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ご家庭にお持ち帰りください！

手洗いの5つのタイミング
外にあるものに
触った時

公共の場所から
帰った時

咳やくしゃみ、
鼻をかんだ時 ご飯を食べる時

病気の人の
ケアをした時

水とハンドソープでウイルスは減らせます！

手洗いなし

約100万個 約1万個 数百個

1/100 出典：厚生労働省HP
1/1万

1/100万

流水で15秒すすぎ ハンドソープで10秒もみ洗い後
流水で15秒すすぎ

「ハンドソープで10秒もみ洗い後
流水で15秒すすぎ」を2セット

※手洗いの効果（イメージ図）

手洗いのすすめ
私たち一人ひとりが

できることを
やりましょう

健保の年度は４月から。本年度も宜しくお願いいたします！健保の年度は４月から。本年度も宜しくお願いいたします！健保の年度は４月から。本年度も宜しくお願いいたします！
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キユーピー・アヲハタ健康保険組合
ホームページはこちらです　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

健保組合のホームページの「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♪

ホームページに掲載する写真 募集中！



介護保険のしくみは
ホームページで

保 険 料 収 入
医 療 費
納 付 金 等

55億3,041万円
26億3,124万円
  21億7,422万円

55億1,916万円
30億4,450万円
18億3,874万円

▲1,125万円
4億1,326万円
▲3億3,548万円

主な項目の比較 令和2(2020)年度決算見込額 令和3(2021)年度予算額 差　　　額

総 収 入
総 支 出
差 引 額

57億2,540万円
50億8,010万円
６億4,530万円

55億6,915万円
55億6,915万円

0円

項　　目 令和2(2020)年度決算見込額 令和3(2021)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
35.800
22.890
0.720
59.410

被保険者
29.280
18.730
0.580
48.590

計
65.080
41.620
1.300

108.000

6億4,730万円
4億8,025万円
1億6,705万円

6億1,712万円
6億1,712万円

0円

項　　目 令和2(2020)年度決算見込額 令和3(2021)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。
★令和２年度は当初２２億5,200万円の予算でしたが、実際に国から請求された納付額は上記の額でした。
今年度は前期高齢者納付金が大幅に減額となります。
※前期高齢者納付金は２年前の令和元年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）

単位‰

変更なく１９．５‰　（事業主・被保険者ともに９．７５）

●昨年108‰に下げましたが、収支差は
　プラスでの着地見込みとなります。
●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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令和2(2020)年度決算見込みと令和３(2021)年度予算について令和2(2020)年度決算見込みと令和３(2021)年度予算について

　保険料率は令和３（２０２１）年度は変更ありません！　保険料率は令和３（２０２１）年度は変更ありません！
健康保険料

健康保険のしくみは
ホームページで

注目！

注目！

★令和2（2020）年度決算見込み、令和3（2021）年度の予算案が承認されました。
★2021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。
★規約の変更、アヲハタ４事業所の一括適用が承認されました。
★コロナ禍により中断していた柔整師長期受診者対象事業を再開することを報告しました。

組合会のご報告（抜粋）2月16日開催組合会のご報告（抜粋）2月16日開催
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※ 案内冊子は、被扶養者である配偶者宛に発送
致します。（任意継続者の方は、連名）

※ 2021年3月以降に扶養に入られた配偶者、任意
継続被保険者の方で案内冊子の送付をご希望
の方は、健保組合までご連絡ください。尚、案内
冊子一式は健保組合ホームページからダウン
ロードできます。

※ 過去に「KENPOS」ご利用の方にはメール
でもご案内を差し上げます。

下記の必須検査項目を含んだ健診結果（コピー）と質問表を送っていただいた方には、クオカード５００円をお贈りします。

【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

【補助対象】　40 歳以上の被扶養者である配偶者の方
　　　　 　　  けんぽ共同健診以外で特定健診を受診した方　　

【提出期限】　前年度（4月1日～3月31日）受診分は、翌年度6月末日まで

年間スケジュール

詳しくはこちら

ご家族および任意継続者向けの補助制度ご家族および任意継続者向けの補助制度

※3月31日時点の年齢

● 質問項目
● 身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）
● 理学的検査（身体診察）
● 血圧測定

● 婦人科検診補助（20歳以上の被扶養者である配偶者対象）

● 血液化学検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール）
● 肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP））
● 尿検査（尿糖、尿蛋白）
● 血糖検査（空腹時血糖又はHbA1ｃ検査）

