
●心のセルフケアを始めよう
●不眠を改善
●7月19日に行われた第152回組合会にて、
　2015年度決算が承認されました
●2017年4月から 特例退職被保険者のみなさまの
　標準報酬月額が変わります
●10月から 健康保険の制度が変わります
●ランニング＆サイクリングのススメ
●主婦・家族および退職者の方へ 健康診断受診のお願い
●被扶養者の資格確認調査にご協力ください
●Let’s Go!お手軽キャンプ
●デトックスCooking

ご家庭に持ち帰り
、

ご家族でお読みく
ださい！

http://sekisui-kenpo.or.jp/
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今号から誌面を
リニューアルしました！
今号から誌面を
リニューアルしました！
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通勤中はしっかり歩く1

4 5
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「いつもと違う」自分に気づいたら… セルフケアをこまめに実践しよう 

心を軽くする
ワーキング
ストレス対策

一人で
抱え込まずに、
相談を

●ココロとからだの
　健康相談

●健康・こころのオンラインc0120-486-006

ストレス初期の症状

監修●
大美賀 直子（産業カウンセラー）

　うつ病等により１カ月以上欠勤・休職している社員が
いる企業が６割※を超えるなか、ストレス対策が重要な
課題となっています。
　ストレスがたまると、心の面だけでなく、体にもさまざ
まな症状が現れます。まずは下表のようなチェックで、自
分のストレス状態を知ることが対策の第一歩。頭が重い
なら早めに帰って休むなど、症状が軽い段階で休息や気
分転換をはかることが、心の健康につながります。

　通勤中は太陽の光を浴び
て、胸を張って元気よく早歩
きすると、ストレスをコント
ロールする脳内物質「セロト
ニン」の分泌が増え、ストレ
ス耐性が高まります。

ストレッチで
心と体のコリほぐし

　体の緊張を感じたら、手足をブラブ
ラさせたり、ストレッチ
するといいでしょう。
体の緊張がほぐれる
と、心にも余裕が生ま
れます。

　長時間労働や人間関係のトラブルなど、自分の力だ
けで解決できないことは、上司や同僚に相談しましょ
う。また、気分が晴れない状態が続くのであれば、専門
医に相談を。一人で抱え込まないのがポイントです。

ストレスチェック制度がスタート。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。 ココロの相談は…平日９～21時・土曜日10～18時、日・祝はお休み 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

□夢を見ることが増えた
□朝すっきり起きられない日が多い
□以前より目が疲れやすい
□なかなか疲れがとれない
□肩こりがつらい

「おやすみ時計」を使って
十分な睡眠を

　睡眠はストレス解消の特効薬です。夜ふ
かししないよう、寝る時間に「おやすみ時
計」をセットするのもおすすめ。十分な睡
眠時間をとり、生活リズムを整えましょう。

週に１度は退社後の
スペシャルタイムをもつ

　平日を充実させるには、退社後の時間を工夫しま
しょう。刺激が足りない人は資格の教室で勉強、疲
れ気味な人はアロマやヨガで心身を癒すなど、自分
の時間を楽しんで。

ランチタイムはしっかり休み、
コミュニケーションを楽しむ

　ランチタイムは、午前中の仕事の疲
れをリセットできる大切な時間。しっか
り休みましょう。また、仲間とのランチ
でコミュニケーションを楽しむのもよ
い気分転換に。

　平日は仕事だけに没頭し、やっと休日が来たと思った
ら疲れで何もできない…そんな経験はありませんか？　
　ストレスを蓄積させないためには、休日だけでストレス
解消するのではなく、こまめにケアすることが大切です。
　ストレスは軽いうちであれば、セルフケアで簡単に解
消できます。通勤中やちょっとした空き時間に、下記のよ
うな方法を実践してみましょう。

仕事ストレスに効く

簡単 セルフケア5つのコツ

心のセルフケアを始めよう

□腰痛や背中の痛みがある
□食欲が落ち、体重が減っている
□頭が重く感じる
□よく胃もたれする

　不眠のいちばんの原因は精神的なストレスです。ストレ
スがあると、たいてい首や肩、背中、みぞおちのあたりがカ
チカチに緊張しています。ストレッチと呼吸で心と体をほぐ
しましょう。夏は暑さも安眠のジャマをします。睡眠環境を
整えて、寝苦しさを解消しましょう。

