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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。
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【セキスイ健康保険組合】● SEKISUI KENPO NEWS

春は環境の変化でストレスを感じやすい時期。
質のよい睡眠が大切！

起床後
すぐに朝の光を浴びることで、

体内時計が整います。

朝起きたら朝日を浴びる

ディスプレイから出る、
ブルーライトの明るい光の刺激が

睡眠を妨げることに。

寝不足のとき、
午後の30分以内の仮眠は

作業能率の改善につながります。

寝る前のスマホ、
パソコンは控えて 昼寝は短く効果的に

2ページ　　　　年に1度の健康診断をオススメしたい、その理由

3、4ページ　　お知らせ・ケンポ豆知識─健康保険法はココが変わる！

5ページ　　　　2016年度　収入支出予算と事業計画の概要

6ページ　　　　セキスイ健保のマイナンバー対応について

マイナンバーご提供のお願い

　健保では年内に加入者の皆
様のマイナンバーをご提供い
ただく予定にしております。
詳 し く は、6ペ ー ジ の イ ン
フォメーションに記載してお
りますのでご確認のうえ、ご
協力お願いいたします。

療養費支給申請書が当健保組合ホームページから
ダウンロードできるようになりました

　治療用装具、治療用眼鏡を作成しいったん全額
支払ったり、やむを得ない事情により保険証不携
帯で受診し全額支払った場合には、申請すること
により保険給付相当額の払い戻しを受けることが
できます。その際に必要な申請書が当健保組合
ホームページよりダウンロードできるようになり
ました。

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。http://sekisui-kenpo.or.jp/

健保ホームページをご覧ください!健保ホームページをご覧ください!

今号の内容
CONTENTS
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年に1度の健康診断をオススメしたい、その理由
　疾病の早期発見だけが健康診断の目的ではありません。健康診断は、症状がないうちか
ら自分のカラダの状態をチェックし、食事や運動などの生活習慣を改善することによっ
て、生活習慣病の予防や早期発見、元気なカラダづくりに役立てることを目的としています。
1年に1度は必ず受診し、健康状態を確かめましょう！
　また、がん検診もしっかり受けることが大切です。大腸がん、肺がん、胃がん検診に加
えて、 女性の方は乳がんや子宮がんの検診も習慣づけましょう！

　特に不調がないという方も、気づか
ぬうちに病気が進行していることがあります。病気になると
通院や入院などに多くの時間と費用がかかります。そうなる
前に時間をつくり、健診を受けましょう。

　かかりつけ医で行う検査は、持病や不調に関するものです。
健康診断では、体全般にわたる検査をするので、自覚症状が
ない病気の早期発見のためにも、受診をオススメします。

2016年度の「健康診断ご案内」を5月上旬（予定）に対象者のご自宅に発送します。健診対象者は従来どおり

１）　退職者とその奥様：35歳以上（2017年3月末時点）
２）　現役社員の方の奥様：35歳以上（2017年3月末時点）
３）　上記以外のご家族：40歳以上（2017年3月末時点）

　見た目は普通でも中性脂肪やLDL
（悪玉）コレステロールが高い「隠れ肥満」の人が増えていま
す。また、肝臓の病気の原因に必ずしも飲酒は関係ありませ
ん。思い込みで自分は大丈夫と思わずに、まず健診を。

◎こんな理由で受診していないなら……もったいない！

退職者（特退・任継）及び、主婦・家族の方の健康診断のご案内

健康 電話相談
ストレスチェック制度がいよいよ
スタートします。体の不調だけで
なく、心の悩みにも「健康電話相
談」は無料でご利用いただけます。

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・祝は休み〉

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

忙しくて
受けられない

太っていないし
お酒も飲まないよ

かかりつけ医で
検査しているよ

　＜自己負担金＞
施設健診（約730機関）  　10,000円
巡回健診（約450機関）　　 5,000円

「健康には自信がある」そんな過信は
病気発見の遅れにもつながります！
定期的な健康診断で、日々の生活の
見直しをはかりましょう！ 

　日本では生活習慣病にかかる人が増えており、死亡原因として5割
を超えています。過食や偏食、運動不足、ストレス、喫煙など、“悪
い”生活習慣は様々な病気の原因になり得ます。特に、内臓脂肪型肥満 

（メタボ）の人は、高血圧症や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病に
なりやすく、これらは心筋梗塞や脳梗塞などの致死的な病気を引き起こ
す要因につながる可能性があります。

厚生労働省「平成 26 年度人口動態統計」

生活習慣病は日本人の死因の約5割！
がん
28.9%

その他
26.8％

心疾患
15.5％肺炎

9.4％
脳血管疾患 9.0％
老衰 5.9％
腎不全 1.9％

大動脈瘤及び
解離 1.3％

慢性閉塞性肺疾患
COPD 1.3％

日本人の死因
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（１） 標準報酬月額について、3等級区分を追加し、その上限額を139万円とすること。
　　（現行の上限額は121万円）

