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健保の年度は４月から！本年度もよろしくお願いします！健保の年度は４月から！本年度もよろしくお願いします！健保の年度は４月から！本年度もよろしくお願いします！

ご家族の年間医療費、確認してみましたか？

今年もやります！
“ヘルスアップキャンペーン”
詳しくは、別冊子をご覧ください！

お役立ち情報満載！

人間ドック
今年度一覧表ＵＰ！H27年度被扶養者の方

特定健診のご案内！

！！

健保だより健保だより健保だより
祝♪

キユーピー・アヲハタ健保組合
４０周年！！

いよいよ、保険証がカードになります♪

★みなさまの、益々のご健康を願って、健保から４０周年の記念品をお届けします
かわいいマフラータオル　＆　保険証カードケース♪

どうぞ　お役立てください

★みなさまの、益々のご健康を願って、健保から４０周年の記念品をお届けします
かわいいマフラータオル　＆　保険証カードケース♪

どうぞ　お役立てください

今後とも、健保組合をよろしくお願いいたします今後とも、健保組合をよろしくお願いいたします今後とも、健保組合をよろしくお願いいたします

－ －5－ －4

キユーピー・アヲハタ健康保険組合
ホームページもご覧下さい　http://www.qpbf-kenpo.com/

スマホでもOK！検索キユーピー アヲハタ けんぽ で

健康保険　被扶養者再認定について健康保険　被扶養者再認定について

はり・きゅう、あんま・マッサージ療養費の償還払いへの変更についてはり・きゅう、あんま・マッサージ療養費の償還払いへの変更について

被扶養者・任意継続者向け健診のご案内被扶養者・任意継続者向け健診のご案内 保険証カード化へ！保険証カード化へ！

健保組合、祝！４０周年！！健保組合、祝！４０周年！！

★平成２６年度決算見込みと平成２７年度予算 １
★組合会のご報告 1
★平成２７年度  保健事業の主な内容 ２
★データヘルス計画  の概要 ３
★特定健診・特定保健指導　実施結果（平成２５年度　国への報告より） ３
★被扶養者・任意継続者向け健診のご案内 ４
★扶養者再認定について ４
★「はり きゅう・あんま・マッサージ」は４月から償還払いになります ４
★保険証カード化へ！ ５
★キユーピー・アヲハタ健康保険組合は４０周年です ５
★ヘルスアップキャンペーン 別冊子

★平成27年度も、ご協力をよろしくお願い致します！

保険証にお名前が載っている
ご家族について教えてください！

平成27年度（平成27年４月受診分）より

被扶養者・任意継続者の皆様に、㈱ＬＳＩメディエンスより
【健康診断実施のご案内】をお送りします。（⇒右写真、青い封筒で）

対　象　者：40歳～ 74歳の被扶養者（家族）、
　　　　　　　任意継続被保険者及びその被扶養者（家族）

健 診 機 関：全国約 2,100機関（㈱ＬＳＩメディエンスの契約機関）

健診コース：「特定健診」または「基本健診」のどちらかのコースを選択
　　　　　　※「婦人科がん検診（乳がん・子宮がん）」は、特定健診コースまたは基本健診コースのオプション
　　　　　　　（追加検査）として一緒に受けることができます。（婦人科がん検診のみの申込はできません）

自己負担額：【健診コース】
　　　　　　　　●特定健診　　　　　1,300円
　　　　　　　　●基本健診　　　　　2,100円
　　　　　　【婦人科がん検診】　 　　　　　
　　　　　　　　★乳がん検診（乳房マンモグラフィ（X線）または 乳腺エコー）
　　　　　　　　★子宮がん検診（頚部細胞診）　8,000円を超えた額（合計8,000円までは健保が実費補助）　

●はどちらか選択
★は自由に選択

被扶養者と任意継続者が受診できる健診は以下のとおりです。
　●人間ドック　●成人病健診　●㈱ＬＳＩメディエンスの特定健診  または 基本健診　⇒　どれか１つを受診

被保険者および被扶養者の利便性を図るため、
１人１枚のカード型保険証に変更することになりました。

６月中旬頃に事業所経由で配布しますので、紙の保険証と
差替えをお願いします。
（いち家族にいち封筒ごとにセットして配布します。）
※紙の保険証を失くした方は、滅失届を事業所経由でご提出ください。

表面 裏面

保険証の不正使用は
厳禁です！！

●人に貸したり、勝手に書き換えたりして使用することは法律によって固く禁じられています！
　不正に保険証を使用した者は、刑法による懲罰の対象となります。

●紛失や盗難には十分注意してください。
　再交付する場合は、再発行手数料１，０００円を請求いたします。（振込手数料も本人負担）

★昭和５０年７月１日！　キユーピー・アヲハタ健康保険組合は誕生しました！

１０事業所
被保険者数3,491名

１０事業所
被保険者数3,491名

１０事業所
被保険者数3,491名

５５事業所
被保険者数２０，２９９名

５５事業所
被保険者数２０，２９９名

５５事業所
被保険者数２０，２９９名

スタート時 H27年1月

今までより　１ヶ月早く「ご案内」お送りします！
年 1回の健診をぜひ受診してください！

申込期限
１０月３１日（土）まで

受診期限
１２月２9日（火）まで

「健康診断のご案内」 送付
４月初め頃

「人間ドック」「成人病健診」を受診される方は、このご案内の健康診断の申込は不要です「人間ドック」「成人病健診」を受診される方は、このご案内の健康診断の申込は不要です「人間ドック」「成人病健診」を受診される方は、このご案内の健康診断の申込は不要です

