年度決算見込数値
50,150人（50,482人）
44,840人（45,470人）
4,250人（4,093人）
1,060人（919人）
60,114人（60,565人）
41.74歳（41.25歳）
382,577円（390,706円）
56,297百万円（63,431百万円）
1000分の74
事業主負担　1000分の41.5
本 人 負 担　1000分の32.5
1000分の11.8（1000分の9.6）
事業主負担　1000分の5.9（1000分の4.8）
本 人 負 担　1000分の5.9（1000分の4.8）
35,009人（34,638人）
本　人　21,880人（21,616人）
家　族　13,129人（13,022人）
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	 対象者（人）	 受診者（人）	 受診率（％）
94.2
73.0
74.7
48.1
58.8
43.0
10.8

●2008年度特定健診受診率ましたが、最終結果は右記のとおりとなりました。
　なお、特定問診表を未提出の場合（未回答も含む）は、国への報告
時に受診率に反映されませんので、前号で報告の概数値（76.3％）よ
り1.9％減少し、74.4％の受診率となりました。
　また、特定保健指導に関しては、特に事業所の健康管理委員のみな
さまには多大なるご協力をいただきながらも、報告書式への記載内容
不備やポイント数（必要指導時間）の不足等により、保健指導は終了
しながらも実施率に反映されないものもあったため、15.1％（現役以
外も含む）となりました。現在は2年目の特定保健指導を実施中です
が、初年度の反省をふまえ目標の指導率（45％）を目指した活動を続
けてまいりますので、今後ともご理解・ご支援いただきますようよろ
しくお願いします。

　2008年度の特定健診・特定保健指導（40 〜 74歳）の実施状況について、前号（ヘルシーライフ夏号）で概数値をお知らせし

特定健診受診率74.4％、特定保健指導実施率15.1％（2008年度）

　ジェネリック医薬品は後発医薬品とも呼ばれ、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に、新薬と同じ成分で作られる薬のこ
とです。新しい薬には20 〜 25年の特許期間が与えられ、開発メーカーのみ製造販売ができます。しかし特許期間を過ぎる
と、他のメーカーも同じ成分・効果の薬を製造できるようになります。こうして生まれた薬がジェネリック医薬品です。

●ジェネリック医薬品とは？

賢いお薬選びをしましょう！（ジェネリック医薬品のすすめ）

　ジェネリック薬の成分は先発医薬品と同じ。効き目・安全性については先発医薬品で確認済みです。
薬事法による品質チェックも行われています。

●効き目・安全性は新薬と同じ

　先発医薬品の成分を使用するので、ジェネリック薬は低コスト・短期間で作れます。
そのため、価格も平均して新薬の約半額と、とても経済的です。

●価格が安い！　お得♪

　①診察時に医師に相談する

●ジェネリック医薬品を処方してもらうには…？
　（ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に相談してください）

ジェネリック医薬品の処方が可能かどうか、受診時に医師に相談してみましょう。

病院や診療所などの窓口で「処方箋」を受け取ります。その際、処方箋右下にある医師
の署名欄に医師のサインがある場合は、薬局でジェネリック医薬品を処方してもらえ
ません。ジェネリックを希望する場合は、医師に変更不可の理由を聞いてみましょう。

処方箋の医師の署名欄にサインがない場合は、ジェネリック医薬品を処方してもらえま
す。処方箋を薬局へ持っていき、薬剤師にジェネリックを希望する旨を伝えましょう。

　スポーツ施設（テニス、野球、サッカー等）として長年みなさまに親しんでいただきました「大宮運動場」
（1973年開設）は、利用状況が低下傾向の中、高齢者医療制度に拠出する納付金等の増加による健保財政の
圧迫が今後も継続していくことが予想されるため、来年（2011年）3月末日をもって退会（契約終了）さ
せていただくことになりましたのでお知らせします。

★�健保ホームページのジェネリックガイドをご覧ください（ジェネリック医薬品検索やジェネリックお願いカードの印刷ができます）
当組合ホームページ　http：//www.shakaihoken.org/sekisui/

（参考）	全健保組合59.8％（被保険者74.9％、被扶養者等32.5％）
〜健保連速報値より

現　　役
特退本人
任継本人
一般主婦
特退主婦
任継主婦
家　　族

	 合　　計	 38,386	 28,549	 74.4

18,718
4,187
1,019
9,856
3,423
653
530

17,640
3,056
761
4,741
2,013
281
57

　②処方箋の医師のサイン欄
　　をチェック

　③薬局でジェネリック
　　医薬品を処方してもらう

大宮運動場〈さいたま市〉退会（契約終了）のお知らせ大宮運動場〈さいたま市〉退会（契約終了）のお知らせ

※薬によってはジェネリック医薬品が用意されていない場合もあります。
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	 対象者名	 対　象	 ご案内時期	 実施時期
9〜 12月
9〜 12月
11 〜 3月
12 〜 3月

2010年度　保健事業のお知らせ
健康診断スケジュールのご案内

　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1度は健康診
断を受けましょう。いずれの健診案内も下記のとおり年1回です。（誕生月は関係ありませんのでご注意ください）

特例退職被保険者・特例退職主婦
任意継続被保険者・任意継続主婦

一　般　主　婦
扶養家族（主婦以外）

※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。
　（案内時期を過ぎても封筒が届かない場合は、健保までお問い合わせください）
※健保に届け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。

2009年度の健診を申し込み後にキャンセルされ、申込金の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

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

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）
　前期高齢者の希望者を対象に、保健師・看護師による訪問健康支援活動を行っておりますが、2010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月に予定しております。

【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

●対象者　65歳〜 74歳の被保険者ならびに被扶養者（2011年3月末にて該当者）

　当健保加入員のみなさまの禁煙サポート対策として、昨年4月より申込者への禁煙サポートを順次開始しております。保健指導
で禁煙をすすめられている方、今年こそ禁煙にチャレンジしてみようと考えている方等々、ぜひ一度お試しになってはいかがでし

■インターネット「禁煙マラソン12週コース」募集継続中！

ょうか。これまで約90名の方がエントリーし、チャレンジさ
れておりますが、いつからでも始められますのでご活用くだ
さい。詳しくは健保ホームページをご覧のうえ、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。

　歯を失う最も大きな原因は虫歯と歯周病ですが、これらの予防のためにも無料歯科健診をご活用ください。「痛くなってから歯科
医に行く」のではなく「痛くなる前の健診」を心掛けましょう。詳細は、健保ホームページをご覧のうえ、各自でお申し込みください。

■無料歯科健診継続中！（年に1度は受診しましょう）

　健保ホームページに開設中の「生活習慣改善ナビ」では、生活習慣病の正しい予防知識について、音と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。「今後10年の心筋梗塞発症度チェック」などのコーナーもありますので、ぜひ一度ご覧ください。

■「生活習慣改善ナビ」をご活用ください。

●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

ここからは健保ホームページもあわせてご覧ください

2010年5月末現在加入者
2010年5月末現在35歳以上
2010年12月末にて35歳以上
2011年3月末にて40歳以上

6月上旬
6月上旬
9月上旬
11月

ケンポニュース（通巻117）／2010 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/

※相談費用は無料、
プライバシーは厳
守されます。

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（平日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。


