●けんぽからのお知らせ

被扶養者確認調書の再認定を実施いたします
●健康保険料と被扶養者の保険料負担について

健康保険組合では、ご家族の方が被扶養者として加入していてもその家族の方の保険料は徴収していません。しか
し健康保険組合が国へ拠出する31億円もの納付金については、被扶養者の分も被保険者と同額の負担をしています。
健康保険料は、健康保険の加入者数（被保険者と被扶養者の合計）を基準に算出されるため、会社と被保険者が被
扶養者にかかる経費を負担していることになります。
被保険者みなさんの大切な保険料を適正に使うため、被扶養者確認調書の再認定にご協力をお願いいたします。

●書類提出のお願い

平成24年8月31日現在被扶養者となっている方のうち、中学校を卒業した年齢以上の方を対象に実施します。再認
定は被扶養者として引続きその資格があるかどうかを確認するものです。
調査は9月以降に予定しています。被扶養者再認定に必要な証明書類を揃えて提出してください。
証明書類
該当するものすべて提出

必要書類

1

全く収入のない方

所得の証明書（写）
＜
（非）課税証明書（写）等＞

2

多少にかかわらず
収入がある方

※所得の証明書（写）
＜
（非）
課税証明書
（写）
等＞は、市
区町村役場で発行してくれ
ます。
※所得の証明書は収入金額
が記載されているものです。

今年度の事業として、ピロリ菌除菌費用補助を実施します。
ピロリ菌は胃の粘膜に住みつく細菌で、主に胃がんや胃・十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎に大きく関与しており、除
菌によって胃がんの発生を減らすことができるといわれています。ピロリ菌は自然除菌ができないため、服薬治
療が必要です。
現時点で除菌治療が保険で認められている病気は胃潰瘍、十二指腸潰瘍等に限られており、予防のための除菌
に保険は使えません。当健保組合の費用補助は保険が使えない方へ費用の一部を補助するものですので、希望
する方はどうぞご利用ください。
なお、服薬中に下痢や軟便、皮疹、除菌後に逆流性食道炎等の副作用をおこす場合もありますので医師によく
ご相談ください。
●対象者

●補助額

被扶養者再認定に必要な証明書類（対象被扶養者の証明書類）
被扶養者の条件

胃がん予防事業 申 請 受 付 中

健康保険証を使わないで（保険診療外）ピロリ菌除菌治療を行った被保険者
1回限り、上限1万円

●申請方法 健保組合ホームページより「ピロリ菌除菌費用補助申請書」をダウンロードして必要事項を記入し、
申請書に記入してある領収書等の「添付書類」を添えて会社を通じて健保組合へ申請してください。

現在働いていないが前年度働いていたため所得証明書の収入に記載がある方
➡退職日が確認できる証明書
（写）

●申請期限 平成25年2月10日

パート・アルバイト等の収入がある方
➡直近の給与明細書
（写）
３ヵ月分あるいは
契約書
（写）期間・賃金が明記されているもの

☆除菌治療を開始して除菌後のピロリ菌検査までの期間は2〜3カ月かかりますので、
補助申請を希望される方は、
早めに受診・治療してください。
☆詳細は健保組合ホームページをご覧ください。
除菌後も
http://www.jrc-kenpo.com/index.html
トップページ 保健事業について/健康づくりのお手伝い➡ピロリ菌除菌費用補助事業
胃がん検診は

年金の受給がある方
（国民、
厚生、
基礎、
遺族、
障害、
恩給等）
➡年金改定通知書
（写）
等
農業・自営業・不動産等の事業収入がある方
（写）
＜確定申告書
（写）
＞＜収支内訳
（損益計算）
書
（写）
＞
➡直近の納税通知書

健保組合必着

受けましょう!

雇用保険の給付、
健康保険からの各種手当金がある方
➡支給決定通知書
（写）
等
障害者の認定をされている方
➡障害者手帳
（写）

3

学生の方

学生証
（写）
あるいは
在学証明書
（写）

なお以下の方の添付書類は不要です

●平成24年6月1日以降認定された被扶養者で既に本年度証明書類をご提出いただいている方
●平成24年4月に学校等へ進学された被扶養者で既に本年度証明書類をご提出いただいている方