平成２６年度の被扶養者再認定の際は、
対象事業所の皆様、ご協力ありがとうございました。
今年度から、厚生労働省の指導により、全事業所の皆様を対象とします。

皆様からお預かりしている保険料は、適正な資格を持った方のための大事なお金です。
被扶養者再認定とは、加入時に、被扶養者の資格があったご家族が、継続して適正な資格を
持っているかどうかを確認するために、厚生労働省の通達に基づいて定期的に実施するものです。　

会社経由で該当者の皆様に｢被扶養者現況届｣を送らせていただきます。　

この欄の18歳以上の方に
ついて教えてください！

給付のより適正化を図るため、現行の「受領委任払い」から
他の現金給付と同様に「償還払い」に変更になります。
※平成 27年４月１日以降の施術に関して、鍼灸師等から
　健保組合に請求が届いても支払はできません。　

  償還払いとは・・・

　治療費の全額を一旦窓口で支払い、後日、被保険者が申請書と添付書類を
　健保組合に提出します。
　（コルセット等の治療用装具に関する申請や保険証を持参しないで受診した場合等と同様）

☆提出書類
　①療養費・療養付加金支給申請書
　②領収（施術）明細書
　③領収書（原本）
　④初回のみ保険医の施術同意書

詳細や申請書等はホームページにも掲載し
ますので、合わせてご覧ください。
また、今まで、委任払いで請求をしていた方
には、個々にご案内をお送りしました。

６月中旬に
配布予定
６月中旬に
配布予定
６月中旬に
配布予定

裏面は「臓器提供意志表示」欄です
（保護シールも同封）

見本
見本



平成27年度　保健事業の主な内容平成27年度　保健事業の主な内容 キユーピー・アヲハタ健康保険組合のデータヘルス計画の概要キユーピー・アヲハタ健康保険組合のデータヘルス計画の概要

特定健診・特定保健指導　実施結果（平成25年度　国への報告より）特定健診・特定保健指導　実施結果（平成25年度　国への報告より）

「健保だより」の発行
年２回（春号・秋号）

健保組合から皆様にお伝えしたい大切な内容の広報誌です。
ぜひ、ご家庭に持ち帰ってお読みください。    

職場代表の方に参加していただいています。　健保組合への要望があれば、健保委員まで
お伝えください。

http://www.qpbf-kenpo.comホームページ
健保委員会の開催

年1回（春）定期開催

頸動脈エコー
　　　　 年1回／人

メンタルヘルス相談

インフルエンザ予防接種
2回まで／人

禁煙外来
禁煙補助薬

30歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

30歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

35歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

35歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

40歳以上の被扶養者（家族）、
任意継続被保険者（本人）
およびその被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者である配偶者
※ヘルスアップキャンペーンに参加して
　3ヶ月以上禁煙が続いた方

人間ドック
成人病健診
　　　　 年1回／人

婦人科検診
　　　　 年1回／人

健康診断（特定健診・基本健診）
　　　　 年1回／人

歯科健診
　　　　 年2回／人

情
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脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ・ＣＴ）
※契約健診機関によって内容は異なります

　　　　 年1回／人

被扶養者・任意継続者向け

補助内容 補助対象者 補助金額

健診料の81％補助　　上限33,000円

8,000円までの実費補助
※人間ドック・成人病健診と共に受診した場合のみ対象

50歳未満⇒5,000円までの実費補助
50歳以上⇒健診料の81％補助　上限33,000円

5,000円までの実費補助
※人間ドック・成人病健診または脳ドックと共に受診した場合のみ対象

5,000円までの実費補助
ヘルスアップキャンペーンの1コースとして実施

※詳しくは、別冊子「ヘルスアップキャンペーン2015」をご覧ください

歯科健診センターと提携する全国の歯科医院での、一般歯科健診・歯科相談
※詳しくは、健保組合のホームページをご覧ください

●電話によるメンタルヘルスの相談　TEL 0120-783-173
●面談によるメンタルヘルスのカウンセリング（年間 ５回まで/人）

“キユーピー・アヲハタ　メンタルダイヤル”
※詳しくは、健保組合のホームページをご覧ください

【期間：平成27年10月1日～平成28年2月29日】
1回の接種につき
16歳以上：1,000円 、15歳以下：2,000円の補助
※補助額より少ない場合には実費の補助

※詳しくは、4頁をご覧ください

※詳しくは、別冊子「ヘルスアップキャンペーン2015」をご覧ください

【変更点】50歳以上の方も、年１回の受診になりました

【変更点】50歳以上の方も、年１回の受診になりました

被保険者の定期健診　または
被扶養者向けの健康診断を受診された方は、
婦人科検診のみの受診でも補助が出ます！
受診した方は、「健康診断補助金請求書（※１）」に
①領収書（原本）　②結果表（コピー可）を添付して
申請してください。
　　　　（※１）ホームページからダウンロードできます

