平成 30年度

予算編成・事業計画のお知らせ
2月15日、組合会において、日本無線健康保険組合の
平成30年度予算・事業計画が決定しましたのでお知らせいたします。

経常収支の状況
●健康保険勘定
当健康保険組合の平成30年度予算は、被保険者数および加入事業所全体の業績等が前年度と同程度と予想されることか
ら、主な収入である健康保険収入を前年度予算比100％
（42億133万円）
と見込み、経常収入全体としても前年度予算とほぼ同
じ99.9％
（42億589万円）
の予算となりました。経常支出では、二大支出である保険給付費
（加入者の医療費の健保組合負担分
＋各種給付金）
を前年度予算比99.7％
（20億7,850万円）
、高齢者医療制度維持のため国へ拠出する納付金を前年度予算比
98.1％
（20億2,100万円）
と同程度を見込むため、経常支出全体として前年度予算比99.5％
（43億5,906万円）
となりました。そ
の結果、経常収支差引残高は1億5,318万円の赤字となり、前年度から引き続いて2年連続の赤字予算となりました。

予算概要

赤字予算となった主な理由は、前年度赤字予算の主要因であった高齢者医療制度維持のため国へ拠出する納付金額と同程
度の納付金額
（保険料収入に占める比率・48.1％）
となったことによります。今後世界に類を見ない速さで高齢化が進み、一方で

健康保険勘定

医療技術の高度化と高額な新薬の登場などで日本全体の医療費がますます増え続けることが予想されることから、
それらを支え

【 収入 】

【収入】

健康保険収入・調整保険料収入
4,260,240千円

【 支出 】

る私たち現役世代への負担が一層増えていきます。多くの健康保険組合が財政逼迫している中で、急激な高齢化と高齢者を支

繰入金（退職積立金繰入）274,000千円
その他の収入 31,667千円

保険給付費 ・ 法定給付費
・ 付加給付費

2,078,500千円

経 常 収 入 合 計

【支出】

納付金 2,021,000千円
●前期高齢者納付金・後期高齢者支援金
●病床転換支援金・退職者給付拠出金

保健事業費 164,600千円
その他の支出 301,807千円
●事務費・還付金・営繕費・財政調整事業拠出金・
連合会費・積立金・雑支出・予備費

予算の基礎となった数値
◆被保険者数 7,450人

◆平均標準報酬月額 404,500円
◆平均標準賞与額 1,228,000円

◆保険料率

事業主・・・・・・・・・ 58.5/1000

（‰＝パーミル [千分率]） 被保険者・
・・・・・・ 35.5/1000

計・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・94.0/1000

（単位：千円）

科
目 予 算 額 対前年度比（％）
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58,910
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4,205,885

99.9

介護保険収入
繰越金
繰入金
国庫補助金受入
雑収入
収入合計

【 支出 】

501,730
20,000
30,000
1
4
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介護納付金
還付金
雑支出
予備費
支出合計

（単位：千円）

525,000
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算 額 対前年度比（％）
104.8
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2,078,500
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2,021,000
112.4
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100.0
50
100.0
10
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−
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99.5

＊収入として被保険者と事業所から徴収した介護保険料は、
そのまま
支出として国に納付します。

予算の基礎となった数値
◆被保険者数
5,130人
◆平均標準報酬月額
441,000円
◆平均標準賞与額 1,500,000円
◆介護保険料率

介護保険については、毎年度国からあらかじめ示される納付額に見合う保険料率を設定し、一定の増減に備えた積立金を保
有しながら、毎年収支が均衡する予算計上をしています
（介護保険の対象となる被保険者と事業主から徴収された保険料収入を
そのまま支出として国に納付しています）
。
平成30年度の介護保険料率は、国から示された納付額と前年度繰越金および積立金の状況から、下記のとおり前年度と同
率となりました。