平成23年度 確認調書調査結果

対象者数 6,196名
調査により被扶養者でなくなった原因と人数

就職 ➡ 73名

収入超過 ➡ 37名

就職したり、
収入超過が
見込まれるときは、
すみやかに
手続きをお願い
いたします

加をす。
参
の
始まっています♪
ま
ま
皆さ ちしてい
お待

歩け歩けキャンペーン 実 施 中

●参加資格 被保険者とその配偶者
●開催期間 平成24年9月1日（土）〜11月30日（金）
●参加方法 「健保だより」夏号（No.121）
に挟みこまれている記録表に歩いた日数と歩数を
記入してください。
期間終了後、集計した「健保組合提出用」を切り取り、会社経由で健保組合へ
提出してください。
＊記録表は健保組合ホームページ「健保だよりバックナンバー」からダウン
ロードもできます。

10月から保険料が変わります
被保険者の保険料は、その年の7月1日現在をもとに4月・5月・6月（出勤17日以上）の3ヵ月間に支払われた報酬の平均
を出し、その年の9月1日から翌年の8月31日まで新しい保険料が徴収されます。
（保険料控除は1ヵ月遅れの10月分給与から変わります）
10月の保険料から新保険料（9月分）を徴収しますので、ご自分の保険料を確認してください
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●参加条件 1カ月最低10日以上の記録が必要です。
●提出期限 12月7日（金）
までに事業所の担当者に提出してください。
●記念品

抽選で素敵な記念品が当たります。詳しくは「健保だより」夏号（No.121）で!

■健康づくり講演会中止のお知らせ■

平成24年10月31日（水）日本無線株式会社 三鷹製作所での健康づくり講演会は中止となりました。
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●けんぽからのお知らせ

整骨院・接骨院の正しいかかり方
近年、
手軽に柔道整復師(整骨院・接骨院)を受診できる環境が整ってきている中で、
健康保険組合などの保険者へ、
健康
保険の適用とならない施術の請求が年々増加しています。
整骨院・接骨院は病院などの医療機関ではありませんので、健康保険が使用できるのは、①外傷性の打撲・捻挫・挫傷
(肉離れなど) ②骨折・不全骨折(骨にひびが入る状態)・脱臼(いずれも応急手当を除き医師の同意が必要)に限定されま
す(ただし、
これらに該当する場合でも長期にわたる漠然とした施術は対象外)。
最も多く見られる不適切な事例として
「特に症状の改善がみられない、
長期にわたる漫然とした施術(施術部位を次々
と変えたり、
施術機関を変えても同様)」
「スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛」
「日常生活の疲れや老化による首筋や肩
のこり、
腰痛、
膝の痛み」
などがあげられます。
整骨院・接骨院へのかかり方を正しく理解し、
適正な受診をしてください。
また、
日本無線健康保険組合では、
正しい保険受療をしていただくため、
電話や文書により施術日や施術内容などにつ
いて照会を行い、
適切な受診のためのアドバイス・指導を行っています＜委託契約会社
（株）
大正オーディット＞。
その際に
は速やかに回答いただけますようご協力をお願いいたします。
なお、
業務上や通勤途上での負傷は労災保険の取扱いになりますので、
健康保険者証は使用できません。
速やかに事業
主に届け出てください。
交通事故などの第三者による負傷の場合は、
「第三者の行為による傷病届」
を健康保険組合へ提
出する必要があります。

第三者の行為による治療の際は、
健康保険組合にすぐ届出を!!
交通事故(自動車事故など)や、けんか、他人の犬にかまれたなど第三者の行為
によるケガでも健康保険者証を使用して治療が受けられます。治療費は本来、相
手加害者(第三者)に支払ってもらうのですが、一時的に健康保険組合が立て替え
払いをし、
届出を受領後その医療費(治療費)を相手加害者(第三者)に請求します。
従って健康保険者証を使用して治療を受ける場合は、必ず健康保険組合に届出
(連絡)をしてください。
なお、業務上や通勤途上での負傷や病気は労災保険の取り扱いになりますの
で、
健康保険者証は使用できません。
速やかに事業主に届け出てください。

第三者行為とは

交通事故

けんか

他人の犬に
かまれた

スキー・
スノーボードなどの
衝突・接触事故

楽しいイベントを開催しました!!

