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平成31(2019)年度は保険料率は変わりませんが割合が変わります…平成31(2019)年度は保険料率は変わりませんが割合が変わります…

保 険 料 収 入
医 療 費
納 付 金 等

56億3,900万円
30億3,400万円
19億4,000万円

58億1,400万円
30億3,700万円
25億1,200万円

▲1億7,500万円
▲300万円

▲5億7,200万円

主な項目の比較 平成30(2018)年度決算見込額 平成31(2019)年度予算額 差　　　額

総 収 入
総 支 出
差 引 額

61億6,500万円
55億7,600万円
5億8,900万円

60億8,400万円
60億8,400万円

0円

項　　目 平成30(2018)年度決算見込額 平成31(2019)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
39.120
23.490
0.640
63.250

事業主
39.700
22.920
0.630
63.250

被保険者
32.020
19.210
0.520
51.750

被保険者
32.480
18.750
0.520
51.750

計
71.140
42.700
1.160

115.000

計
72.180
41.670
1.150

115.000

6億6,800万円
6億2,200万円
4,600万円

7億2,600万円
7億2,600万円

0円

項　　目 平成30(2018)年度決算見込額 平成31(2019)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３０(2018)年度は当初２５億の予算でしたが、実際に国から請求された納付額は上記の額でした。
今年度も計算上の予算では昨年度予算とほぼ同額となります。
※前期高齢者納付金は、2年前の当健保の前期高齢者の医療費が計算の根拠となります。

●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）
●介護保険料 ・・・ 介護納付金に充てる保険料　（健保組合は徴収して納付、が役目）

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

単位‰単位‰

変更なく１９．５‰　（事業主・被保険者ともに９．７５）

平成30(2018)年度 平成31(2019)年度

●特定保険料が減り、基本保険料の割合が高くなります。
●保険料率は、厚労省決定の計算方法に基づいて計算し、決定しています。
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★平成３０（2018）年度決算見込み、平成３１（2019）年度の予算案が承認されました。
★2019年度ヘルスアップキャンペーンの実施が承認されました。
★インフルエンザ予防接種全年齢補助2,000円/１回、16歳以上は年１回接種が承認されました。（15歳未満はひきつづき年２回）
★鍼灸マッサージの償還払いが再承認されました。
★規約の変更、廃止、保険料率の割合変更が承認されました。

平成30（2018）年度決算見込みと平成31（2019）年度予算について平成30（2018）年度決算見込みと平成31（2019）年度予算について

組合会のご報告（抜粋）2月25日開催組合会のご報告（抜粋）2月25日開催
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超高齢社会に向けて、国の医療は危機的な状況です。超高齢社会に向けて、国の医療は危機的な状況です。

医療費の適正化、先ずはできることから始めましょう。医療費の適正化、先ずはできることから始めましょう。

国 民 医 療 費 推 計

２０１５年

兆円 ０～６４歳 前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳～）

２０２０年 ２０２５年

＜健保連推計＞

15.2兆円
（構成比36％）

8.3兆円
（構成比20％）

18.9 兆円
（構成比45％）

19.1 兆円
（構成比39％）

9.4兆円
（構成比19％）

20.2 兆円
（構成比41％）

後期高齢者
（75歳～）
25.4 兆円

（構成比44％）

前期高齢者
（65～74歳）9.3兆円
（構成比16％）

０～64歳
23.1 兆円

（構成比40％）

42.4兆円
48.7兆円

57.8兆円

2 0 2 5 年 問 題
２０２５年には「団塊の世代」が全員
後期高齢者となり、国民の３人に１人
が６５歳以上、５人に１人が７５歳以
上となります。
それに伴い医療や介護にかかる費用が
爆発的に増大することが懸念されてい
ます。

医療費適正化に向けて
できることから始めましょう。

❖ 早期発見・早期治療
生活習慣病予備軍の１人当たりの医療費は年間６４,６４１円、生活習慣病になると２４８,７０４円に跳ね上
がります。先ずは予防と健康診断による早期発見が重要です。更に治療をせずに重症化した場合には
４６４,００７円と約２倍になります。
生活習慣病と診断された場合には早期の治療が重要です。