 脳ドックの受診方法が変更になりました
（脳ドックの受診方法）①②のどちらか
①人間ドックと一緒にオプションとして受診　　
②人間ドックと別の日に単独受診
　※一部の契約健診機関を除く

ヘルスアップキャンペーン

お役立ち情報が満載です！　
（健康保険の各種手続きについて、人間ドック契約病院を掲載、各種申請書類のダウンロード、タイムリーなお知らせなど）

－ －2－ －1 － －3

平成２６年度　決算見込みと平成２７年予算について平成２６年度　決算見込みと平成２７年予算について

組合会のご報告（抜粋）2月１０日開催組合会のご報告（抜粋）2月１０日開催

平成２7年度は全体の保険料率は変わりませんが…

保 険 料 収 入
医 療 費
納 付 金 等

8,141,413千円
3,937,341千円
3,244,073千円

8,053,259千円
4,108,107千円
4,096,682千円

▲88,154千円
170,766千円
852,609千円      

主な項目の比較 平成26年度決算見込額 平成27年度予算額 差　　　額

総 収 入
総 支 出
差 引 額

8,388,542千円
7,767,704千円
620,838千円

8,889,652千円
8,889,652千円

0千円

項　　目 平成２6年度決算見込額 平成２7年度予算額
健康保険（一般保険）

総 収 入
総 支 出
差 引 額

基本保険料
特定保険料
調整保険料

計

事業主
29.695
21.210
0.595
51.500

事業主
25.120
25.730
0.650
51.500

被保険者
29.695
21.210
0.595
51.500

被保険者
25.120
25.730
0.650
51.500

計
59.390
42.420
1.190

103.000

計
50.240
51.460
1.300

103.000

 931,534千円
904,088千円
27,446千円

930,296千円
930,296千円

0千円

項　　目 平成26年度決算見込額 平成27年度予算額
介護保険

納付金等・・・
★納付金とは　「前期高齢者（65歳～74歳）納付金」「後期高齢者（75歳以上）支援金」など、
　高齢者の 医療費を賄うために、健保組合が　国から支払を課せられた　負担金の事です。

★平成27年度は　前期高齢者納付金が前年　プラス９億円　となります！
　これは、当健保組合の前期高齢者の２年前（平成25年）の医療費に基づいて算出された結果です。

●基本保険料・・・事務所費・医療費・保健事業費に充てる保険料
●特定保険料・・・納付金に充てる保険料
●調整保険料・・・健保連に支払い、高額医療費及び健保間の財政調整に充てられる保険料
　　　　　　　 （健保連が料率を決定）

注目！

健康保険の
しくみは

ホームページで

介護保険の
しくみは

ホームページで

★予算案・決算見込が承認されました。
★人間ドック受診補助金の見直しが承認されました。(50歳以上、ドック１回脳ドック１回とし、わかりやすくした）
★特定健診・特定保健指導実施案が承認されました。
★グリーンメッセージ、フードクオリティーロジスティクスが新しい事業所として承認されました。

調整保険料
変更！！

単位‰

みなさんの健診データ・医療費等から当健保組合の分析を行った結果
４つの共通取組内容を掲げて “健康づくり” の推進に取り組んでいきます。

健診・医療費
等の分析

共通取組内容

高血圧対策

収縮・拡張期血圧の改善

【健保が実施している主な保健事業】　
　①特定健診・特定保健指導
　②生活習慣病重症化予防の保健指導
　③人間ドックの補助
　④インフルエンザ予防接種の補助

脂質の検査項目の改善 HbA1c値の改善
婦人科健診
受診率の向上

傷病手当金
支給日数の減少

喫煙者
の減少

脂質異常症対策

協　働

糖尿病対策

当健保の現状（特性）の把握

生　活　習　慣　病　対　策 ガン対策

コラボヘルス

メンタル対策 喫煙対策

第１期（平成２７年度～２９年度）３年間の実施計画を作成
（事業主と健保組合が共有し、PDCAが回せる目標設定と達成策）

人間ドック
定期検診
特定検診
未受診者数

全体

被保険者

被扶養者

79.7％79.7％

38.9％38.9％

90.4％90.4％

　昨年11月に国に報告した平成25年度の実施状況をお知らせいたします。平成25年度は、第２期の初年度
になります。

特定健診 第２期（平成25～29年度）の
国が定める目標値　９０％ 期間：平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

実施率　79.7％ 対象者（40～74歳 / 被保険者・被扶養者）13,895名中　受診者数　11,070名

特定保健指導 第２期（平成25～29年度）の
国が定める目標値　６０％

終了者は、6ヶ月間の支援を
平成25年10月から平成26年9月末の間に終了した人数です。

実施率　17.0％ 対象者（40～74歳 / 被保険者・被扶養者）2,075名中　受診者数　352名

（平成26.12.12時点）

※脱メタボ率 ・・・
特定保健指導の対象者から
外れた（脱メタボ）割合。
服薬者への移行は含まない。

保健指導
対象者
2,075名

積極的支援対象者
1,271名

積極的支援対象者
1,271名 積極的支終了者 

292名
積極的支終了者 

292名
積極的支援

脱落者 39名

脱落者 1名

動機付け支終了者
60名

動機付け支終了者
60名

動機付け支援

脱メタボ率 30.6%
動機付け支援対象者

804名
動機付け支援対象者

804名

【翌年度の支援レベル変化】

26年度 27年度

会社は上記共通取組内容の中から、
グループ単位でその特性に即した目標を選択し、
健保の保健事業と並行して、独自の健康増進策を
策定・実施してグループ目標を達成する体制を作る