前年の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内。

（２） 標準賞与額の上限額について、年度における標準賞与額の累計額を573万円とすること。
　　（現行の上限額は540万円）

2016年度の当健保組合の特例退職被保険者の標準報酬月額は、前年と同じで変更はありません。

●　施行期日　2016年4月1日から

1 特例退職被保険者の標準報酬月額の算定方法の見直し

2 標準報酬月額・標準賞与額の上限額の見直し

等級

第 47 級

第 48 級

第 49 級

第 50 級

標準報酬月額

1,210,000 円

1,270,000 円

1,330,000 円

1,390,000 円

報酬月額

1,175,000 円以上　1,235,000 円未満

1,235,000 円以上　1,295,000 円未満

1,295,000 円以上　1,355,000 円未満

1,355,000 円以上

追加

お知らせ 被扶養者の状況調査（検認）について
　ご家族が当組合の被扶養者である方を対象に、毎年7月頃に状況調査（検認）を実施する予定です。就職などの届け出 
もれ、収入が認定条件の範囲を超えている方は速やかに届け出をお願いいたします。

　健康保険組合では一定の条件（＊1）を満たしたご家族を被扶養者として認定していますが、その条件を満たさな
くなったご家族の届け出を失念され、そのまま受診しているケースがあります。
　そのため、定期的に被扶養者の検認を実施しますので、皆様にご協力のお願いと、以下の点について周知いただき
たくお知らせいたします。

（＊1）  主として被保険者により生計を維持されている3親等内の親族。
　　　 年間の収入が130万円（月収108,334円）未満、60歳以上と障がい者の方は180万円（月収150,000円）未満。
　　　 その他に同居・別居などの制限があります。詳しくは当組合ホームページを参照ください。

・前年度に当組合に加入した（当該事業所に入社した）方の被扶養者
・検認年度時点で18歳未満の被扶養者

・就職、結婚、離婚や収入額が条件を超えているなど、認定条件を満たさない時は、
  その時点まで遡り認定外になります。
・認定外になった時以降の医療費については返納していただきます。

・実施の時にお知らせする期限内に検認を受けるようにしてください。

検認は毎年、全被扶養者に対して行いま
すが次の方は対象から除きます。

検認の際は状況を確認するための書類を
ご提出いただきます。

検認届等が提出されない場合は、該当の
被扶養者の保険者証は無効になります。

健康保険法はココが変わる!

現　行

① 前年の9月30日における特例退職被保険者以外の標準報酬月額の平均
② 前年の全被保険者の平均賞与額の1/12
　 （①＋②）÷2＝標準報酬月額

左記①の範囲内

改　正　後
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　入院時食事療養費の食事療養標準負担額（窓口負担額）について、平均的な家計における食事、及
び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定め
る額とすること。

　特定機能病院及び500床以上の大病院を紹介状なしで受診する場合、患者から特別の料金を徴収
する。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合には定額負担を求めない。

　患者の申出に基づき、厚生労働大臣が定める高度な医療技術（未承認の医薬品等）を用いた療養を
保険外併用療養費の支給の対象とするものとすること。

（注） 保険診療と自由診療（保険外診療）は同時に受けられないことになっており、自由診療が一部でもあるとその他の部分も含めて全額自己負担
となる。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、患者の同意を要件として保険診療が認められている。
この、保険が適用される分を保険外併用療養費という。

　1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未
満である方、または1カ月の所定労働日数の4分の3未満である方のうち、次の1 ～ 5に該当する
場合は、健康保険の被保険者とすること。
１　週の所定労働時間が20時間以上あること
２　賃金の月額が8.8万円（年収106万円）以上であること
３　勤務期間が1年以上見込まれること
４　学生を適用除外とすること
５　規模501人以上の企業（特定適用事業所）を強制適用対象とすること

4 入院時食事療養費等の見直し

5 紹介状なしで大病院を受診する際の定額負担導入

6 患者申出療養の創設

7 短時間労働者（パートタイマー）に対する被用者保険の適用拡大

＜2016年4月1日から＞＜現 行＞ ＜2018年4月1日から＞

（食材費＋調理費） （食材費＋調理費）

（食材費）

低所得者は据え置き

一般所得

負担額（1 食）

360 円一般所得

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

負担額（1 食）

260 円

210 円

100 円

一般所得

負担額（1 食）

460 円

●　施行期日　2016年10月1日から

3 傷病手当金・出産手当金の算定基準（法定給付）の見直し

　傷病手当金・出産手当金の額について、1日につき、傷病手当金・出産手当金の支給を始める日の
属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する
額の3分の2に相当する額とすること。

【具体例】  標準報酬月額

200（千円） 200 200 200 200 200 200 200
240 240 240 240

支給開始月
↓

＜従 来＞ ＜見直し後＞
① 支給開始月の標準報酬日額　240,000÷30＝8,000
② ①で求めた3分の２　　　　8,000÷3×2≒5,333（日額）

① 標準報酬月額の平均額　（200,000×8+240,000×4）÷12＝213,333.33…
② ①で求めた30分の1　　213,333.33…÷30≒7,110
③ ②で求めた3分の2 　　  7,110÷3×2＝4,740（日額）
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2016年度 収入支出予算と事業計画の概要
2月19日に開催された第150回組合会で、2016年度予算が承認されましたのでお知らせします。

