
事業計画と収入支出予算の概要2013年度
　2月15日に開催された第141回組合会において、2013年度の事業計画および収入支出予算が承認されました。
　医療費の増加ならびに高齢者医療制度を支える納付金・支援金等の増加により、健康保険組合を取り巻く
厳しい環境が継続している中、2013年度の予算は、引き続き医療費適正化に向けて、ジェネリック医薬品
への転換促進や柔道整復（整骨院、接骨院）療養費適正化策の実施等により支出を抑制する一方で、事業主・
組合員のサービス向上を図るため、健診事業の充実や保健指導の重点実施、さらに担当者向けの勉強会の開
催等の施策を展開してまいりますので、今後ともより一層のご理解・ご協力をお願いいたします。

被保険者数	 51,300人	 （50,712人）
　一般被保険者（現役）	 46,900人	 （46,118人）
　特例退職被保険者	 4,000人	 （4,104人）
　任意継続被保険者	 400人	 （490人）
被扶養者数	 61,580人	 （60,679人）
被保険者平均年齢	 42.57歳	 （42.35歳）
平均標準報酬月額	 399,330円	（395,980円）
総標準賞与額（年間合計）	 67,536百万円
健康保険料率	 1000分の90
	 事 業 主 負 担	1000分の49.5
	 本 	人 	負 	担	1000分の40.5
介護保険料率	 1000分の11.8
	 事 業 主 負 担	 1000分の5.9
	 本 	人 	負 	担	 1000分の5.9
介護保険・第2号被保険者数	 40,940人	 （38,989人）
　本　　人	 25,900人	 （24,669人）
　家　　族	 15,040人	 （14,320人）

　2012年度は、高齢化や医療の高度化に伴う医療費増加と、
保険料収入の約44％を占める高齢者医療制度への納付金等に
対応するために、保険料率を改定いたしました。
　2013年度は、事業体質と保険者機能の強化という基本方針
を掲げ、持続的に安定した事業基盤の構築を目指し、財政収
支の改善と事業強化に引き続き取り組んでまいります。
❶医療費適正化策を引き続き実施します。
　◦ジェネリック医薬品との差額通知を送付します。
　　送付対象者を拡大します（被保険者・ご家族）。
　◦�柔整療養費（整骨院・接骨院での施術費）の内容照会を行
　　います。

 ● 健康保険料率は現行どおり
　収入については、保険料収入が前年比より1億円減の277億円
となり、収支のバランスを取るために別途積立金の繰り入れが
前年比4億円増の14億円となる見込みです。支出については、
高齢者医療制度を支える納付金・支援金等が、前年に比べ2億円
増の120億円(保険料収入の43.3%)となり、保険給付費は、被保

30,348百万円
（100.0%）

収 入

30,348百万円
（100.0%）

支 出

健康保険勘定

介 護 勘 定

保険料　27,713百万円（91.3％）

別途積立金繰入　1,370百万円（4.5％）
その他　1,265百万円（4.2％）

保険給付費　15,024百万円（49.5％） 納付金  11,988百万円（39.5％）

保険料　27,713百万円（91.3％）

保険給付費　15,024百万円（49.5％） 納付金  11,988百万円（39.5％）

保健事業費　1,911百万円（6.3％）

予備費　　710百万円（2.3％）
その他　　415百万円（1.4％）

事務所費　301百万円（1.0％）

介護保険料　2,242百万円（96.6％）

準備金繰入　80百万円（3.4％）

介護納付金　2,322百万円（100.0％）

2,322百万円
（100.0%）

収 入

2,322百万円
（100.0%）

支 出

　　�多頻度、多部位で施術を受けられる方へ照会書を送付い
たします。

❷保健事業のさらなる強化に取り組みます。
　◦健診事業の内容を充実いたします。
　　�婦人科検診の乳がん検査を、マンモグラフィもしくは乳

腺超音波（エコー）による検査を標準とします。
　◦保健指導を重点的に実施します。
　　�現役社員の方･･･これまでの特定保健指導対象者に加え、
「メタボ対象者予備群の方」への保健指導を行います。

　　�65歳以上の方･･･被保険者・ご家族で、生活習慣病のリス
クの高い方を対象に保健指導を行います。

険者数、被扶養者数の増加見込み、さらに平均年齢の上昇と1人
当りの給付費増加（対前年度比2.7%増）により、150億円を見込
んでいます。
 ● 介護保険料率も現行どおり
　�介護納付金が増加していますが、積立金の繰り入れにより介
護保険料率の変更はありません。