これまで実施してきた保健事業の見直しと、
新規事業の検討

事業主 健保組合

⑤ヘルスアップキャンペーン
⑥ジェネリック医薬品への転換促進事業
⑦メンタル相談（電話・面談）
⑧無料歯科検診



平成27年度　保健事業の主な内容平成27年度　保健事業の主な内容 キユーピー・アヲハタ健康保険組合のデータヘルス計画の概要キユーピー・アヲハタ健康保険組合のデータヘルス計画の概要

特定健診・特定保健指導　実施結果（平成25年度　国への報告より）特定健診・特定保健指導　実施結果（平成25年度　国への報告より）

「健保だより」の発行
年２回（春号・秋号）

健保組合から皆様にお伝えしたい大切な内容の広報誌です。
ぜひ、ご家庭に持ち帰ってお読みください。    

職場代表の方に参加していただいています。　健保組合への要望があれば、健保委員まで
お伝えください。

http://www.qpbf-kenpo.comホームページ
健保委員会の開催

年1回（春）定期開催

頸動脈エコー
　　　　 年1回／人

メンタルヘルス相談

インフルエンザ予防接種
2回まで／人

禁煙外来
禁煙補助薬

30歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

30歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

35歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

35歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

40歳以上の被扶養者（家族）、
任意継続被保険者（本人）
およびその被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者である配偶者
※ヘルスアップキャンペーンに参加して
　3ヶ月以上禁煙が続いた方

人間ドック
成人病健診
　　　　 年1回／人

婦人科検診
　　　　 年1回／人

健康診断（特定健診・基本健診）
　　　　 年1回／人

歯科健診
　　　　 年2回／人

情
報
提
供

疾
病
予
防
の
補
助
制
度（
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う
！
）

無
料
サ
ー
ビ
ス

脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ・ＣＴ）
※契約健診機関によって内容は異なります

　　　　 年1回／人

被扶養者・任意継続者向け

補助内容 補助対象者 補助金額

健診料の81％補助　　上限33,000円

8,000円までの実費補助
※人間ドック・成人病健診と共に受診した場合のみ対象

50歳未満⇒5,000円までの実費補助
50歳以上⇒健診料の81％補助　上限33,000円

5,000円までの実費補助
※人間ドック・成人病健診または脳ドックと共に受診した場合のみ対象

5,000円までの実費補助
ヘルスアップキャンペーンの1コースとして実施

※詳しくは、別冊子「ヘルスアップキャンペーン2015」をご覧ください

歯科健診センターと提携する全国の歯科医院での、一般歯科健診・歯科相談
※詳しくは、健保組合のホームページをご覧ください

●電話によるメンタルヘルスの相談　TEL 0120-783-173
●面談によるメンタルヘルスのカウンセリング（年間 ５回まで/人）

“キユーピー・アヲハタ　メンタルダイヤル”
※詳しくは、健保組合のホームページをご覧ください

【期間：平成27年10月1日～平成28年2月29日】
1回の接種につき
16歳以上：1,000円 、15歳以下：2,000円の補助
※補助額より少ない場合には実費の補助

※詳しくは、4頁をご覧ください

※詳しくは、別冊子「ヘルスアップキャンペーン2015」をご覧ください

【変更点】50歳以上の方も、年１回の受診になりました

【変更点】50歳以上の方も、年１回の受診になりました

被保険者の定期健診　または
被扶養者向けの健康診断を受診された方は、
婦人科検診のみの受診でも補助が出ます！
受診した方は、「健康診断補助金請求書（※１）」に
①領収書（原本）　②結果表（コピー可）を添付して
申請してください。
　　　　（※１）ホームページからダウンロードできます

 脳ドックの受診方法が変更になりました
（脳ドックの受診方法）①②のどちらか
①人間ドックと一緒にオプションとして受診　　
②人間ドックと別の日に単独受診
　※一部の契約健診機関を除く

ヘルスアップキャンペーン

お役立ち情報が満載です！　
（健康保険の各種手続きについて、人間ドック契約病院を掲載、各種申請書類のダウンロード、タイムリーなお知らせなど）

－ －2－ －1 － －3

平成２６年度　決算見込みと平成２７年予算について平成２６年度　決算見込みと平成２７年予算について

組合会のご報告（抜粋）2月１０日開催組合会のご報告（抜粋）2月１０日開催

平成２7年度は全体の保険料率は変わりませんが…

保 険 料 収 入
医 療 費
納 付 金 等

8,141,413千円
3,937,341千円
3,244,073千円

8,053,259千円
4,108,107千円
4,096,682千円

▲88,154千円
170,766千円
852,609千円      

主な項目の比較 平成26年度決算見込額 平成27年度予算額 差　　　額

総 収 入
総 支 出
差 引 額

8,388,542千円
7,767,704千円
620,838千円

8,889,652千円
8,889,652千円

0千円

項　　目 平成２6年度決算見込額 平成２7年度予算額
健康保険（一般保険）

総 収 入
総 支 出
差 引 額

基本保険料
特定保険料
調整保険料

計

事業主
29.695
21.210
0.595
51.500

事業主
25.120
25.730
0.650
51.500

被保険者
29.695
21.210
0.595
51.500

被保険者
25.120
25.730
0.650
51.500

計
59.390
42.420
1.190

103.000

計
50.240
51.460
1.300

103.000

 931,534千円
904,088千円
27,446千円

930,296千円
930,296千円

0千円

項　　目 平成26年度決算見込額 平成27年度予算額
介護保険

納付金等・・・
★納付金とは　「前期高齢者（65歳～74歳）納付金」「後期高齢者（75歳以上）支援金」など、
　高齢者の 医療費を賄うために、健保組合が　国から支払を課せられた　負担金の事です。