けんぽ共同健診（配偶者および任意継続者向け）けんぽ共同健診（配偶者および任意継続者向け）

被扶養者（配偶者）健診結果で、クオカード差し上げます被扶養者（配偶者）健診結果で、クオカード差し上げます

2021年4月14日より順次

2021年4月21日～2022年2月28日
（巡回健診は会場ごとにご確認下さい）

 【施設型健診】
受診期間 2021年５月12日～2022年3月31日

申込受付開始

案内冊子発送

2021年6月下旬～
会場ごとにご確認下さい

【巡回型健診】
受診期間

補助の詳細はホームページをご覧ください。

★質問表は健保組合のホームページよりダウンロードできます

● 特定健診補助（40歳以上の被扶養者※配偶者以外）

詳しくはこちら→ 詳しくはこちら→

必須検査項目（特定健診項目）

その他にもご家族向けの補助制度をご用意しております。健康管理にお役立てください。

【補助一覧】

け
ん
ぽ
共
同
健
診

対象年齢 35 歳～ 74 歳 30 歳～ 34 歳
健診コース名称 一般健診Ａ 1 コース 一般健診Ａ 2 コース
健診種類 巡回健診 施設健診 巡回健診 施設健診
便潜血 含む 含む ー ー
自己負担 無料 3,388 円 無料 3,443 円

オプション
腹部超音波検査

自己負担なし
2 つ併せて 

一定金額超えた分を 
自己負担

全額自己負担 全額自己負担胃がん検査 
　◦バリウム 
　◦胃カメラ（施設健診のみ）
子宮がん検査 
　巡回：HPV 検査（自己採取） 
　施設：頚部細胞診
乳がん検査 
　マンモグラフィ 
　エコー

3 つ併せて 
一定金額超えた分を 

自己負担

3 つ併せて 
一定金額超えた分を 

自己負担

3 つ併せて 
一定金額超えた分を 

自己負担

3 つ併せて 
一定金額超えた分を 

自己負担

前立腺がん（PSA）検査 全額自己負担
50歳以上は自己負担なし

全額自己負担
50歳以上は一定金額
超えた分を自己負担

全額自己負担 全額自己負担

※詳しくは案内冊子をご確認ください。施設健診のオプション料金は施設毎に異なりますのでご予約の際にご確認ください。



特定健診・特定保健指導

※目標値は、第3期（2018～2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。
※順位は、保険者種別（単一・総合）目標の達成率の高い順にランキング。
※（　）内の数値は、単一健保平均を100とした際の当健保の相対値 ※（*1）“ランクUP”は、5段階評価のランクを1つ上げるための目安（実施人数）を記載

※2018年度に特定健診を受診した者のみのデータを集計。

良好 不良中央値と
同程度

良好 不良中央値と
同程度

全健保組合平均を100とした際の相対値を高い順に5等分し、
「良好     」から「不良 　 」の5種類で表記しています。

単一 総合順位
全健保順位

797位／1,114組合
962位／1,368組合

特定健診の実施率
1ランクUPまで あと225人

健康状況

特定保健指導の実施率
（*1） 1ランクUPまで あと122人（*1）

特定健診の
実施率

業態平均
単一健保平均

キユーピー・
アヲハタ健保

2016

 77.7% 72.8% 85.3%
 639 位 /1,103 健保 917 位 /1,110 健保 338 位 /1,114 健保
 75.9% 77.7% 79.6%
 77.4% 79.4% 80.7%

2017 2018 特定保健指導の
実施率

業態平均
単一健保平均

キユーピー・
アヲハタ健保

2016

 3.9% 10.5% 12.1%
 885 位 /1,102 健保 737 位 /1,109 健保 870 位 /1,114 健保
 20.3% 23.9% 28.5%
 24.2% 26.8% 32.3%

2017 2018

【キユーピー・アヲハタ健保の特定健診・特定保健指導の実施状況】

【キユーピー・アヲハタ健保の健康状況】　生活習慣病リスク保有者の割合

肥満リスク

リスク

血圧リスク

肝機能リスク

脂質リスク

血糖リスク

課題：血圧リスク、血糖リスク
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「2020年公表健康スコアリングレポート」「2020年公表健康スコアリングレポート」

　このレポートは、日本健康会議・厚生労働省・経済産業省が協同して作成したもので、当健保組合の健康づ
くりの取り組みの状況や加入者の方の健康状況を全国平均や業態平均と比較し、データを見える化したものです。
　健康保険組合は、これらの情報を会社と共有し、一体となって皆様の疾病予防・健康づくりの取り組みに
活用してまいります。