予 算 の ポ イ ン ト

予   算   概   要

▲

退職者の標準報酬月額…… 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）

▲

医療費（保険給付費）は増加の傾向続く→ 国全体でもここ数年2 ～ 4％／年増加し、2014年度は40兆円を超える。

保険料収入　309億円16年 316億円

収
入

財政調整事業支援金　3億円

雑収入他　4億円

保険料収入　306億円15年 313億円

財政調整事業支援金　3億円

雑収入他　4億円

316億円16年

支
出

15年

保険給付費　161億円
高齢者

納付金・支援金
123億円

保健事業費　19億円

事務所費他　13億円

310億円保険給付費　155億円
高齢者

納付金・支援金
129億円

保健事業費　18億円

事務所費他　8億円

健康保険

収
入

支
出

繰入金　0.2億円

介護保険料　27億円

介護納付金　27億円

保険給付費の増加
2015年決算見込

155億円
2016年予算

161億円+6億円

＊1人あたり保険給付費の伸びは103％

保険料収入
2015年決算見込

306億円
2016年予算

309億円+3億円

介護納付金 （支出）
2015年決算見込

26.7億円
2016年予算

27.4億円+0.7億円

高齢者納付金・支援金の負担は継続
2015年決算見込

129億円
2016年予算

123億円−6億円

介護保険

❖  保 険 給 付 費 → 主に、皆様が保険診療を受けられた医療費
 　　 　　　　　　 の原則7割です。

❖  高齢者納付金 → 全国の高齢者の医療費を負担する
 　　 支援金　　　 ために国に納めている費用です。

被保険者数 54,340人 （53,880人）
　一般被保険者（現役） 50,502人 （49,870人）
　特例退職被保険者 3,292人 （3,475人）
　任意継続被保険者 546人 （535人）
被扶養者数 60,844人 （60,673人）
被保険者平均年齢 43.0歳 （42.8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12.6
 事 業 主 負 担 1000分の6.3
 本  人  負  担 1000分の6.3

● 予算基礎数値 ●　（カッコ内は2015年度決算見込み数値）

140
億円 118

億円

142
億円 120

億円

150
億円 125

億円

155
億円

129
億円

161
億円

123
億円

0

50

100

150

（億円）

200

’12年 ’13年 ’14年 ’15年 ’16年

保険給付費 高齢者納付金・支援金

増加傾向増加傾向

保険給付費と納付金 の 推 移

● 保健事業の取り組み強化 ● ● 医療費の抑制と適正化 ●

● 事　　業　　運　　営 ●

◎事業主との協働事業の推進　
　⇒生活習慣病・重症化予防策の継続推進
◎産業保健の支援 ⇒ ストレスチェック、Webスタート
◎主婦・退職者健診の受診率向上

◎ジェネリック医薬品の推進と柔整療養費の適正化

◎マイナンバー制度への対応
◎被扶養者資格の適正化 （検認の毎年実施）

2016年度の主要施策

健康保険 9.0% 介護保険 1.26％保険料率（単位：パーセント） （1.22％から改定）
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●インフォメーション

セキスイ健保のマイナンバー対応について

当健保組合のマイナンバー対応スケジュール

　マイナンバーは、番号法で規定された以下の行政手続き等において利用されること
になっており、医療保険も対象となっています。今後厚生労働省関係省令改正により、
各種手続きで加入者の皆様のマイナンバーが必要となります。

2016／10以降 （予定）　マイナンバーの提供をご依頼します。

 ・現役の方は事業主からご提供いただきます。
 ・任意継続被保険者、特例退職被保険者の方は健康保険組合より提供のご依頼
　をいたします。（ご依頼の準備ができましたら、あらためてご案内いたします）

2017／1以降 （予定）
下記届出書等にマイナンバーを記載していただきます。

 ・被保険者資格取得の届出
 ・被扶養者の届出
 ・療養費の支給の申請

 ・傷病手当金の支給の申請
 ・出産一時金の支給の申請
 ・限度額適用認定の申請書　等

2017 ／ 7以降 （予定）
地方公共団体や、医療保険者などとの情報連携を開始します。

 ・情報連携により、これまで申請手続のために必要だった添付書類
   （住民票、所得証明等）が不要となります。

ケンポニュース（通巻129）／2016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

マイナンバー提供依頼

税務署に提出する
確定申告書、届出書、
法定調書などに記載

都道府県・市町村に
提出する申告書、

給与支払報告書などに記載
　　　　　　　　　　　など

税務関係の手続

年金の資格取得や確認、給付

雇用保険の資格取得や
確認、給付

ハローワークの事務

医療保険の給付の請求

福祉分野の給付、生活保護
　　　　　　　　　　　など

社会保障関係の手続

被災者生活再建支援金の給付

防災・災害対策に関する事務

被災者台帳の作成事務
　　　　　　　　　など

災害対策

【内閣官房】　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
マイナンバーに関して、詳しい情報はこちらへ

マイナンバー記載
（利用開始）

情報連携