かかりつけ医とは普段の健康管理や日常的な初診（風邪などの診察等）を行う地域の診療所や医院の
ことです。診察の結果、精密検査や入院の必要がある場合、適切な専門医療が受けられる病院（大病院）
を紹介してもらえます。
紹介状なしで、大病院を受診すると初診料とは別に特別料金が
かかります。（表参照）
※大病院とは、特定機能病院およびベット数がおよそ400床以上の医療機関のことです。

❖ 適正受診の推進
①かかりつけ医をもちましょう。

時間外、休日、深夜の診察には、通常料金に規定の割増料金が加算されます。
②救急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。

市区町村が実施する「小児医療助成制度」 は、窓口負担部分を市区町村が公費
として 負担、残りは健保組合が保険料から負担することになります。助成制度に
より過度に受診が増えた場合、税金と保険料からの負担が増えることになります。

③小児医療助成制度

公費は税金から、健保の保険料は皆様の
保険料から、どちらも私たちのお金なんですね。

病院に行く時は、
保険証とお薬手帳を
準備していきましょう。

保険証

※お薬手帳は薬局で薬の重複や飲み合わせの確認に使用します。
　又、手帳を持参することで自己負担も健保負担も軽くなります。

＜当健保のステージ毎の１人当たり年間総医療費＞
２０１７年度 患者予備軍 生活習慣病 重症化

１人当たり
医療費（円） ６４，６４１ ２４８,７０４ ４６４,００７

【特別料金】
初診時 再診時

５,０００円 ２,５００円

※�診療所とは、入院設備がない、または入院ベット数が１９床以下の医療機関のことです。これに対し、病院とは、
入院ベッド数が２０床以上の医療機関のことです。両者は基本料金（基本診療料）に違いがあります。

個人負担（公費） 健保組合負担

２～３割 ７～８割

＜時間外・休日夜間受診（診療所の場合）＞
初診時 再診時

時間 初診料 加算額 計 再診料 加算額 計

時間外

２,８２０

８５０ ３,６７０

７２０

６５０ １,３７０

休日 ２,５００ ５,３２０ １,９００ ２,６２０

深夜 ４,８００ ７,６２０ ４,２００ ４,９２０



2019年度　保健事業　～疾病予防の補助制度～2019年度　保健事業　～疾病予防の補助制度～
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被保険者　健診受診の流れ被保険者　健診受診の流れ
契約健診機関一覧は、

健保組合ホームページより
・契約健診機関一覧
・単独がん検診契約健診機関一覧
・脳ドックけ契約健診機関一覧
をご覧いただけます。

「人間ドック・がん検診補助金請求書」は、健保組合のホームページよりダウンロードしてください

● 契約健診機関で受診の場合
（１） 本人が電話予約
（２） 「契約医療機関　人間ドック・がん検診申込書」を記入作成し、健診機関に FAX

する事
（３） 受診日に、「契約医療機関　人間ドック・がん検診申込書（原本）」を窓口に提出
　　 「自己負担額」を支払う。 

● 契約健診機関以外で受診の場合
（１） 本人が電話予約
（２） 受診日に、健診料の全額（消費税含）を支払い、必ず領収書をもらう。 
　　 ※健診の内訳料金が記載された領収書をもらう（記載がない場合は補助対象外）。 
（３） 「人間ドック・がん検診補助金請求書」「検診結果（コピー可）」「領収書（原本）」
　　を健保組合に提出
　　 ※『保険診療』で検査した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

