●けんぽからのお知らせ

理事長新年挨拶

新年、明けまして
おめでとうございます。

任意継続被保険者の

平成25年度の平均標準報酬月額が決定しました
26等級・38万円に決定

日本無線健康保険組合
理事長

兵頭 道明

任意継続している方の保険料は、毎年見直されます。
毎年9月の日本無線健康保険組合被保険者全員の平均標準報酬月額を基に決定され、翌年4月よりその金額に変更さ
れることになっています。
平成25年度も当健康保険組合の平均標準報酬月額は、平成24年度と変わらず「26等級・38万円」に決定しました。

日本無線健康保険組合の事業主ならびに被保険者とそのご家族の皆様におかれましては、健や
かに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また旧年中は事業運営に格別のご理解、ご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、全国の健康保険組合をとりまく環境は、長引く経済不振による保険料収入の減少や、高齢者
医療費の増大にともなう納付金の負担増により財政的な厳しさを増しており、ここ数年、保険料率を
引き上げる状況が続いております。
そのような中、当健康保険組合は、全国の健康保険組合の保険料率平均8.31％を下回る8％を堅
持するなど、皆様のご負担をできる限り抑えておりますものの、現在、３年連続の赤字決算となって
います。これまでは積立金を取り崩しながら運営してまいりましたが、平成24年度から26年度にかけ
ては、団塊世代約700万人が前期高齢者医療制度へ移行する時期でもあり、拠出する納付金は激増
することが予測される一方、積立金にも限度があることから、財政的にはますます厳しくなっていくと
言わざるをえません。そのため、医療費の適正化を今まで以上に組織一丸となって取り組んでいく所

源泉徴収票で

被扶養者条件の再確認をお願いします
毎年12月から翌1月にかけて、
その年の給与収入（所得）
の証明書である源泉徴収票が勤務先から配られます。給与収
入のある配偶者などの被扶養者がいる方は、
あらためて被扶養者の方の源泉徴収票にある
「給与・賞与の支払金額欄」
を
確認してください。
上記の金額欄が被扶養者の認定基準（年間収入130万円、60歳以上は180万円）を超えているときは、被扶養者
不該当となる場合があります。当てはまる方は速やかに「被扶養者異動届」を提出してください。特に労働時間・日数
などが基準を上回らないよう毎年調整している方につきましては、必ず確認をお願いします。
また、被扶養者の方が転職や労働条件の変更などで新たに社会保険に加入、
もしくは以降の年間収入が上記の認定基
準以上を見込めるようになったときも、速やかに異動届を提出してください。後日、
これらの事由が判明した場合、
その事由
が発生した日に遡及して被扶養者不該当となりますのでご注意ください。

存ですが、今後の保険料率についても議論を深めていく必要があると考えております。
健康保険組合の運営は、皆様からいただいた保険料で医療機関に医療費を支払うだけに留まりま
せん。健康診断や保健指導の実施、人間ドック費用補助の実施のほか、体力づくりイベントや健康
セミナー開催などの保健事業を通じて皆様の健康維持・増進を図っていくことも大切な役割である
と認識しております。皆様におかれましては、本年もぜひ保健事業に積極的にご参加いただき自ら
の健康維持・増進に努められますようお願いいたします。
最後に、本年が皆様にとってご壮健で健やかな１年となりますことを、心よりお祈り申し上げます。

医療費通知と
医療費控除手続き
について
医療費控除の計算式

平成24年度

健康保険組合
全国大会が
開催されました

平成24年度の健康保険組合全国大会が11月21日に東京国際フォーラムで開催
され、
日本全国から約4,000人が参加しました。
大会では
「待ったなし！超高齢社会に持続可能な制度を今！」
をテーマに4つの課題
を取り上げ、決議の採択を行いました。その後は有識者3名によるシンポジウム「これ
からの社会保障に求められるもの」
が開かれ、参加者は高齢者医療制度など現在の
課題についての意見を真剣な表情で聞き入っていました。
健康保険組合全国大会は、当健保組合を含む全国の健保組合が加入する健康
保険組合連合会
（けんぽれん）
が主催しています。健康保険制度が直面する問題点
をまとめ、改善に向けた要請をするなどの活動を行っています。今大会の決議文と要
請書は金子順一厚生労働省事務次官へ直接手渡されました。