事業計画のポイント

予 算 の ポ イ ン ト

● 予算基礎数値 ●（カッコ内は2012年度決算見込み数値）



▼ 老齢厚生年金受給開始・特退加入年齢早見表 （抜粋）

（注1）�該当率とは、受診者における特定保健指導対象者（メタボ該当者・予
備群）の割合

（注2）現役以外とは、特退・任意継・主婦（一般、特退・任継）・家族の合計

　　特定健診受診率78.3％、特定保健指導実施率37.4％に （2011年度）

　2011年度の特定健診・特定保健指導（40～ 74歳）の実施
状況は、右表のとおりとなりました。前年度（2010年度）と
比較すると、受診率は0.6ポイントの微増、保健指導実施率は
2.2ポイント増加となりましたが、該当率（右表注1参照）は、
19.7％と前年と変わらず、事業実績全体としては横ばい傾向に
あります。
　自らの生活習慣を改善し、健康的な生活を送るためにも、特
定健診・特定保健指導を積極的に受けるようお願いいたします。

　特例退職被保険者制度（以下特退という）の加入につきましては、
「老齢厚生年金の受給資格者」であることが前提となっています。
　平成25年3月末までは、「老齢厚生年金の受給開始年齢」は
60歳となっておりますが、平成25年4月より生年月日によっ
て、段階的に61歳以降に引き上げられます。そのため、特退
の加入年齢も順次変更となります（女性は、当分の間60歳か
ら特退に加入できます）。
　特に、昭和28年4月2日以降生まれの男性（平成25年4
月2日以降に60歳になられる男性）は、加入できる年齢が
61歳となりますので、ご注意願います。
　特退の加入年齢までは、任意継続被保険者制度や国民健康
保険などへご加入いただくことになります。
　特退の加入年齢は右記のとおりです。
　ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

▼ 2011年度特定健診受診率、保健指導実施率、該当率
（　）内は前年度データ

対　象　者

現　　　役

現役以外（注2）

合　　　計

受診率（％）

96.5�（95.4）

58.9�（59.2）

78.3�（77.7）

保健指導実施率（％）

44.2�（41.7）

6.2�（8.4）

37.4�（35.2）

該当率（％）（注1）

25.4�（25.3）

���9.7�（10.3）

19.7�（19.7）

（参　考）　特例退職被保険者制度の加入条件
 　　　　   ◦ セキスイ健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上もしくは40歳以降に10年以上あること。
 　　　　   ◦老齢厚生年金を受給できること。
 　　　　   ◦後期高齢者医療制度の対象となっていないこと。
 　　　　   ◦日本国内に居住していること。

（ご注意）　 法改正等によりこの取り扱いが変更となる場合にはあらためてお知らせいたします。

※昭和34年4月2日生まれ以降の方の特退加入年齢も老齢厚生年金の受給開始
　年齢とともに引き上げられます。

【お問い合わせ先】　セキスイ健康保険組合　（総務グループ　特退係）　　TEL：06-6226-1461

生　年　月　日

昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれ

昭和28年4月2日～昭和29年4月1日生まれ

昭和29年4月2日～昭和30年4月1日生まれ

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生まれ

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日生まれ

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれ

昭和33年4月2日～昭和34年4月1日生まれ

老齢厚生年金
（報酬比例部分）
受給開始年齢

男性

60歳

60歳

61歳

61歳

62歳

63歳

女性

特退加入年齢

男性

60歳

60歳

61歳

61歳

62歳

63歳

女性

暖かくなったらウォーキングを始めようと考えている方も多いはず。でも運動は今日からでも始めたいもの。
家でできる筋力トレーニングがおすすめです。毎日5分行うだけで筋力アップが期待でき、メタボを遠ざけられます。

軽めの筋力トレーニングで筋力をアップしよう!