★平成27年度は　前期高齢者納付金が前年　プラス９億円　となります！
　これは、当健保組合の前期高齢者の２年前（平成25年）の医療費に基づいて算出された結果です。

●基本保険料・・・事務所費・医療費・保健事業費に充てる保険料
●特定保険料・・・納付金に充てる保険料
●調整保険料・・・健保連に支払い、高額医療費及び健保間の財政調整に充てられる保険料
　　　　　　　 （健保連が料率を決定）

注目！

健康保険の
しくみは

ホームページで

介護保険の
しくみは

ホームページで

★予算案・決算見込が承認されました。
★人間ドック受診補助金の見直しが承認されました。(50歳以上、ドック１回脳ドック１回とし、わかりやすくした）
★特定健診・特定保健指導実施案が承認されました。
★グリーンメッセージ、フードクオリティーロジスティクスが新しい事業所として承認されました。

調整保険料
変更！！

単位‰

みなさんの健診データ・医療費等から当健保組合の分析を行った結果
４つの共通取組内容を掲げて “健康づくり” の推進に取り組んでいきます。

健診・医療費
等の分析

共通取組内容

高血圧対策

収縮・拡張期血圧の改善

【健保が実施している主な保健事業】　
　①特定健診・特定保健指導
　②生活習慣病重症化予防の保健指導
　③人間ドックの補助
　④インフルエンザ予防接種の補助

脂質の検査項目の改善 HbA1c値の改善
婦人科健診
受診率の向上

傷病手当金
支給日数の減少

喫煙者
の減少

脂質異常症対策

協　働

糖尿病対策

当健保の現状（特性）の把握

生　活　習　慣　病　対　策 ガン対策

コラボヘルス

メンタル対策 喫煙対策

第１期（平成２７年度～２９年度）３年間の実施計画を作成
（事業主と健保組合が共有し、PDCAが回せる目標設定と達成策）

人間ドック
定期検診
特定検診
未受診者数

全体

被保険者

被扶養者

79.7％79.7％

38.9％38.9％

90.4％90.4％

　昨年11月に国に報告した平成25年度の実施状況をお知らせいたします。平成25年度は、第２期の初年度
になります。

特定健診 第２期（平成25～29年度）の
国が定める目標値　９０％ 期間：平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

実施率　79.7％ 対象者（40～74歳 / 被保険者・被扶養者）13,895名中　受診者数　11,070名

特定保健指導 第２期（平成25～29年度）の
国が定める目標値　６０％

終了者は、6ヶ月間の支援を
平成25年10月から平成26年9月末の間に終了した人数です。

実施率　17.0％ 対象者（40～74歳 / 被保険者・被扶養者）2,075名中　受診者数　352名

（平成26.12.12時点）

※脱メタボ率 ・・・
特定保健指導の対象者から
外れた（脱メタボ）割合。
服薬者への移行は含まない。

保健指導
対象者
2,075名

積極的支援対象者
1,271名

積極的支援対象者
1,271名 積極的支終了者 

292名
積極的支終了者 

292名
積極的支援

脱落者 39名

脱落者 1名

動機付け支終了者
60名

動機付け支終了者
60名

動機付け支援

脱メタボ率 30.6%
動機付け支援対象者

804名
動機付け支援対象者

804名

【翌年度の支援レベル変化】

26年度 27年度

会社は上記共通取組内容の中から、
グループ単位でその特性に即した目標を選択し、
健保の保健事業と並行して、独自の健康増進策を
策定・実施してグループ目標を達成する体制を作る

これまで実施してきた保健事業の見直しと、
新規事業の検討

事業主 健保組合

⑤ヘルスアップキャンペーン
⑥ジェネリック医薬品への転換促進事業
⑦メンタル相談（電話・面談）
⑧無料歯科検診



平成27年度　保健事業の主な内容平成27年度　保健事業の主な内容 キユーピー・アヲハタ健康保険組合のデータヘルス計画の概要キユーピー・アヲハタ健康保険組合のデータヘルス計画の概要