マス釣り

5月12日(土)に氷川国際マス釣
り場で平成24年度
「マス釣り」
を開
催しました。今年度は過去最多の
269名が参加して大盛況でした。
当日は好天に恵まれて水の冷たさ
が心地良く感じる日となり、
子ども
達はマス釣りやつかみ取りをする
など、
とても有意義な1日となりま
した。

バスハイク・潮干狩り

6月2日(土)に千葉県の木更津金田
海岸と龍宮城スパホテル三日月で、毎
年恒例の「バスハイク・潮干狩り」を開
催しました（今年は満潮の関係で早い
日程となりました）
。
潮干狩りでは、服を水で濡らしなが
らも熊手を上手に使って夢中で貝を
掘っていました。その後もプールに温
泉と、たくさん遊んで大満足だったと
思います。帰宅後はあさり料理が何日
も続いた方もいたのではないでしょ
うか?
来年も開催を予定しています。皆さ
まもぜ ひご参 加いた だき、リフレッ
シュされてみてはいかがでしょうか。

14

健康ウォーク

5月26日(土)に総合
ビジネスサービス
（株）
と共催で「健康ウォー
ク」を開催し、31名が
参加しました。今回は昨年の野川から玉川上水
へとコースを変更。午前9時に集合し、一ツ橋学
園駅前から三鷹の森ジブリ美術館前までの8km
を、
約3時間かけて歩きました。
玉川上水沿いの豊かな自然を肌に感じなが
ら歩こうという今回のコース。折からの好天に
も恵まれ、
河畔の木もれ陽の中を、
途中で休憩を
はさみながら、
ウォーキングを満喫しました。子
ども連れで参加した女性は
「もう、
おなかがペコ
ペコ。
いい運動になりました」
と笑顔で話してい
ました。

特 定 保 健 指 導 体 験 談

その
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特定保健指導を受けましょう
心臓病や脳卒中といった病気を未然に防ぐため、メタボリックシンドロームのリスクがある
40歳以上の方に、特定保健指導を実施しています。毎年、参加した30〜40％の方が、メタボか
らの脱出に成功しています。対象の方にはご案内をお送りしますので、皆さんご利用ください。
今までに特定保健指導を受けた方の体験談をご紹介します。

2 kg

体重−

日立アロカメディカル（株）
F・I さん（40代・男性）

5 kg

体重−

日立アロカメディカル（株）
M・Sさん（60代・男性）

昨年、恐れていた特定保健指導の対象者となりました。
これまでの生活ぶりがこのような結果になったと反省し
つつ、心機一転、指導を受けて改善に取り組む決心をし
ました。面談では、食事の改善と運動を継続的におこな
うことで目標を設定しました。食事では妻に協力をもら
い、運動は長く続けられるよう好きな自転車を活用する
ことにしました。帰宅して天気がいい日は夜
でも15km程度走ります。雨や寒い日は自宅
で器具を使ったトレーニングも取り入れまし
た。今はすっかり習慣となりました。つらかっ
たことは仲間との飲み会や食事でした。
ついつい誘惑に負けそうになると指導員
さんの「余分なひと口を考えて」を思い出
しました。今では78kg→73kgと安定し
体も好調です。親切な対応をいただいた
指導員さん有難うございました。

特定保健指導をきっかけに、社会人
になってからすっかりご無沙汰していた
水泳を再開しました。
学生時代は水泳の指導員とプールの監視員のアルバイ
トを行っていたこともあり、ほぼ毎日泳いでいましたが、
社会人になった途端、泳ぐことといえば、子供と海に行っ
て、水を掛け合うくらいでした（これは、泳ぐとは言わな
いですね）。
あの時（学生の時）の、腹筋が8個に割れていたような
栄光の体を取り戻そうとは思っていませんが、少しでもメ
タボの解消になればと思い、水泳を再開しました。その
お陰か、体重が軽くなったような気がしますし、周りから
も少し痩せたような気がすると言われました。こうなる
と、単純なもので、また続けようと思ってしまいます。皆
様、お仕事でお忙しいとは思いますが、週に1回の水泳、
お勧めです。

健康保険の認定基準と手続き方法
毎年実施しております被扶養者確認調書を本年度も行います。扶養認定されて何年も経つ方は扶養認定の基準をも
うお忘れになっている方も多いと思います。
また会社が行っている税法上の扶養者控除の基準と健保における扶養
者認定の基準を混同しているかもしれません。
この機会にいま一度健康保険組合の扶養認定基準を確認してみてくだ
さい。
そして、申請時の状況に変化があった場合には、速やかに手続きを行ってください。

扶養認定基準
（同一世帯）

認定者
（60歳未満）
の年間収入が130万円未満
認定者
（60歳以上）
・障害のある方の年間収入が180万円未満
また、
認定者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であること