●寝る前にラクな気持ちで行う。
●動作に集中して、余計なことを考えない。
●途中で眠たくなったら寝てもＯＫ。

呼吸に集中して
余計なことを
考えない

足首を回し
てもよい

上半身を
ほぐすポーズ1

上半身をリラックスさせるポーズ4

首を
ほぐすポーズ2 むくみ

スッキリポーズ3
5～6回 5～6回 １５～３０秒

１0～15回

四つんばいの姿勢になり、息を吐
きながら腕を前に伸ばし、胸を床
につけるようにしならせる。息を吸
いながらラクな姿勢に戻る。

仰向けになって頭の後ろで手を組
む。息を吐きながら頭と足先を上
げ、首のうしろとアキレス腱を伸ば
す。息を吐いて脱力する。

足と手の
力を抜く

仰向けになって両手と両足を上げ、
ブルブルと振るわせる。スッと脱力
して下ろす。呼吸は自然呼吸で。

仰向けになって、足と腕を軽く開く。軽く目を閉じ、体全体が床に
沈んでいくような感じで、全身の力を抜く。ゆっくり息を吸って、
ゆっくり息を吐く。

不眠を改善

安眠できる夏の睡眠環境

●あらかじめ寝室の室温を２６～２８℃、湿
度を５０～６０％に設定しておく。

●エアコンのタイマーは入眠後1～2時間
で切れるようにしておく。
●通気性のよい綿や麻の寝具を選ぶ。

CHECK！
当てはまる項目が多いほど、

ストレスがたまっているといえます。
早めに対策を！

仕事ストレス
解消の

エクササイズＰＯＩＮＴ

不調 改善
エクササイズ

ログインID 06271787

健康電話相談

※（財）労務行政研究所「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」（2010）

年中無休・24時間開設 携帯電話・PHSも利用可
https://www.healthy-hotline.com

お尻を突き
出すような
感じで
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「兄姉」の被扶養者の認定要件が緩和されます

改定前

健康保険

財政状況の推移

介護保険

収入

支出

2016年10月から

　これまで、被保険者の「兄姉」を被扶養者とする場合
は、被保険者と同居していることが必要でしたが、この同
居要件が撤廃され、収入要件を満たしていれば、被扶養
者に認定されることになります。

　一定の要件を満たす短時間労働者において、社
会保険の適用が拡大されます。

70歳以上の被保険者のみなさまには、所得確認のご
依頼を送付いたします。

70歳以上の被保険者のみなさま全員に、高齢受給者
証を送付し古い受給者証を回収します。

※一世帯の収入合計が一定額以下の場合、(　)内の負担割合
となります［従前どおり］
　一定額とは、●１人世帯：３８３万円　●２人以上世帯：５２０万円 です

所得確認を終了します。

①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金88,000円（年収106万円）以上
③勤務期間が継続して1年以上見込まれる
④学生ではない
⑤従業員(社会保険適用者)501人以上の企業に勤務

ご家族（被扶養者）が、お勤め先の社会保険に加入される場合は、扶養
から削除するお手続きが必要です（9ページ参照）。

①～⑤の要件をすべ
て満たす方は、社会
保険の加入が義務
づけられます。

健康保険の制度が変わります

労働時間が
週30時間以上

（正社員の概ね4分の3以上）

10月から

1 2

2015年度 決算概要
背景・主旨

2017年4月から次のように変わります

1

2017年４月から 特例退職被保険者の
みなさまの標準報酬月額が変わります

●被保険者数・・・・・・・・・・・・・・・・・53,879人
●被扶養者数・・・・・・・・・・・・・・・・・60,682人
●被保険者平均年齢・・・・・・・・・・・・42.8歳
●保険料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9.0％