特定健診・特定保健指導　実施結果（平成25年度　国への報告より）特定健診・特定保健指導　実施結果（平成25年度　国への報告より）

「健保だより」の発行
年２回（春号・秋号）

健保組合から皆様にお伝えしたい大切な内容の広報誌です。
ぜひ、ご家庭に持ち帰ってお読みください。    

職場代表の方に参加していただいています。　健保組合への要望があれば、健保委員まで
お伝えください。

http://www.qpbf-kenpo.comホームページ
健保委員会の開催

年1回（春）定期開催

頸動脈エコー
　　　　 年1回／人

メンタルヘルス相談

インフルエンザ予防接種
2回まで／人

禁煙外来
禁煙補助薬

30歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

30歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

35歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

35歳以上の被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者（家族）

40歳以上の被扶養者（家族）、
任意継続被保険者（本人）
およびその被扶養者（家族）

被保険者（本人）
および被扶養者である配偶者
※ヘルスアップキャンペーンに参加して
　3ヶ月以上禁煙が続いた方

人間ドック
成人病健診
　　　　 年1回／人

婦人科検診
　　　　 年1回／人

健康診断（特定健診・基本健診）
　　　　 年1回／人

歯科健診
　　　　 年2回／人

情
報
提
供

疾
病
予
防
の
補
助
制
度（
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
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）

無
料
サ
ー
ビ
ス

脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ・ＣＴ）
※契約健診機関によって内容は異なります

　　　　 年1回／人

被扶養者・任意継続者向け

補助内容 補助対象者 補助金額

健診料の81％補助　　上限33,000円

8,000円までの実費補助
※人間ドック・成人病健診と共に受診した場合のみ対象

50歳未満⇒5,000円までの実費補助
50歳以上⇒健診料の81％補助　上限33,000円

5,000円までの実費補助
※人間ドック・成人病健診または脳ドックと共に受診した場合のみ対象

5,000円までの実費補助
ヘルスアップキャンペーンの1コースとして実施

※詳しくは、別冊子「ヘルスアップキャンペーン2015」をご覧ください

歯科健診センターと提携する全国の歯科医院での、一般歯科健診・歯科相談
※詳しくは、健保組合のホームページをご覧ください

●電話によるメンタルヘルスの相談　TEL 0120-783-173
●面談によるメンタルヘルスのカウンセリング（年間 ５回まで/人）

“キユーピー・アヲハタ　メンタルダイヤル”
※詳しくは、健保組合のホームページをご覧ください

【期間：平成27年10月1日～平成28年2月29日】
1回の接種につき
16歳以上：1,000円 、15歳以下：2,000円の補助
※補助額より少ない場合には実費の補助

※詳しくは、4頁をご覧ください

※詳しくは、別冊子「ヘルスアップキャンペーン2015」をご覧ください

【変更点】50歳以上の方も、年１回の受診になりました

【変更点】50歳以上の方も、年１回の受診になりました

被保険者の定期健診　または
被扶養者向けの健康診断を受診された方は、
婦人科検診のみの受診でも補助が出ます！
受診した方は、「健康診断補助金請求書（※１）」に
①領収書（原本）　②結果表（コピー可）を添付して
申請してください。
　　　　（※１）ホームページからダウンロードできます

 脳ドックの受診方法が変更になりました
（脳ドックの受診方法）①②のどちらか
①人間ドックと一緒にオプションとして受診　　
②人間ドックと別の日に単独受診
　※一部の契約健診機関を除く

ヘルスアップキャンペーン

お役立ち情報が満載です！　
（健康保険の各種手続きについて、人間ドック契約病院を掲載、各種申請書類のダウンロード、タイムリーなお知らせなど）

－ －2－ －1 － －3

平成２６年度　決算見込みと平成２７年予算について平成２６年度　決算見込みと平成２７年予算について

組合会のご報告（抜粋）2月１０日開催組合会のご報告（抜粋）2月１０日開催

平成２7年度は全体の保険料率は変わりませんが…

保 険 料 収 入
医 療 費
納 付 金 等

8,141,413千円
3,937,341千円
3,244,073千円

8,053,259千円
4,108,107千円
4,096,682千円

▲88,154千円
170,766千円
852,609千円      

主な項目の比較 平成26年度決算見込額 平成27年度予算額 差　　　額

総 収 入
総 支 出
差 引 額

8,388,542千円
7,767,704千円
620,838千円

8,889,652千円
8,889,652千円

0千円

項　　目 平成２6年度決算見込額 平成２7年度予算額
健康保険（一般保険）

総 収 入
総 支 出
差 引 額

基本保険料
特定保険料
調整保険料

計

事業主
29.695
21.210
0.595
51.500

事業主
25.120
25.730
0.650
51.500

被保険者
29.695
21.210
0.595
51.500

被保険者
25.120
25.730
0.650
51.500

計
59.390
42.420
1.190

103.000

計
50.240
51.460
1.300

103.000

 931,534千円
904,088千円
27,446千円

930,296千円
930,296千円

0千円

項　　目 平成26年度決算見込額 平成27年度予算額
介護保険

納付金等・・・
★納付金とは　「前期高齢者（65歳～74歳）納付金」「後期高齢者（75歳以上）支援金」など、
　高齢者の 医療費を賄うために、健保組合が　国から支払を課せられた　負担金の事です。

★平成27年度は　前期高齢者納付金が前年　プラス９億円　となります！
　これは、当健保組合の前期高齢者の２年前（平成25年）の医療費に基づいて算出された結果です。

●基本保険料・・・事務所費・医療費・保健事業費に充てる保険料
●特定保険料・・・納付金に充てる保険料
●調整保険料・・・健保連に支払い、高額医療費及び健保間の財政調整に充てられる保険料
　　　　　　　 （健保連が料率を決定）