詳しくはこちら

補助内容 補助の回数 補助対象者 補助金額 備考
★人間ドック

★のいずれか
を年度１回

35歳以上の
被保険者（本人）

上限 20,000 円の
実費補助 ※定健代替としては受診出来ません。

★生活習慣病健診

★単独がん検診

胃がん検査 上限 13,000 円の
実費補助

※単独がん検診を選択の場合、
各検査（胃がん検査、大腸がん検査、
腹部超音波検査）を年度１回補助

大腸がん検査
（便潜血検査）

上限 2,000 円の
実費補助

腹部超音波検査 上限 5,000 円の
実費補助

★３点セット検診
（胃がん・便潜血検査・腹部超音波）

上限 20,000 円の
実費補助

脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ・ＣＴ）

年度１回 50歳以上の
被保険者（本人）

併せて
上限 20,000 円の
実費補助

※頚動脈エコーを受診の場合、
人間ドック、生活習慣病健診、
または、脳ドックと一緒に
オプションとして受診頸動脈エコ－

PSA（前立腺特異抗原）検診 上限 3,000 円の
実費補助

婦人科検診
（乳がん・子宮がん検査） 年度１回

35歳以上の
被保険者（本人）

および
被扶養者である配偶者

上限 8,000 円の
実費補助

※ 40 歳未満で乳がん検査を受診の方
は乳腺密度が濃く、マンモグラフィ検
査では発見しにくいので、超音波検査
（エコー）をおすすめします。
※被扶養者である配偶者は婦人科検診
のみの受診でも補助対象。
けんぽ共同健診と一緒にオプションで
婦人科検診を受診した場合は、補助対象外

20～ 34歳の
被保険者（本人）

および
被扶養者である配偶者

上限 4,000 円の
実費補助

けんぽ共同健診 年度１回

30歳以上の
被扶養者である配偶者、
任意継続被保険者

および
被扶養者である配偶者

※詳しくは、P.4 の『被扶養者（配偶者）・
任意継続者向け健診のご案内』をご覧ください

その他の健診 年度１回 40歳以上の
配偶者以外の被扶養者

上限 3,000 円
の実費補助

①特定健診項目を受診
　・どこの健診機関で受診しても可
　・特定健診項目が含まれていれば、
　　健診の種類は問いません
(特定健診項目は健保組合HPで確認 )

②「被扶養者 (配偶者以外 )健診補助
金請求書」を健保組合へ提出
(健保組合HPよりダウンロード )

インフルエンザ予防接種

16 歳以上
1回 /人

15歳以下
2回 /人

被保険者（本人）
および

被扶養者（家族）

※ 2019 年度より 16 歳以上の方の補助額が 2,000 円に
変更となります。但し、1 回までの補助となります。
【補助金対象接種期間】
2019 年 10月 1日～ 2020 年 1月 31日
1回の接種につき…16歳以上：2,000 円を 1回まで補助、
15歳以下 (2020 年 3 月 31日時点）：2,000 円を 2 回ま
で補助
※補助額より接種費用が少ない場合は、実費補助

●補助対象者の被保険者(本人 )は、任意継続者(本人 )を含みます。



けんぽ共同健診　受診の流れけんぽ共同健診　受診の流れ
●申込方法は以下の４つです。

●受診までの流れ

パソコン・スマートフォン FAX・郵送

巡回健診 施設健診

案内冊子の健診会場リストから

ご自身で直接、
健診予約申込

パソコンまたはスマートフォン
に「手続き完了メール」

FAXまたは郵送で
「申込結果通知書」が到着

健診機関から「受診票」を受領

選択した健診会場で健康診断を受診

WEB（KENPOS)でも健診会場を選ぶことができます WEB（KENPOS)でも健診機関を選ぶことができます
案内冊子の健診機関リストから

「受診券」の発行手続き

パソコンまたはスマートフォン FAXまたは郵送で
「受診券」が到着

ご自身で直接、健診機関へ電話で予約

選択した健診機関で健康診断を受診

※予約後３日以内
※１週間以内 ※２週間以内

※１週間以内 ※２週間以内
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　冊子発送の
 案内メール送信 2019年4月中旬

 案内冊子発送 2019年４月15日～

 申込受付開始 2019年４月24日～2020年2月28日
　　　　　　　　（巡回健診は会場によって異なります）
 【施設型健診】
 受診期間 2019年５月8日～2020年3月31日