7月19日に行われた第152回組合会にて、
2015年度決算が承認されました

　被保険者のみなさまと事業主より納めていただいた保険料の使い道をご報告いたします。

決算基礎数値

①収入・支出・収支 ②保険料収入

③保険給付費 ④高齢者医療への納付金・支援金

収入合計
316億円

支出合計
308億円

収支差
＋８億円

＋1.2億円

料率改定後、収支は改善するも、黒字幅は徐々に縮小

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

被保険者数の増加により、総額・1人当たりともに漸増に

年々増加傾向。支援金の増加は総報酬割分が影響15年は総額・１人当たりともに増加に

238
267

301284 305287
315301 316308

225

446

保険給付費
154億円

保険料
304億円

納付金
129億円

保健事業費
18億円財政調整事業

交付金 4億円

調整保険料
収入 5億円

雑収入
3億円 国庫補助金

0.2億円
財政調整事業
拠出金 4億円 事務所費

3億円
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234

67

129
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収入 保険料収入（億円） 被保険者1人当たり（千円）支出 収支 （億円）

140

276

142

271

149

280

154

286

570

17 17 14 8-30

料率を改定
料率を改定

伸長103%

保険給付費（億円） 後期支援金（億円）前期納付金他（億円） 被保険者1人当たり（千円）被保険者1人当たり（千円）

準備金から繰入  0.7億円

介護保険収入  26.2億円

介護納付金  26.7億円

介護納付金

2014年
25.5億円

2015年
26.7億円

　近年、高齢者医療への支援金が年々増大することで、健康保険組合の財政は悪化し、現役世代の負担
増もますます深刻になってきております。そういったことを背景に2016年に法律が改正され、高齢受給
者（70～74歳）のうち現役並み所得者の方の医療費負担を現役と同じ３割とするように、標準報酬月額
を決めることができるようになりました。

　この法改正の趣旨を踏まえて当健保組合も2016年２月の組合会にて、標準報酬月額を定めることが
できるように規約を改定しました。ただし、2016年の標準報酬月額につきましては前年と同額の26万円
としました。

　当健保組合としましては、検討を重ねた結果、深刻化する現役世代の負担増を少しでも軽減できるよ
う、2017年から標準報酬月額を現役並みの所得である28万円に改定することを今般の組合会に諮り、
承認されました。みなさまにおかれましては、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2016年 2016年12月

2017年1月末

2017年3月

260,000円

3割

2割

1割

65～69歳

70～72歳

73～74歳

280,000円

3割

3割（2割）

3割（1割）

2017年
標準報酬月額

医療費の窓口
負担割合

支出の半分154億円は保険給付費が占
めています。この支出は、みなさまが健康
への関心を持ち、健康維持や疾病予防を
行うことで抑えることができます。

2

3

今後の予定

短時間労働者（パート・アルバイト）への
社会保険の適用が拡大されます
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準備運動を
忘れずにランニング＆

サイクリングのススメ
ランニング＆サイクリングで健康に！

ココロの健康にも効果的!?

ランニング

愛犬との散歩で

有酸素運動のストレス解消効果

　「ウォーキングはちょっと物足りない」という方には、ランニングやサイクリングがおすすめ。
　メタボの予防・改善はもちろん、ストレス解消効果も得られます。気軽に体と心のリフレッシュを始めてみませんか。

　ランニングやサイクリングは、家の周辺でいつでも始め
ることができる手軽な運動のひとつ。どちらも有酸素運動
の代表格とされ、生活習慣病予防に高い効果を発揮しま
す。たとえば、中性脂肪の血中濃度を低下させ脂質異常を
改善したり、低血糖因子であるインスリンの感受性を高
め、糖尿病を予防すると言われています。もちろんメタボ

　体の健康への効果と比べるとあまり知られていません
が、ランニングやサイクリングは心の健康維持にも効果
的なのです。
　自転車に乗って風を切って走ったとき、気持ちよく感じ
たことはありませんか？ それは、移り変わる視界から刺激
を受けたり、速度を感じたりしたときに、脳から快楽物質と
呼ばれるドーパミンが分泌されるためです。人はドーパミ
ンが分泌されると快感を得ます。その快感がストレス発散
やリラックスにつながるのです。また、神経細胞が活性化
されるので集中力も高まります。
　このような効果はランニングでも同様に得ることがで
きます。うつ病のリハビリプログラムの一環としてランニ
ングを取り入れる病院もあるほどで、患者たちの回復に効
果を発揮していると言われています。達成感を得るために
速くたくさん走るのではなく、無理のないペースでゆっく
り走るだけでも、走り終わった後にリラックスした感覚が得
られます。短時間でも時間を見つけ、継続的に取り組むこ
とで、ストレスを溜めない生活習慣を身につけましょう。