注目！

健康保険の
しくみは

ホームページで

介護保険の
しくみは

ホームページで

★予算案・決算見込が承認されました。
★人間ドック受診補助金の見直しが承認されました。(50歳以上、ドック１回脳ドック１回とし、わかりやすくした）
★特定健診・特定保健指導実施案が承認されました。
★グリーンメッセージ、フードクオリティーロジスティクスが新しい事業所として承認されました。

調整保険料
変更！！

単位‰

みなさんの健診データ・医療費等から当健保組合の分析を行った結果
４つの共通取組内容を掲げて “健康づくり” の推進に取り組んでいきます。

健診・医療費
等の分析

共通取組内容

高血圧対策

収縮・拡張期血圧の改善

【健保が実施している主な保健事業】　
　①特定健診・特定保健指導
　②生活習慣病重症化予防の保健指導
　③人間ドックの補助
　④インフルエンザ予防接種の補助

脂質の検査項目の改善 HbA1c値の改善
婦人科健診
受診率の向上

傷病手当金
支給日数の減少

喫煙者
の減少

脂質異常症対策

協　働

糖尿病対策

当健保の現状（特性）の把握

生　活　習　慣　病　対　策 ガン対策

コラボヘルス

メンタル対策 喫煙対策

第１期（平成２７年度～２９年度）３年間の実施計画を作成
（事業主と健保組合が共有し、PDCAが回せる目標設定と達成策）

人間ドック
定期検診
特定検診
未受診者数

全体

被保険者

被扶養者

79.7％79.7％

38.9％38.9％

90.4％90.4％

　昨年11月に国に報告した平成25年度の実施状況をお知らせいたします。平成25年度は、第２期の初年度
になります。

特定健診 第２期（平成25～29年度）の
国が定める目標値　９０％ 期間：平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

実施率　79.7％ 対象者（40～74歳 / 被保険者・被扶養者）13,895名中　受診者数　11,070名

特定保健指導 第２期（平成25～29年度）の
国が定める目標値　６０％

終了者は、6ヶ月間の支援を
平成25年10月から平成26年9月末の間に終了した人数です。

実施率　17.0％ 対象者（40～74歳 / 被保険者・被扶養者）2,075名中　受診者数　352名

（平成26.12.12時点）

※脱メタボ率 ・・・
特定保健指導の対象者から
外れた（脱メタボ）割合。
服薬者への移行は含まない。

保健指導
対象者
2,075名

積極的支援対象者
1,271名

積極的支援対象者
1,271名 積極的支終了者 

292名
積極的支終了者 

292名
積極的支援

脱落者 39名

脱落者 1名

動機付け支終了者
60名

動機付け支終了者
60名

動機付け支援

脱メタボ率 30.6%
動機付け支援対象者

804名
動機付け支援対象者

804名

【翌年度の支援レベル変化】

26年度 27年度

会社は上記共通取組内容の中から、
グループ単位でその特性に即した目標を選択し、
健保の保健事業と並行して、独自の健康増進策を
策定・実施してグループ目標を達成する体制を作る

これまで実施してきた保健事業の見直しと、
新規事業の検討

事業主 健保組合

⑤ヘルスアップキャンペーン
⑥ジェネリック医薬品への転換促進事業
⑦メンタル相談（電話・面談）
⑧無料歯科検診



ご家庭にお持ち帰りください！
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健保の年度は４月から！本年度もよろしくお願いします！健保の年度は４月から！本年度もよろしくお願いします！健保の年度は４月から！本年度もよろしくお願いします！

ご家族の年間医療費、確認してみましたか？

今年もやります！
“ヘルスアップキャンペーン”
詳しくは、別冊子をご覧ください！

お役立ち情報満載！

人間ドック
今年度一覧表ＵＰ！H27年度被扶養者の方

特定健診のご案内！

！！

健保だより健保だより健保だより
祝♪

キユーピー・アヲハタ健保組合
４０周年！！

いよいよ、保険証がカードになります♪

★みなさまの、益々のご健康を願って、健保から４０周年の記念品をお届けします
かわいいマフラータオル　＆　保険証カードケース♪

どうぞ　お役立てください

★みなさまの、益々のご健康を願って、健保から４０周年の記念品をお届けします
かわいいマフラータオル　＆　保険証カードケース♪

どうぞ　お役立てください

今後とも、健保組合をよろしくお願いいたします今後とも、健保組合をよろしくお願いいたします今後とも、健保組合をよろしくお願いいたします

－ －5－ －4

キユーピー・アヲハタ健康保険組合
ホームページもご覧下さい　http://www.qpbf-kenpo.com/

スマホでもOK！検索キユーピー アヲハタ けんぽ で

健康保険　被扶養者再認定について健康保険　被扶養者再認定について

はり・きゅう、あんま・マッサージ療養費の償還払いへの変更についてはり・きゅう、あんま・マッサージ療養費の償還払いへの変更について

被扶養者・任意継続者向け健診のご案内被扶養者・任意継続者向け健診のご案内 保険証カード化へ！保険証カード化へ！

健保組合、祝！４０周年！！健保組合、祝！４０周年！！

★平成２６年度決算見込みと平成２７年度予算 １
★組合会のご報告 1
★平成２７年度  保健事業の主な内容 ２
★データヘルス計画  の概要 ３
★特定健診・特定保健指導　実施結果（平成２５年度　国への報告より） ３
★被扶養者・任意継続者向け健診のご案内 ４
★扶養者再認定について ４
★「はり きゅう・あんま・マッサージ」は４月から償還払いになります ４
★保険証カード化へ！ ５
★キユーピー・アヲハタ健康保険組合は４０周年です ５
★ヘルスアップキャンペーン 別冊子