《ももの内側を鍛えるスクワット》 《ヒップアップ（おしり）の運動》
イスの背もたれなどを持ちながら、4秒かけて膝
を曲げ、また同じように4秒かけて伸ばす。

イスの背もたれなどに両手を置いて両足を大きく
開いて立ち、おしりの下に力を入れ、3秒かけて
足を後ろに上げて1秒静止。同じように元の姿勢
に戻る。同様に反対の足でも行う。

9

＊10～ 20回くり返す

　大腿四頭筋や大臀筋など、体で大き
な割合を占める筋肉を鍛えるので、下
半身の引き締め、そして基礎代謝の
アップに効果的。

　トレーニングによって足腰の筋力を
アップさせると、自然と姿勢がよくな
り、下半身が安定します。また、ふつ
うの歩行だけでなく、ジョギングや
ウォーキングなどの有酸素運動をする
際により高い運動効果を発揮するよう
になります。

＊10～ 20回くり返す

1 2

1 2

イスを使った
スクワット
イスを使った
スクワット

筋力アップは若々しい姿勢や
動作を保つのにも効果あり（ ）

特例退職被保険者制度の加入年齢が、
老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げに伴って変わります



ご存知ですか?
お使いですか?

花粉症とジェネリック薬

ジェネリック医薬品
私たちが病院などの医療機関で処方してもらうお薬は、
新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。

　2013年の花粉の飛散量は昨年の7
割増しという予報が出ています。花
粉症の方には例年以上につらい季節
になりそうです。
　花粉症の症状をやわらげるために
は、早い段階で薬を飲み始めることが
大切です。薬によって症状が出るの
を「遅らせ」、症状を「軽くし」、症状の
ある期間を「短くする」のです。花粉
症の薬はたくさん市販されています。
しかし、強い眠気を引き起こすものや
長期に使用するとかえって症状が悪

化するもの、値段のわりにあまり効か
ないものなどがあり、安易に頼ってし
まうのは考えものです。病院へ行っ
て、ご自分にあった薬を処方してもら
いましょう。
　花粉症の薬は、アレルギー反応を
抑える薬、目・鼻の症状を抑える薬の
3点セットです。これを花粉が飛散し
ている数ヵ月間使い続けるのですか
ら、家計のためにも出来るだけジェネ
リック薬を使いたいものです。下記
の価格比較表を参考にしてください。

　昨年度（平成24年5月～ 7月）にご通知いたしました
差額通知により、多くの方にジェネリック医薬品へ転換
していただきました。ご協力ありがとうございました。

ジェネリック医薬品への切替による保険給付費抑制効果
2012年見込
2,000万円

2013年目標
4,000万円（累積金額）

【�通知者数　6,125名�】
【�転換者数　2,735名�】

の方に転換いただきました。

44.7％

詳しくは。下記健保ホームページを参照願います。

■ ジェネリックガイドのお知らせ

■ ジェネリック医薬品取扱い薬局検索
・	薬はどれも、標準的な用量で計算しました。
・	薬局では、薬代のほかに調剤基本料や薬剤
服用歴管理指導料などがかかります。

（薬価は2012年12月24日現在）

新薬の特許期間が切れた後に、新薬と同じ有効成分を
使用し、効き目・安全性が新薬と同等であることを国
が厳しく審査し、承認された医薬品です。

調剤薬局の窓口で、ジェネリック医薬品使用の意思を
伝え、薬剤師に相談しましょう。

ジェネリック医薬品は新薬に比べ3割以上、中には5
割以上安くなるものもあります。これは新薬に比べ研
究開発費を大幅に抑えられるためです。

平成24年4月から、保険薬局で薬を調剤してもらう
際に、ジェネリック医薬品に関する情報（価格、在庫
状況など）が得られるようになりました。お薬をもら
う際に薬剤師に聞いてみましょう。