キユーピー・アヲハタ
健康保険組合の

キユーピー・アヲハタ
健康保険組合の

キユーピー・アヲハタ健保の疾病予防・健康づくりの取り組み状況と健康状況の概要

■ 当健保　■ 業態平均　■ 単一健保平均

※業態：食料品・たばこ製造業

当健保 業態平均 全健保平均



※2018年度に特定健診を受診した者のみのデータを集計
※生活習慣データについては、一部任意項目であるため、保険者が保有している
　データのみで構成
※上位10％は業態ごとの『総合スコア』上位10％の平均値を表す。ただし、業態内の
　総合数が20以下の場合は、全健保の『総合スコア』上位10％の平均値を表示

良好 不良中央値と
同程度

ランクUP
まで

あと
225人

あと
120人

あと
212人

最上位
です

あと
232人

生活習慣

医療費

（*1）

キユーピー・アヲハタ健保
2,932百万円

1人あたりの医療費

【キユーピー・アヲハタ健保の生活習慣】　適正な生活習慣を有する者の割合

【参考】　健康に働き続けるには禁煙が大事！

【キユーピー・アヲハタ健保の健康状況】 １人あたり医療費

リスク

課題：睡眠習慣リスク
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キユーピー・アヲハタ健保の生活習慣

喫煙習慣リスク

運動習慣リスク

食事習慣リスク

飲酒習慣リスク

睡眠習慣リスク

非喫煙者と喫煙者では、70歳時点で、35歳からの生存率は
81％であるのに対し、後者は58％となっています。
健康に働き続けるためには禁煙することが重要です。

出典：Doll R, et al. : BMJ.328（7455）：1519,2004より作図

性・年齢補正をしていない当健保の
総医療費を当健保の加入者数で
除した医療費

参考：医療費総額（2018年度）

当健保
上位10％

業態平均
全健保平均

［全健保平均：100］

2014 年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

一人あたりの医療費 125,600 円 144,192 円 141,713 円 141,074 円 157,647 円

参考：当健保の男女別・年代別 1人あたり医療費（2018年度）

男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代〜

キユーピー・
アヲハタ健保 158,181 円 157,243 円 85,791 円 107,021 円 136,152 円 219,576 円 311,163 円

業態平均 144,290 円 148,679 円 75,212 円 103,762 円 134,876 円 208,005 円 313,960 円

全健保平均 148,615 円 154,746 円 80,339 円 109,754 円 137,183 円 211,798 円 326,070 円







７月頃に該当の皆様へ「被扶養者現況届」を送ります。

2020年12月25日発の厚生労働省決定事項により、申請書類の被保険者（請求者）の捺印が不要になりました。
<対象書類>
　●申請書（限度額適用認定申請書、療養費支給申請書　等）
　●請求書（傷病手当金請求書、出産手当金請求書　等）
　●保健事業関係の書類
　　（インフルエンザ補助金請求書、人間ドック・がん検診補助金請求書）

2021年3月1日付で、2桁の番号を追加した保険証を一斉交付しています。
旧保険証は事業所経由で速やかに返却してください。※保険証を失くした方は、「滅失届」を提出してください。

● 「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）　　
● 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2021年10月1日 となります。（※就職で削除の場合以外）

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。

就職した配偶者、お子さまを扶養から外す手続きを忘れてしまう方が大勢います。就職先の健保組合
に加入されると二重加入になりますので、扶養から削除しなければいけません。忘れずに会社へ届を
提出してください！

別居の仕送りについて（※次の理由での別居は不要➡単身赴任、通学、介護、各施設入所）

● 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！

保険証差し替えのお願い　保険証差し替えのお願い　

申請書類　本人の捺印が不要になりました！申請書類　本人の捺印が不要になりました！

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です。
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。
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）

自営業者の収入について
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返却がまだの方は
お願いします！

収入が基準額を超えていませんか？

仕送り額・方法は適切ですか？

就職した家族の削除手続きを忘れていませんか？

生活費の手渡しは「仕送り」として認めておりません。

※健保組合のホームページは新様式の申請書に変更していますので
　ご確認ください。
※旧様式の申請書で印マークがあっても捺印は不要です。
※訂正印は必要です。
※傷病手当金請求書の医師の捺印も省略可とします。

今年は生年月日が
平成 15年４月１日以前の
ご家族が対象です。