［手続きの流れ］
被保険者

申請
証明
書類
保険証 必要なものを提出
書類等
（原本）

その他 保険証
書類 （原本）
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事業主（会社）

健康保険担当部署
（総務部、人事部など）

健康保険組合

●けんぽからのお知らせ

整骨院・接骨院の正しいかかり方
近年、
手軽に柔道整復師(整骨院・接骨院)を受診できる環境が整ってきている中で、
健康保険組合などの保険者へ、
健康
保険の適用とならない施術の請求が年々増加しています。
整骨院・接骨院は病院などの医療機関ではありませんので、健康保険が使用できるのは、①外傷性の打撲・捻挫・挫傷
(肉離れなど) ②骨折・不全骨折(骨にひびが入る状態)・脱臼(いずれも応急手当を除き医師の同意が必要)に限定されま
す(ただし、
これらに該当する場合でも長期にわたる漠然とした施術は対象外)。
最も多く見られる不適切な事例として
「特に症状の改善がみられない、
長期にわたる漫然とした施術(施術部位を次々
と変えたり、
施術機関を変えても同様)」
「スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛」
「日常生活の疲れや老化による首筋や肩
のこり、
腰痛、
膝の痛み」
などがあげられます。
整骨院・接骨院へのかかり方を正しく理解し、
適正な受診をしてください。
また、
日本無線健康保険組合では、
正しい保険受療をしていただくため、
電話や文書により施術日や施術内容などにつ
いて照会を行い、
適切な受診のためのアドバイス・指導を行っています＜委託契約会社
（株）
大正オーディット＞。
その際に
は速やかに回答いただけますようご協力をお願いいたします。
なお、
業務上や通勤途上での負傷は労災保険の取扱いになりますので、
健康保険者証は使用できません。
速やかに事業
主に届け出てください。
交通事故などの第三者による負傷の場合は、
「第三者の行為による傷病届」
を健康保険組合へ提
出する必要があります。

第三者の行為による治療の際は、
健康保険組合にすぐ届出を!!
交通事故(自動車事故など)や、けんか、他人の犬にかまれたなど第三者の行為
によるケガでも健康保険者証を使用して治療が受けられます。治療費は本来、相
手加害者(第三者)に支払ってもらうのですが、一時的に健康保険組合が立て替え
払いをし、
届出を受領後その医療費(治療費)を相手加害者(第三者)に請求します。
従って健康保険者証を使用して治療を受ける場合は、必ず健康保険組合に届出
(連絡)をしてください。
なお、業務上や通勤途上での負傷や病気は労災保険の取り扱いになりますの
で、
健康保険者証は使用できません。
速やかに事業主に届け出てください。

第三者行為とは

交通事故

けんか

他人の犬に
かまれた

スキー・
スノーボードなどの
衝突・接触事故

楽しいイベントを開催しました!!

マス釣り

5月12日(土)に氷川国際マス釣
り場で平成24年度
「マス釣り」
を開
催しました。今年度は過去最多の
269名が参加して大盛況でした。
当日は好天に恵まれて水の冷たさ
が心地良く感じる日となり、
子ども
達はマス釣りやつかみ取りをする
など、
とても有意義な1日となりま
した。

バスハイク・潮干狩り

6月2日(土)に千葉県の木更津金田
海岸と龍宮城スパホテル三日月で、毎
年恒例の「バスハイク・潮干狩り」を開
催しました（今年は満潮の関係で早い
日程となりました）
。
潮干狩りでは、服を水で濡らしなが
らも熊手を上手に使って夢中で貝を
掘っていました。その後もプールに温
泉と、たくさん遊んで大満足だったと
思います。帰宅後はあさり料理が何日
も続いた方もいたのではないでしょ
うか?
来年も開催を予定しています。皆さ
まもぜ ひご参 加いた だき、リフレッ
シュされてみてはいかがでしょうか。
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健康ウォーク

5月26日(土)に総合
ビジネスサービス
（株）
と共催で「健康ウォー
ク」を開催し、31名が
参加しました。今回は昨年の野川から玉川上水
へとコースを変更。午前9時に集合し、一ツ橋学
園駅前から三鷹の森ジブリ美術館前までの8km
を、
約3時間かけて歩きました。
玉川上水沿いの豊かな自然を肌に感じなが
ら歩こうという今回のコース。折からの好天に
も恵まれ、
河畔の木もれ陽の中を、
途中で休憩を
はさみながら、
ウォーキングを満喫しました。子
ども連れで参加した女性は
「もう、
おなかがペコ
ペコ。
いい運動になりました」
と笑顔で話してい
ました。

特 定 保 健 指 導 体 験 談
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