ジェネリック医薬品ってどんな薬？

ジェネリック医薬品を調剤してもらうには？ 1

ジェネリック医薬品ってどのくらい安いの？

ジェネリック医薬品を調剤してもらうには？ 2

● 抗ヒスタミン薬
● アレルギー性鼻炎治療薬
● アレルギー性結膜炎治療薬

合　　計

先　発　薬 ジェネリック薬

1ヵ月の薬価　（　）内は3割負担

4,380円 （ 1,314円）
1,638円 （　 491円）
3,666円 （ 1,100円）

 9,684円（ 2,905円）

差額は……（1ヵ月使用の場合）
7,109円 （2,132円）

909円 （　273円）
858円 （　257円）
808円 （　242円）

2,575円 （773円）

（引用　健康保険組合連合会のHP）

★�分割調剤（お試し調剤）を利用すれば、最初の1～ 2週間だけ試してみる
ことができます。

▼�文書による情報提供のイメージ（例）

薬剤名（一般名）

○○○○錠
（×××××錠） 高血圧症 1日 1回 1錠 30円

効能・効果 用法・用量 写真 薬価

新
薬

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

このお薬にはジェネリック医薬品があります。

×××××錠「××」（△△製薬）
15円

特許期間終了

発売

新薬

ジェネリック医薬品20～25年

薬事法による厳しい品質基準をクリア

在庫などの問題でジェネリック医薬品に
変更できない場合もあります。詳しくは
医師・薬剤師にご相談ください。

高血圧症のお薬＊を
12ヵ月間服用した場合

＊リシノプリル水和物錠
   （20mg）1日1回1錠、
   3割負担の場合

13,554円

1,458円
A社 B社 C社

2,063円 2,203円

新薬 ジェネリック医薬品

最大
12,096円
お得!

日本ジェネリック医薬品学会「かんじゃさんの薬箱」より算出　2012年4月現在



検診申し込み金返金手続きはお済ですか？（健診申し込み後キャンセルされる方へ）
締切日は2013年3月29日 （金） （厳守願います）

　2012年度の健診を申し込み後、キャンセルされる方で、まだ申し込み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）。

● 健康・こころオンライン ●
https://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。

ケンポニュース（通巻123）／2013年 3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
／☎ 06（6226）9151

電話相談
相談費用は無料。
プライバシーは、
厳守されます。

2013年度の健康診断スケジュールは下記のとおりです。
年に1回の健診を必ず受診し、病気の早期発見や悪い生活習慣を見直す機会としてご活用ください。

対象者名
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（現役の配偶者）
扶養家族（主婦以外）

対　　象
2013年5月末現在加入者
2013年5月末現在35歳以上
2013年12月末にて35歳以上
2014年3月末にて40歳以上

ご案内時期
6月上旬
6月上旬
9月上旬
11月下旬

実施時期
9～12月
9～12月
11～3月
12～3月

※�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いたします。必ず締切期日までにお申し込みください
〈案内月（誕生月は関係ありません）の月末までに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いたしますので、住所変更の際は必ず「住所変更届」を提出してください。

～乳がん検査がマンモグラフィあるいは乳腺超音波（エコー）へ～
　�成人病婦人科検診、主婦健診等の乳がん検診が、2013年4月より従来の視触診検診からマンモグラフィ、
あるいは乳腺超音波（エコー）による検診へ変わります。

　検査方法等の詳細については、事前に医療機関へ問い合わせしてご確認ください。

重要

　4月1日（月）から、健康電話相談がリニューアルいたします。名称も『ココロとからだの健
康相談』と変更し、電話番号の一本化、携帯電話・PHSからも無料で利用可能となりました。
　「子どもが急に熱を出した！」「専門医のいる病院を教えてほしい」「親の介護で悩んでいる」
等々、困ったとき悩んだときはいつでも電話してください。相談料・通話料は無料となって
おります。詳細は、ホームページをご覧ください。
　より使いやすくなった『ココロとからだの健康相談』を家族みなさんでご利用ください。

健康電話相談
リニューアルのお知らせ

● ココロとからだの健康相談 ●
0120-486-006

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます
年中無休・24時間開設

〈ココロの相談は、9時～ 21時 土曜日10時～ 18時 日・祝休み〉
※希望すれば面談も受けられます（契約機関にて）・5回まで無料

【 2013 年度から変わります 】

【 健康診断スケジュール 】

保健事業インフォメーション

 http://www.shakaihoken.org/sekisui/
現在、健保ホームページでは、適用、給付、保健事業、申請書式ダウンロード等、各種情報を掲載して
おりますので、ぜひご覧のうえご活用ください。

　　健保ホームページをご覧ください!

～前期高齢者訪問健康指導をさらに充実させます～
　2008年度より前期高齢者（65歳〜74歳の被保険者および被扶養者）で希望する方に、健保が委託する業者の
保健師・看護師を自宅に訪問させ、生活習慣指導（食事・運動等）を実施してきました。2013年度より、生活習
慣病を罹患している方で、早期に保健指導が必要な方に対して、積極的に生活習慣指導を実施いたします。
　ぜひこの機会に、生活習慣指導や医療機関への適切な受診等についてのアドバイスを受けられるようにお願い
いたします。　　　　　　　◦ご案内時期　4月下旬　　◦実施時期　6月～7月

【お問い合わせ先】　セキスイ健康保険組合（保健事業グループ）　☎06-6226-1464