20～30分、愛犬
と一緒に楽しく
ランニング

●セロトニンやドーパミンなどの快楽物質が分泌される
●ストレスホルモンであるコルチゾールの分解を促す
●交感神経と副交感神経のバランスを整え、良質な睡
眠を助ける

予防やダイエットにも効果的。その日のコンディションに
合わせて自分自身で負荷を調整できるのも魅力です。
　忙しい人は短時間で高い負荷がかかるランニング、時
間に余裕のある人は長時間のサイクリングがおすすめ。
地域のサークル活動などに参加して仲間と一緒に楽しむ
のもいいですね。

　息を吸うよりも吐くほうに意識を集中
して、なめらかに大きく吐きます。短く区
切らずに長く「スーッ、ハーッ」と呼吸し
ます。

正しいフォームで走る
　肩はリラックスしたまま肘は低い位置
で振ります。肘と手首が体に沿うように
しましょう。腰は常に高い位置を保つよ
う意識します。

規則的に走る
　毎日走る必要はありませんが、走る曜
日を決めて規則的に取り組みましょう。
慣れてきたら距離や回数を増やしてい
きます。

走る場所を選ぶ
　いつも舗装道路を走っているとけが
のリスクが高まります。時間に余裕があ
れば公園の芝生や土の上を走って気分
転換しましょう。

　サドルの高さはペダルが下にきたと
きに少し膝が曲がる位置がベスト。ロー
ドバイクなら膝がまっすぐ伸びる高さに
します。背中や腕が突っ張らないように
力を抜きましょう。

　ペダルを踏むときは前に少し押し出
すように、ペダルが下にきたときは少し
蹴り上げるように漕ぎます。円を意識し
て漕ぎましょう。

運動時は

水分・塩分補給を！

　1日に10km程度から始めましょう。メ
タボ予防やダイエットが目的なら、時速
20km以上の速度で30分以上の走行
が理想。最初から長距離に挑戦するの
は危険です。

　暑い時期の運動は大量の汗をか
くため、水分以外に塩分の補給もお
忘れなく。塩分が失われると、筋肉
が痙攣したり、脱水症状に陥る原因
になります。水分と塩分を同時に補
給できるスポーツドリンクをこまめ
に摂取しましょう。

運動を効果的に継続するためにも、
年に１回健康診断を！
　ランニングやサイクリングなどの運動を
効果的に続けていくためにも、必ず年１回健
康診断を受けて、結果を確認しましょう。自
分の健康状態を客観的に知ることで、今後
の生活習慣改善の指標ができ、運動や食事
の実践に役立てることができます。
　ご家族でまだ健診を受けていないという
方がいましたら、ぜひ、お声かけください！

　タイヤの空気は十分に入れましょう。
押してみて少しへこむ程度が目安です。
定期的にチェーンに注油し、車体の埃や
汚れを拭くことで事故につながる故障
を防ぎます。

アクティビティで
健康ライフ！

日常生活に取り
入れて

運動習慣をつく
ろう

1 呼吸でリズムをつくるポイント
2

ポイント

3
ポイント

4
ポイント

Let's

サイクリングLet's

円を描くように漕ぐ

適度な速度と距離で メンテナンスを忘れずに

1 フォームを身につけるポイント
2

ポイント

3
ポイント

4
ポイント

通勤時に
街並みを眺め
ながら1時間の
サイクリング
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こんな誤解はしていませんか？

健康診断は「施設健診」、「巡回健診」のどちらかで受診いただけます

去年受けたから、
今年は受けなくていいですよね？

誤解その1

受けて延ばそう健康寿命！

　当健保組合では、「主婦・退職者健康診断」の健康診断業務を(株)イーウェルに委託し、受診できる健診機関などを毎年
充実させております。病気の早期発見、早期治療のためにぜひともご活用ください。
●主婦の方は35歳から健康診断の受診が可能で、昨年度は7,000名の方が受診されています。
●婦人科検診（乳がん・子宮がん）も充実しており、昨年度の主婦検診受診者のうち、およそ90％の方が婦人科検診を受
診しています。

　毎年、健康診断を受けることで、体の状
態の経年変化がわかります。日々の生活習
慣の積み重ねが引き起こすメタボを予防
するためにも、ぜひ毎年受診しましょう。

子育てや介護で忙しく、
とても健康診断を受けている時間はありません。
どこも悪くないし…

誤解その3

病気が
あれば
早期発見

健康寿命が
延びる!