大会スローガン
・高齢者医療制度に対する公費投入拡充の早期実現
・国庫補助削減を目的とした負担転嫁策に断固反対
・医療費適正化の推進と組合方式の維持・発展
・健康保険組合に対する適切かつ十分な財政支援措置の実施

2

1年間に
支払った
医療費の
合計

（※1）

保険などで
補てん
された額

医療費控除とは、1年間
（前年の1月1日〜12月31日）
の医療費の自己負
担合計額が10万円を超えたとき、税務署に申告する
と、納めた税金の一部が戻ることをいいます。申告の
際には領収書等のみが医療費を支払った証拠書類
となります。医療機関（病院、薬局など）
にかかったら
領収書等は捨てずに保管しておきましょう。

（※2）

（※3）

10万円

医療費
控除額

※1 健康保険組合や保険会社か
らの各種給付金
※2 給与所得が年間200万円以
下の方は所得額の5%
※3 200万円が限度

対象になる主な医療費
医療費 医薬品代 通院交通費 歯科の自費診療分 補聴器等の購入
ただし無条件ではなく、原則として治療目的の場合のみが対象です。

あんま・マッサージ・鍼灸などの施術料 etc.

申告は1月から居住地の税務署で受けつけています。 詳しいことは税務署にお問い合わせください。
日本無線健康保険組合では、被保険者の皆様に毎月
「医療費通知」
をお送りしています。
これは健康
保険組合からの給付金の証明にはなるものの、
あくまで「１ヵ月間にかかった医療費と、健康保険組合か
ら皆さんに支払った給付金についてお知らせする」
ための書類なので、領収書の代わりにはなりません。
ご注意ください。
なお、医療費通知の再発行はできませんので大切に保管してください。

医療費通知
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健康づくり講演会を開催しました
平成24年10月3日
（水）
に日立アロカメディカル（株）東京事業所で
健康づくり講演会を開催しました。講師に飯野真樹氏（医療法人社団
健歯会理事）
をお迎えし
「知っとく
！最新口腔衛生」をテーマにお話しい
ただきました。日立アロカメディカル（株）本社、東京事業所などから57
名が参加しました。
講演で飯野氏は虫歯予防について「口腔衛生というと、
イコール歯磨きを連想されると思いますが、歯磨きの前
にもっと知っていただきたいことがあります」
と前置きし、飲食物で酸性に傾いた口の中を中和するための、自分の
唾液の重要性を述べられました。また歯周病やむし歯も細菌感染のため、歯科医院で一度は調べてみることを推
奨されていました。
アンケートでは、
「 口腔ケアに関する意識が変わった」
「もっと早くこのお話が聞きたかった」
「 家族にも教えたい」
「ケアしようという気持ちになった」などという意見が多く寄せられました。
「興味深い」
「大変興味深い」を合わせ
98％でした。

健康を育む

楽しいイベントを共催しました！
球 技 大 会
7月7日（ 土 ）、東 御
市運動公園と天下山
マレットゴルフ場にて、
上 田日本 無 線（ 株 ）
と
共催で毎年恒例の
「球技大会」
を実施し、240名が参加しました。
種目はマレットゴルフ、硬式テニス、ソフトボール、バ
レーボール、バドミントンの5種目。前日の雨にもかかわら
ず、当日は天候にも恵まれ、気持ちの良い汗を流すこと
ができ、翌日からの筋肉痛に悩まされながらも、
とても健
康的な1日となりました。