14.4‰（事業主…7.2‰ 被保険者…7.2‰）

14.4‰（事業主…7.2‰ 被保険者…7.2‰）

(徴収月は平成30年4月〜) ＊‰＝パーミル[千分率]
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○平成30年度 主要事業計画
特定健康診査

4月〜

実施計画書による
（ホームページに開示）

特定保健指導

5月〜

実施計画書による
（ホームページに開示）

機関誌「健保だより」

年2回

全被保険者に配布

医療費と給付金支給額のお知らせ
年間医療費のお知らせ

通年随時

給付金支給対象者にのみ該当月分を配布

年1回
（2月） 12月〜11月分の医療費を通知
事業所が実施した健康維持・増進のための講演会・セミナ−費用を半額補助
（要事前申請）

健康づくり講演会

年2回

ジェネリック医薬品推奨通知

年2回

ジェネリック医薬品
（特許切れ後発医薬品）
の情報を対象者へ送付

適正受診等指導通知

年2回

重複服薬・重複受診・頻回受診している加入者に対し、適正受診指導通知を送付

生活習慣病健診

4月〜

35歳の被保険者に尿酸・クレアチニン・腹部エコー、36〜39歳の被保険者に尿酸・クレアチ
ニン、40歳以上の加入者に特定健診・尿酸・クレアチニン・腹部エコー・便潜血を付加

前期高齢者訪問事業

4月〜翌2月 65歳以上の加入者へ保健師等が訪問し健康相談

インフルエンザ予防接種費用補助

10月〜12月 インフルエンザワクチン接種者へ費用の一部を補助

歩け歩けキャンペーン

9月〜11月 被保険者と配偶者対象

がん検診費用補助

4月〜12月 自治体で実施のがん検診費用の全額を補助

集団歯科検診

4月〜12月 被保険者を対象に無料で実施

子育て応援情報誌「赤ちゃんとママ」送付
子育て応援情報誌「1・2・3歳」送付
子育て応援情報誌「きちんとかんたん離乳食」、
「かんたん・おいしい幼児のごはん」送付
事業所が実施する保健事業への費用補助
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新保険料率

旧保険料率

予

介護保険勘定
（単位：千円）

●介護保険勘定

（単位：千円）

△153,175千円

【 収入 】

える現役世代の減少に対応できる新しい医療制度の構築が一刻も早く望まれる状況です。

毎月

1歳未満の乳児のいる被保険者へ「赤ちゃんとママ」誌を毎月送付

年4回

1歳から2歳の幼児のいる被保険者へ「1・2・3歳」誌を年4回送付

各1回

赤ちゃんとママ誌初回時に
「きちんとかんたん離乳食」
を、1・2・3歳誌初回時に
「か
んたん・おいしい幼児のごはん」
を1冊送付

随時

事業所が企画立案実施した保健事業に対し、
その費用の半額を補助
（要事前申請）
3

医療費控除の
の

変更点と特例について
変更点と特例について

もやもや病
40歳を過ぎたので、夫婦で人間ドックを受診してみたところ、
脳検査でもやもや病が発見されました。指定難病と聞き、不安が募ります。
もやもや病について教えてください。
（42歳・女性）
もやもや病（ウィリス動脈輪

多くみられます。
もやもや病の原因

状もみられます。近年は無症状の

閉塞症）
は生まれつきの脳

はわかっていませんが、MRA検査、

まま人間ドック
（脳ドック）
などで発

血管の病気です。脳の内頸動脈と

脳 血 管 造 影 検 査（カテーテル検

見されることも増えてきました。

いう太い血管の終末部が細くなっ

査）
で脳血管の状態をみて診断さ

て閉塞するために脳の血流が悪く

れ、MRI検査・脳血流検査により、 （血液を流れやすくする薬）
など薬

なり、血流不足を補うために発達・

合併した脳出血や脳梗塞の有無

拡張した毛細血管が画像検査で

が診断されます。

（居住地の税務署にて）

平成29年分から医療費控除に医療費通知が使えるよ
うになり、また従来の医療費控除に加えて特例としてセル
フメディケーション税制が行われます
（平成29年〜平成33
年までの5年間）。申告できるのはどちらか一つだけですの
で、
よい方を選んで申告してください。

