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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。

春
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Vol.125

【セキスイ健康保険組合】● SEKISUI KENPO NEWS

被保険者数	 53,140人	 （52,193人）
　一般被保険者（現役）	 49,080人	 （47,868人）
　特例退職被保険者	 3,670人	 （3,892人）
　任意継続被保険者	 390人	 （433人）
被扶養者数	 62,410人	 （61,202人）
被保険者平均年齢	 42.55歳	 （42.40歳）
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

● 予算基礎数値 ●（カッコ内は2013年度決算見込み数値）
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保険給付費と納付金の推移

《 事　業　運　営 》
事業主、組合員の満足度向上

◎情報発信の更なる強化（機関紙、HP等）
◎事業主、健保の業務効率向上

《 保　健　事　業 》
疾病予防等の体制づくりと展開

◎新たな健診制度の導入（主婦、退職者）
◎事業主との協働による事業の企画

《 保　険　給　付 》
医療費抑制に向けた取組み強化

◎ジェネリック医薬品の利用促進
◎医療費適正化の施策推進(柔整療養費照会,医療費通知）

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

2014年度 収入支出予算と事業計画の概要
2月21日に開催された第143回組合会で、2014年度予算が承認されましたのでお知らせします。
医療費（保険給付費）と高齢者医療制度を支える納付金、支援金の増加により、健康保険組合を取巻く厳しい環境は続きますが、
2014年度は保健事業の強化と医療費の適性化に取り組みます。

予　算　概　要

2014年度の主要施策をご紹介します

特例退職被保険者･任意継続被保険者の標準報酬月額 → 改訂はありません

【収入合計　305.7億円】 【支出合計　305.7億円】

保険料収入
296.2億円

財政調整事業支援金
3.2億円

雑収入　3.3億円
国庫補助金他　0.3億円

事務所費　2.7億円
予備費他　5.0億円保健事業費　22.0億円

財政調整事業拠出金　4.4億円

繰入金　2.7億円

保険給付費
146.7億円納付金

125.0億円

【健康保険】

被保険者数、標準報酬月額の増加で保険料収入が増収 保険給付費の増加

納付金の負担増

保健事業関連

2013年決算見通し

295.3億円
2014年予算

296.2億円
2013年決算見通し

142.0億円
2014年予算

146.7億円

2013年決算見通し

120.1億円
2014年予算

125.0億円

2013年決算見通し

19.1億円
2014年予算

22.3億円

+4.7億円

収
入

支
出

繰入金　1.6億円

保険料　23.9億円

納付金　25.5億円

＊1人あたり保険給付費の伸びは1.4％を見込む

＊高齢者支援金は前年比2.9%増、退職者拠出金は34%増

＊健診制度の充実と保健指導の実施拡大

+0.9億円

介護納付金
2013年決算見通し

23.1億円
2014年予算

25.5億円
＊保険料収入だけでは足りず、準備金より1.6億円繰入

+2.4億円

+4.9億円

+3.2億円

【介護保険】

‰=パーミル（1パーミルは1000分の1）

一　般 90‰ 介　護 11.8‰保 険 料 率 共に変更ありません
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収入金額基準で判定

ケンポ 《豆知識》

2014.4.1.受付分から

扶養認定基準が変わります!

セキスイ健康保険組合の扶養認定基準（3つの原則）

認定対象者の収入が年間 別居の場合
認定対象者の収入が

被保険者の仕送り額より
少ない

※�月額　108,334円未満
　（60歳以上または障がい者は
　　150,000円未満）

1 3

130万円未満

認定対象者の
収入が被保険者の収入の

2

1/2未満

認定
対象者
の収入

被保険者
の収入の
1/2

認定
対象者
の収入

被保険者
からの
仕送り額

☆詳細はセキスイ健康保険組合　ホームページをご確認ください。　http://www.shakaihoken.org/sekisui/
＊新しい基準については3月下旬に掲載予定です。　　＊認定についてのチェックリストも掲載予定です（3月下旬）。