 【巡回型健診】
 受診期間 2019年6月15日～2020年3月19日

※冊子発送の案内メールは、2018年度までに、
KENPOSにご登録頂いた方を対象に送信。
※案内冊子は、被扶養者である配偶者のみに発送。
（任意継続被保険者の方は配偶者の方と連名
で発送します。）
※年度途中に扶養に入られた配偶者、任意継
続被保険者の方で【けんぽ共同健診
の案内冊子】送付をご希望の方は、
健保組合までご連絡ください。
なお、健保組合ホームページからも
【けんぽ共同健診の案内冊子】を
ダウンロードすることができます。

【補助対象】　30歳以上の被扶養者である配偶者、任意継続被保険者及び被扶養者である配偶者
【年間スケジュール】

詳しくはこちら

被扶養者（配偶者）・任意継続者 向け　けんぽ共同健診被扶養者（配偶者）・任意継続者 向け　けんぽ共同健診

【補助一覧】
健診種類 対象年齢 受診者負担 備考

け
ん
ぽ
共
同
健
診

巡回健診
一般健診 30 歳～ 34歳

無料
※�一般健診の料金は、巡回・施設健診いずれも料金一律。

※ 施設健診のオプション料金は、施設毎で異なりますので、
ご予約の際に料金をご確認ください。

一般健診
（便潜血有） 35 歳以上

施設健診
一般健診 30 歳～ 34歳 3,380円

一般健診
（便潜血有） 35 歳以上 3,326円

オプション

腹部超音波検査

35 歳以上

【巡回健診】
無料

【施設健診】
２つあわせて
10,000円超えた
分は自己負担

※�腹部超音波検査と胃がん検査を両方受診または、どちら
かの検査受診。
※�けんぽ共同健診以外での受診は、補助対象外。胃がん検査

( バリウム or 胃カメラ )

婦人科検診
☆ 乳がん検査

（マンモグラフィ・エコー）
☆ 子宮がん検査
（頸部細胞診）

３５歳以上 補助額の超過分
※けんぽ共同健診以外での婦人科検診の受診も補助対象。
※巡回健診のみ、子宮がん検査は HPV ウィルス検査。

３０～３４歳 補助額の超過分
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被扶養者再認定は、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、厚労省の通達に基づいて毎年実施しています。
７月頃に該当の皆様へ「被扶養者現況届」を送らせていただ
きます。
以下、認定の考え方をご確認ください。

被扶養者の認定条件　

生活費の手渡しは仕送りとして認めておりません。必ず証明ができる形で行ってください。

今年は
生年月日が平成 13年４月１日以前の
ご家族が対象です。

① 「送金元・送金先・送金金額」がわかる公的なものを証明としてください。　　
     ※銀行振込の控えのコピー等
② 仕送りは、毎月（1ヵ月に最低 1回）行っていなければなりません。
　 何ヵ月分かをまとめて仕送りしている場合は、生計が維持されているとは認められません。
　 継続的な半年以上の仕送り状況を確認します。

仕送り証明が必要です！

審査の結果、扶養から外れる方　　
削除日は 2019 年 10月1日 となります。

（※就職で削除の場合以外）
※１０月１日以降、保険証は使用しないようにご注意ください。
※扶養から外れるご家族は、会社の担当者経由で連絡します。速やかに削除の手続きを行ってください。
　その後、勤務先の健康保険または国民健康保険への加入申請が必要です。
※手続きが遅延すると、後日、健保組合から医療費等の請求が発生することがあります。

家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者から継続的にその家族の収入以上の仕送りがさ
れていて、主としてその仕送りによって生計が維持されていることが被扶養者となる条件になります。

別居の仕送りについて（※単身赴任、通学、介護、各施設入所以外の理由での別居）

給与、賞与、通勤費、各種年金（国民、厚生、企業、遺族、障害、共済、恩給、個人等全ての年金）、
失業給付、傷病手当金、労災補償、出産手当金、事業収入、副業、アルバイト、不動産賃貸収入、内職、
謝礼、利子、配当、被保険者以外からの仕送り（生活費、養育費等）、その他継続性のある収入