治療期間は
短く

医療費は
安く

　健康診断は半日程度で終わります。忙しい方も、ぜひ
受けてください。生活習慣病には自覚症状のほとんどな
い病気もあるため、健康診断を受けずに気づかないまま
でいると、知らないうちに悪化してしまうこともあります。

現在、通院していて、
よく検査を受けているので、
健康診断は受けない予定です。

誤解その2

　健康診断で行うすべての項目を通
院先で検査しているとは限りません。
当健保組合がご案内している健康診
断を受けてください。

自治体が実施する
がん検診を受けたから、
十分でしょ？
　がん検診では、該当するがんに関す
る項目しか調べません。当健保組合の
健康診断では生活習慣病に関する検
査項目を網羅しています。がん検診を
受けた方も健康診断を受けましょう。

主婦・家族および退職者（特退・任継）の方へ
健康診断受診のお願い

健康診断

健康診断を
受けると…

　下記スケジュールをご確認のうえ、期間内にご予約・ご受診をお願いします。

対象者の方には「健康診断受診のご案内」を５月上旬にご自宅に発送しております。
受診に関してご質問があれば、0570-057091（(株)イーウェル健康サポートセンター）までご連絡ください。

予約（申込）期限

施設健診

巡回健診

2017年1月31日まで

締切は会場ごと

2017年2月28日まで

2017年2月28日まで

約730機関

約450会場

10,000円

5,000円

受診期限 健診機関 自己負担金

誤解その4

●被扶養者が就職して、勤め先
の健保組合等の被保険者に
なったとき
●被扶養者が結婚して、配偶者
の被扶養者になったとき

●同居しなければ被扶養者に
なれない親族※が、別居し
たとき
●別居後、被扶養者の収入額
を上回る仕送りがないとき

●別居している被扶養者への
仕送りをやめたとき
●仕送り額が被扶養者の収入
より少なくなったとき
●他の兄弟等からも仕送りが
あり、被保険者からの仕送り
額が、被扶養者の生計費の
50％を超えていないとき

●被扶養者が
　亡くなったとき

パートやアルバイトなどの
年収が基準額を超えたとき

就職や結婚などで他の制度に
加入したとき

●被扶養者の年収が130万
円（月額108,334円）※以
上、または被保険者の収入
の1/2以上のとき

※60歳以上または障害がある場
合は、年収が180万円（月額
150,000円）以上のとき（老
齢年金、障害年金、遺族年金
を含む）。

※被保険者の配偶者（内縁を含む）、子、孫、弟妹（10月から
は「兄姉」を含む）、父母などの直系尊属以外の３親等内の
親族は、同居しなければ被扶養者として認定できません。

被扶養者の資格確認調査に
ご協力ください

　健保組合の被扶養者は、保険料負担なしに保険給付を受けることができますが、
一定の認定基準を満たさなければなりません。この基準は加入するときだけでな
く、常に満たしていることが必要です。

　あなたの被扶養者となっているご家族が、次のような
ケースに当てはまるときは被扶養者ではなくなります。
　「被扶養者異動届」に保険証を添え、事業主を通じて、５日
以内に健保組合へ提出してください。
　任意継続・特例退職被保険者の方は、健保組合に直接ご
連絡ください。

ご家族が当健保組合の被扶養者である方を対象に、７月上旬に調査票を送付して
います。調査票がお手元に届いた方には、期日までに届出をお願いいたします。

ご家族（被扶養者）が
就職や結婚されたときは、
届出を！

仕送り額が変わったとき

別居したとき 亡くなったとき

●2016年度は収入を確認するための書類の提出を一部省略していますが、2017年からは（３年ごとに）所得証明
書などの書類をご提出いただく予定です。

●被扶養者として認定されている方でも、次の方は対象外のため調査票には記載（送付）しておりません。
　●2016年4月1日時点で18歳未満の被扶養者　●2015年1月1日以降に被扶養者に認定された方
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編集後記
　今回から『ヘルシーライフ』をリニューアルしました。いかがでしたで
しょうか？ 今後もみなさまの健康に役立つ情報を提供してまいります。

ご意見やご要望、ご感想はコチラまで
7healthylife@sekisui.com