フ ァ ミ リ ー
釣 り 大 会

9月8日
（ 土 ）、上田
市に隣接する青木村
「リフレッシュパ−クあおき」にて、上田日本無線
（株）
と共催で毎年恒例の「ファミリー釣り大会」
を実施し、
36名が参加しました。
「釣り大会」は家族も参加できることから人気のあ
る行事です。当日は晴天に恵まれ、渓流釣りには少し
気温も高めという条件でしたが、参加者は自然の中
で童心に返り、
それぞれ家族とともに健康的なひとと
きを楽しみました。

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。
日本無線株式会社
S・Hさん（40代・男性）

佐賀エレクトロニックス株式会社
T・Mさん（40代・男性）

普段体重など気にした事が有りませんでしたが、
毎晩測定していると、体重の変化が食べ過ぎ飲み過
ぎで変化することがわかるようになりました。最初
は全然減っていかないのですが、2ヶ月目には徐々
に変化が見えてきます。3ヶ月目には体調も少し変
わってベルトがゆるむなどチョットうれしく思いまし
た。4ヶ月目に年度末に入るとリズムが変わってし
まい、
また元へと戻り始めま
したが意識する事で大きな
リバウンドせずにすみました。
再チャレンジとなりますが、
気長に無理せず続けていく
ことで、目標達成できると思
いました。

健康診断であまりにも結果が悪かったの
で、
特定保健指導に参加することにしました。
経験者として目標達成するには体重・体脂
肪率・腹囲etc.の記録が不可欠だと思います。
取り組んだ内容に対して結果がわかるの
で励みにもなります。私の場合、最初は漠然
と運動（ウォーキング）を行っていましたが、記録を付け始め
てからは加速して目標に近づいて行き、
また、継続する気持
ちも大きくなったと思っています。
体重を減らしてからは変な汗（べとべとする汗）
も出ない
ですし、体も軽く、動きやすいです。最後に、取り組みを行う
上で多少つらいことはあると思いますが、日々のつけが溜
まって現在に至っていると捉え、昔の自分に戻ってはどうで
しょうか。

費用補助申請締切案内

下記の2つの費用補助事業を実施しています。
申請期限は、平成25年2月10日（健保組合必着）です。

❶ピロリ菌除菌
今年度の事業として、健康保険証を使わない
（保険外診療）
でピロリ菌の除菌治療を行った被保険者へ1万円を
上限に費用を補助しています。
希望される方は、
「ピロリ菌除菌費用補助申請書」
に必要事項を記載し、証明書類を添えて会社を通じて申請して
ください。

921名の被保険者が参加

特定保健指導がスタートしました
日頃の生活習慣
（食事・運動・喫煙・ストレスなど）
を見直すことで、心疾患〔心筋梗塞・狭心症・心不全など
（日本人
の死因第2位）〕、脳血管疾患〔脳出血・脳梗塞・くも膜下出血など
（日本人の死因第4位）〕、糖尿病などの重大疾病
の早期予防・改善を目指す特定保健指導。国の施策として進められており、今年度で５年目の節目を迎えました。
日本無線健康保険組合では、
これまで毎年、希望者を募って実施してきました。節目の今年度は、加入事業所様の
全面的な協力のもと、拠点となっている本社・工場・地方営業所など全事業所から、計921名と数多くの被保険者の
方が参加しスタートしました。
スタートから6ヵ月間は、主に委託機関専任の保健師・管理栄養士から生活習慣改善のためのアドバイス、指導を受
けることになります。できることからひとつずつ、少しずつ日頃の生活に取り入れ、来年度は健診結果の数値を改善で
きるよう継続してください
（2012年4月号から最終ページに、過去に参加した方の体験談を掲載しています）
。
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●詳細は日本無線健康保険組合ホームページをご覧ください

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

❷婦人科検診
居住する市区町村が実施する乳がん検診、子宮頸がん検診を受診した、30歳以上の被保
険者と被扶養配偶者の方へ自己負担分を全額費用補助します。
希望される方は、健保組合健康管理室（0422-45-9081）へお問い合わせください。
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●けんぽからのお知らせ
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