収入とみなすもの

● 60歳未満の方 
年間収入が130万円未満　かつ　被保険者の年間収入の２分の１未満

● 60歳以上の方と障害年金受給者 
年間収入が180万円未満　かつ　被保険者の年間収入の２分の１未満

認定基準額 「所得」ではなく
「収入」でみます！

健康保険　被扶養者再認定　今年も行います！健康保険　被扶養者再認定　今年も行います！

注意！

自営業者の収入を「所得金額」と間違えて認識されている方が見受けられます。
自営業者の場合、収入総額から「直接的必要経費」を差し引いた残りの額が収入になります。
　※直接的必要経費とは、その費用なしには事業が成り立たない経費をいいます。
なお、健保組合が認める経費は税法上とは異なりますのでご注意ください。
（健保組合が認める経費かどうかを判断するために追加で書類をいただくことがあります。
ご協力お願いします。）

自営業の収入について
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4 月 1日時点
１８歳以上の方
全員対象です！



キユーピー・アヲハタ健保組合は2017年度～2018年度にかけて、大きな変革がありました。
そのひとつが当健保組合から離れたグループ各社による被保険者、被扶養者の大幅な人員減です。

●KRSグループ各社　・㈱キユーソー流通システム　・㈱エスワイプロモーション　・㈱キユーソーエルプラン　
・キユーソーティス㈱　・㈱サンファミリー　・大阪サンヱー物流㈱　・キユーソーアレスト㈱　・㈱サンエー
物流　・キユーソーサービス㈱　・㈱フレッシュデリカネットワーク、　各社（被保険者約8,200人、被扶養者
約6,200人）　2018年３月末

●光和デリカ㈱　（被保険者   118人、被扶養者  45人）2018年６月末
●㈱グルメデリカ（被保険者1,061人、被扶養者282人）2018年９月末

これにより、現在当健保組合は、被保険者12,057人、被扶養者6,394人となりました。（2019年1月末時点）

キユーピー・アヲハタ健康保険組合激動の１年キユーピー・アヲハタ健康保険組合激動の１年

キユーピー・アヲハタ健康保険組合　〒182-0002　東京都調布市仙川町2-5-7　仙川キユーポート　TEL:03-5384-7740　FAX：03-5384-7840

健保組合ホームページの「健保からのお知らせ」に
掲載する写真を募集しています！
かわいいペットや綺麗な景色の写真など…　
社内メールをお持ちの方は健保に直接メールをお送りください♪

Ｑ：会社に入り、保険証をもらいました。
今まで国民健康保険に入っていましたが、どうしたら
いいですか？

Ａ：今まで加入していた健康保険（国民健康保険、健
康保険組合、共済組合等）の脱退手続きをすみや
かに行ってください。

Ｑ：引越しをしましたが、自分で裏面の住所を変更しても
いいですか？

Ａ：裏面の住所は、修正テープなどで訂正いただい
て大丈夫です！

Ｑ：結婚をして名字が変わりましたが、保険証も変えて
もらえますか？

A:会社の担当者へ届け出をしてください。確認後、
新しい保険証を交付します。
旧姓の保険証は返却ください（届出時に返却）。

A:保険証をカード化して、すでに3年以上経過
しました。なかには経年劣化で文字がかすれて
読みにくくなっている場合もあるようです。
健保組合で確認し、経年劣化かどうかを判断
して再交付します。
経年劣化に該当すれば、再交付手数料はかかり
ません。まずはご相談ください。

Ｑ：保険証の文字がかすれて、読みにくくなってきました。
やっぱり再交付手数料はかかるのでしょうか？

保険証についてのＱ＆Ａ保険証についてのＱ＆Ａ

ホームページに掲載する写真 募集中！ホームページに掲載する写真 募集中！

●保険証を受け取ったら、ご確認ください。
　①名前（フリガナ）　②性別　③生年月日　④資格を取得した年月日（被扶養者の場合、認定された年月日）
　　☆受診の際には必ず持参し、窓口に提示
　　☆医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管
　　☆保険証の貸し借りは違法行為です
　　☆記載内容を勝手に書き換えると無効です
　　☆被保険者や被扶養者の資格を失った時は、すみやかに保険証を返却
　　☆保険証再交付は、１枚につき 1,000 円を徴収します

保険証は大切に‼
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