虚血型の治療は、抗血小板薬

＊詳細につきましては、税務署等の専門窓口にお問い合わせください。

だけでは限界があり、脳血流を維
持するための血行再建術が行われ

確定申告は
毎年2月16日〜3月15日

通常版

医療費控除

もやもや病の症状発症には、血

ます。直接バイパス術と間接バイ

流が不足して起こる虚血型と、負

パス術があり、成人の場合は頭蓋

日本で発見され、
日本をはじめア

担がかかった血管が破れる出血型

内外の脳の血管を直接つなぐ直

（ その年に支払った医療費 − 健保や保険などの給付金 ）− 10万円または所得の５％（どちらか低い方）

ジアに患者が多い病気で、厚生労

があります。子どもは虚血型が大多

接バイパス術が推奨されます。

＝ 医療費控除額（最高200万円）

働省の指定難病となっています。

数ですが、成人のもやもや病では

平 成 2 8 年 度の患 者 数は1 万 7 ，

脳出血を起こし、手足の麻痺や言

602人で、10歳以下の子どもと30

語障害などがでるケースがよくあり、

慶應義塾大学病院 神経内科 教授

〜40歳代の人、男女では女性に

頭痛、
けいれん、脱力発作などの症

鈴木 則宏先生

もやもやと煙のように見えるため、
もやもや病と名づけられました。

さん

回答

医療費の合計が10万円以上または所得の５％以上の場合、最高200万円までが所得から控除されます。

必要書類などは？

平成30年（平成29年分）から、健康保険組合発行の医療費通知（「年間医療費のお知らせ」毎年2月配布）
が医療費控除に使用できるようになりました
医療費控除の申告が、
「医療費の明細書」
または「医療費通知書」を添付する方式に変更されました。これによ
り、健康保険組合が発行する医療費通知を医療費の明細書として確定申告書に添付した場合は、医療費領収
書の添付が不要となりました
（医療費領収書は5年間保管、医療費通知の再交付はできません）。
ただし移行期間として平成29年分から平成31年分については、改正前の医療費領収書による医療費控除の
申告もできます。

しょく しょう

酸蝕症
最近歯が染みる感じがして、気になって歯科医院で診てもらったら、
虫歯などではなく酸蝕症の疑いがあるといわれました。
聞いたことがないのですが、
どんな病気でしょうか？
（31歳・男性）

特例

酸性の飲食物や胃液の逆

て浸食され、溶け出します。健康の

流などで歯が酸性の状態に

ためによいだろうと摂取してきた食

ゆすぎ、酸を洗い流すようにしてく

さらされ、歯の表面のエナメル質が

品が原因となる場合もあり、
また逆

ださい。歯の表面は強い酸の影響

溶けることを酸蝕症といいます。以

流 性 食 道 炎なども胃 液（ 強い酸

でやわらかくなっているので、酸蝕

前はメッキ工場やガラス工場など

性）の逆流により、酸蝕症の原因

症を防ぐには、歯磨きは食後30分

で酸性ガスを吸引することで起こ

となります。

から1時間経ってからにしましょう。

る職業病でしたが、現在では食生

酸蝕症では歯の先端が透ける、

となり、国内疫学調査から4人に1

行して歯の象牙質がむき出しにな

をすれば唾液の分泌が増えて歯の

人の割合で酸蝕症が疑われます。

るとつめ物をするなどの治療をしま

再石灰化を促進し、エナメル質が

エナメル質は酸に弱く、酸性の

すが、同時に酸蝕症の原因を取り

補強できます。

値）の食品、柑橘系の果物や酢、

酸蝕症を予防するには酸性の

回答

炭酸飲料、果汁・野菜ジュース、
ス

強い食品をダラダラとりすぎないこ

外務省大臣官房歯科診療所 外務技官
東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野 非常勤講師

ポーツ飲料、
ヨーグルトなどによっ

と、
それらを飲食した後は口の中を

北迫 勇一先生
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特定一般用医薬品などの購入費 −1万2千円 ＝ 医療費控除額（最高8万8千円）