扶養申請って
ややこしいわね…

今まで細かい制約があっ
たけど、わかりやすくな
るんだよ！

Vol.2シリーズ

（例外もありますので、詳しくはセキスイ健保にご相談ください。）

60歳以上または障がい者は
180万円未満

家族一人当り額の計算1

夫婦の収入を合算2

扶養実績の条件3

失業給付等受給時は不認定4

被保険者の収入を被保険者と被扶養者の人数で割り、一人当り額を計算して、認
定対象者の収入が上回れば認定不可

認定対象者が夫婦の場合、夫婦の収入を合算した額で判定。夫婦一方のみの認定
不可

3ヶ月以上の扶養実績がなければ認定不可 （配偶者と子以外）
3ヶ月未満の短期の認定不可

失業給付等の受給中は金額に関わらず、認定不可
出産手当金の受給中については認定可

ここが変わります!

日額　3,611円以下
日額　4,999円以下（60歳以上または障がい者）受給日額により認定可

今まで これから

廃  止
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こんな場合はどうなるの？ コーナー

父が亡くなり、父の扶養に入っていた母を私
の扶養者として申請したいのですが、別居し
ていてもすぐに認定してもらえますか？

別居の母を今すぐ私の扶養に入れたい3

3 下記基準を満たしていれば認定可能です。
　●　�母の収入が認定基準内の金額
　●　�あなたからの仕送りが母の収入より多い
　●　�遺族年金が支給されたときに、収入の
基準を超えない

　●　�あなたの他に母を扶養する人がいない
父は収入が190万円、母は80万円です。
父は認定基準の180万円を超えているので申
請しませんが、母のみを扶養に入れることは
できますか？

母親だけ扶養に入れたい2

2 今までは、両親の収入を合算して判断し
ていたので、両親とも扶養に入れません
でしたが、今後は一人ひとりの収入で判
断しますので、母は認定可能です。
ただし、母の扶養義務は子のあなたより、
夫である父が優先ですから、父に扶養能
力があると判断した場合は認定できない
こともあります。

「医療費返納」とは、この場合
「セキスイ健保が立て替えた医療費を
お返し下さい」ということです。

　この場合、娘さんは結婚日から結婚相手（ご主人）
の被扶養者になります。
　ところが、セキスイの保険証を使って受診をする
と、本来はご主人が加入している健保が負担すべき
医療費をセキスイ健保が立て替えたので、その分を
返納していただく事になります。
　返納した金額は、ご主人の健保に請求する事がで
きますが、手続きが必要になります。

【忘れがちな手続きを先送りにしていたAさんのケース】

セキスイ健保
から俺宛？
何だろう？

娘が結婚したけど
扶養から外す手続きは
後でいいかな。
保険証も娘が
持ってるし。

お父さん、
旦那の会社から
まだ保険証が
届いてないから、
セキスイの保険証
を使っちゃって
いいよね。おっと

電話か。

Aさん

まだなら
仕方が
ないよなあ。

数ヵ月後

「医療費返納について」? 扶養から外れる手続きはお早めに!!
扶養から外れる日以降はセキスイの保険証は

使用しないでください!!

妻が仕事を辞めました。
これまで加入していた健康保険が使えなくな
るので、私の扶養にできますか？

退職後の扶養認定は？1

1 退職後、奥様の収入が全くなくなる場合
は認定可能です。
雇用保険やその他に収入がある場合でも、
前頁の扶養認定基準を満たしていれば認
定できますので、退職後すみやかに申請
をしてください。

扶養から外す手続きもお忘れなく!   遅れると大変なことに…

「収入」ってなんだ!?