★平成27年度も、ご協力をよろしくお願い致します！

保険証にお名前が載っている
ご家族について教えてください！

平成27年度（平成27年４月受診分）より

被扶養者・任意継続者の皆様に、㈱ＬＳＩメディエンスより
【健康診断実施のご案内】をお送りします。（⇒右写真、青い封筒で）

対　象　者：40歳～ 74歳の被扶養者（家族）、
　　　　　　　任意継続被保険者及びその被扶養者（家族）

健 診 機 関：全国約 2,100機関（㈱ＬＳＩメディエンスの契約機関）

健診コース：「特定健診」または「基本健診」のどちらかのコースを選択
　　　　　　※「婦人科がん検診（乳がん・子宮がん）」は、特定健診コースまたは基本健診コースのオプション
　　　　　　　（追加検査）として一緒に受けることができます。（婦人科がん検診のみの申込はできません）

自己負担額：【健診コース】
　　　　　　　　●特定健診　　　　　1,300円
　　　　　　　　●基本健診　　　　　2,100円
　　　　　　【婦人科がん検診】　 　　　　　
　　　　　　　　★乳がん検診（乳房マンモグラフィ（X線）または 乳腺エコー）
　　　　　　　　★子宮がん検診（頚部細胞診）　8,000円を超えた額（合計8,000円までは健保が実費補助）　

●はどちらか選択
★は自由に選択

被扶養者と任意継続者が受診できる健診は以下のとおりです。
　●人間ドック　●成人病健診　●㈱ＬＳＩメディエンスの特定健診  または 基本健診　⇒　どれか１つを受診

被保険者および被扶養者の利便性を図るため、
１人１枚のカード型保険証に変更することになりました。

６月中旬頃に事業所経由で配布しますので、紙の保険証と
差替えをお願いします。
（いち家族にいち封筒ごとにセットして配布します。）
※紙の保険証を失くした方は、滅失届を事業所経由でご提出ください。

表面 裏面

保険証の不正使用は
厳禁です！！

●人に貸したり、勝手に書き換えたりして使用することは法律によって固く禁じられています！
　不正に保険証を使用した者は、刑法による懲罰の対象となります。

●紛失や盗難には十分注意してください。
　再交付する場合は、再発行手数料１，０００円を請求いたします。（振込手数料も本人負担）

★昭和５０年７月１日！　キユーピー・アヲハタ健康保険組合は誕生しました！

１０事業所
被保険者数3,491名

１０事業所
被保険者数3,491名

１０事業所
被保険者数3,491名

５５事業所
被保険者数２０，２９９名

５５事業所
被保険者数２０，２９９名

５５事業所
被保険者数２０，２９９名

スタート時 H27年1月

今までより　１ヶ月早く「ご案内」お送りします！
年 1回の健診をぜひ受診してください！

申込期限
１０月３１日（土）まで

受診期限
１２月２9日（火）まで

「健康診断のご案内」 送付
４月初め頃

「人間ドック」「成人病健診」を受診される方は、このご案内の健康診断の申込は不要です「人間ドック」「成人病健診」を受診される方は、このご案内の健康診断の申込は不要です「人間ドック」「成人病健診」を受診される方は、このご案内の健康診断の申込は不要です

平成２６年度の被扶養者再認定の際は、
対象事業所の皆様、ご協力ありがとうございました。
今年度から、厚生労働省の指導により、全事業所の皆様を対象とします。

皆様からお預かりしている保険料は、適正な資格を持った方のための大事なお金です。
被扶養者再認定とは、加入時に、被扶養者の資格があったご家族が、継続して適正な資格を
持っているかどうかを確認するために、厚生労働省の通達に基づいて定期的に実施するものです。　

会社経由で該当者の皆様に｢被扶養者現況届｣を送らせていただきます。　

この欄の18歳以上の方に
ついて教えてください！

給付のより適正化を図るため、現行の「受領委任払い」から
他の現金給付と同様に「償還払い」に変更になります。
※平成 27年４月１日以降の施術に関して、鍼灸師等から
　健保組合に請求が届いても支払はできません。　

  償還払いとは・・・

　治療費の全額を一旦窓口で支払い、後日、被保険者が申請書と添付書類を
　健保組合に提出します。
　（コルセット等の治療用装具に関する申請や保険証を持参しないで受診した場合等と同様）

☆提出書類
　①療養費・療養付加金支給申請書
　②領収（施術）明細書
　③領収書（原本）
　④初回のみ保険医の施術同意書

詳細や申請書等はホームページにも掲載し
ますので、合わせてご覧ください。
また、今まで、委任払いで請求をしていた方
には、個々にご案内をお送りしました。

６月中旬に
配布予定
６月中旬に
配布予定
６月中旬に
配布予定

裏面は「臓器提供意志表示」欄です
（保護シールも同封）

見本
見本