・国民年金、厚生年金、企業年金、個人年金
・障害年金、遺族年金（税法上は非課税）
・配当や利子（定期的な収入）
・給与、賞与、事業収入、不動産収入、農業収入
  など

※�退職一時金や不動産売却代等一時的なものは除く。税法
上では非課税でも健康保険では収入として判断します。

こ
ち
ら
を

ご
確
認
下
さ
い

基準は大体分かったけれど実際
の場合になると、どうも
よく分からない……

そこで!
　　　　コーナーを

作ってみました

Ａ）扶養申請の理由が明確な場合（出生・退職・結婚・離婚等）
　��→２ヶ月以内の申請なら当日まで遡り認定
Ｂ）A以外の場合または2ヶ月を越えた場合
　��→申請書が健保に届いた日で認定
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　同じ病気で医療機関を次々替えて受診することを「はしご受診」または「ドクターショッピング」といい
ます。医療費がかさむだけではなく、薬の重複による副作用や、何度も検査を受けることにより身体へ
の負担もかかります。医療機関を替えたいときは、医師に相談をして紹介状をもらってからにしましょう。

　休日や夜間の診療は、応急処置を目的としたもので、通常の診療体制とは異なります。必要な検査を
受けられなかったり、最適な薬が処方されない場合があり、割増料金も請求されます。
　また、安易な受診は緊急医療の妨げになるので、急病でもないのに休日や夜間に受診するのは控えま
しょう。

はしご受診はしご受診

コンビニ受診コンビニ受診

ケンポニュース（通巻125）／2014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

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!

健 康 電 話 相 談

健保ホームページをご覧ください!

●インフォメーション

※ただし、いずれの場合も標準報酬月額が28万円以上の方は3割負担となります。

『ココロとからだの健康相談』はプライバシー厳守、
無料の相談窓口です。

有資格者の専門相談員が、健康やココロに関しての
ご相談に懇切丁寧にお応えいたします。

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1/1～1/3は休み〉
※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

ココロとからだの
健康相談

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。

健康・こころの
オンライン

医療費の節減にご協力ください ～こんな受診が医療費の無駄につながります～

【誕生日が1944年（昭和19年）4月1日以前の方】
　軽減特例措置の対象者となり、現状通り1割負担で受診できますが、3月下旬に記載内容を変更した新しい高齢
受給者証を送ります。新しい高齢受給者証が届きましたら、現在お持ちの証書を当健康保険組合にご返却ください。

【誕生日が1944年（昭和19年）4月2日以降の方】
　誕生日の翌月1日から医療費負担割合が2割になります。高齢受給者証は誕生月の月末までに送ります。

 70歳～74歳の方へ  ～高齢受給者証の更新及び負担割合について～

2014年度 退職者・主婦（家族）健康診断が変わります

産前産後休業期間中の保険料が免除になります

任意継続、特例退職者の方へ「医療費のお知らせ」をお送りします

　2014年度の健康診断より、更なるサービス向上を図るため、健診業務を外部委託することとなりました。これに伴い、「退職
者健診」「主婦（家族）健診」の案内・予約・受診方法、受診期間等が変わります。詳細は、同封の「健康診断の申込、受診方法が
変わります」をご覧願います。　※�健保に届出の住所宛に送付いたしますので、住所変更の際は必ず健保宛に「住所変更届」を提出してください。

　平成26年4月から、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除を受けること
ができます。対象者は、2014年4月30日以降に産前産後休業が終了になる方です。
　詳細につきましては、後日ホームページなどでお知らせいたします。

　今まで、退職者（任意継続・特例退職者）とそのご家族に、「医療費のお知らせ」は現金給付金がある方の
み該当月にお送りしていましたが、今後は現金給付金がない方についても年2回定期的にお送りします。
　受診状況を確認していただき、効率的かつ効果的な受診を心掛けていただき、また領収証と照らし合わ
し不正請求の防止にご協力ください。

実施時期 2014年4月より 送付時期 4月：前年7月～前年12月受診分／ 10月：当年1月～当年6月受診分