＊2

き粉を使用したり、
よくかんで食事

除く必要があります。

特定一般用医薬品など＊1の購入額が1万2千円を超える場合は、超える部分の金額が最高8万8千円まで所得から
控除されます。ただし健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組み＊2を行っていることが条件となります。

＊1

歯が染みるなどの状態になり、進

セルフメディケーション税制

（平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間限定）

また日頃からフッ素配合の歯みが

活の変化などにより一般的な病気

強いpH5.5以下（虫歯を想定した

確定申告書、源泉徴収票、印鑑、医療費の明細書または医療費通知書（平成31年分までは医
療費領収書でも可）

特定一般用医薬品など 医療用から転用され、一般の薬局などで購入できるスイッチOTC医薬品です。
セルフメディケーション税制の対象薬として多くの場合、パッケージに右のような表示があります。
健康の保持増進および疾病の予防への一定の取り組み 健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健
康診査、
がん検診を指します。

必要書類などは？

確定申告書、源泉徴収票、印鑑、セルフメディケーション税制の明細書（平成31年分までは医
薬品購入の領収書でも可）、健康の保持増進および疾病の予防に一定の取り組みを行ったこと
を明らかにする書類
＊セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要で、医薬品購入の領収書の添付や提示は不要です
（平成
31年分までは領収書でも可）。ただし明細書の記入内容の確認のため、税務署から領収書の提示などを求め
られる場合があるので、5年間は保管が必要です。
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平成30年4月分より

はり・きゅうおよびあん摩・マッサージ療養費は

償還払いに変わります

❷被扶養者の収入が年間130万円（月間108,334円）以上
〔60歳以上および障害者は180万円（月間150,000円）以上〕の見込みになったとき
❸失業給付を日額3,612円以上（60歳以上および障害者は日額5,000円以上）受給している期間
❹その他 75歳到達により後期高齢者医療制度へ異動、死亡等。
また、以下の場合も届出が必要ですのでご注意ください。

●夫婦共同扶養
（共働き夫婦それぞれが被保険者）
の場合で、配偶者の収入が被保険者の収入を上回るとき
＊収入の多い被保険者の被扶養者になります。

●別居している被扶養者への送金を中止した、
もしくは送金額が被扶養者の収入額より少なくなったとき

<はり・きゅう等療養費支払方法の変更>
平成30年3月施術分まで

平成30年4月施術分から

被保険者・被扶養者
（施術を受けた人）

被保険者・被扶養者
（施術を受けた人）

②自己負担分を
支払う（1〜3割）

①施術

はり・きゅうおよびマッサージ師など
③残りの施術費を
請求

②施術費全額を
支払う（10割）

はり・きゅうおよびマッサージ師など
③施術費を
申請

④施術費を支払う
（7〜9割）

日本無線健康保険組合

こんなときに、被扶養者の資格がなくなります
になります。
❶被扶養者が就職したとき 勤務先を経由して他の保険者（全国健保協会・共済組合等）の被保険者（組合員）

はり・きゅう・あん摩・マッサージ（以下はり・きゅう等）の療養費（施術費）
は、
これまで健康保険が使用できる場合に限り、
被保険者など利用者が窓口
で自己負担分（年齢により1〜3割）を支払い、
残りの費用ははり・きゅう等の
施術者からの請求に基づき、
当健康保険組合が支払っていました。これを療
養費支給の適正化を図るため、償還払い（まず利用者が費用の全額を支払
い、
その後申請により償還＝払い戻しをする）に変更することになりました。

①施術

被扶養者（異動）届の提出を忘れずに！

被扶養者の資格がなくなった場合は、
勤務先の健康保険担当部門へ「健康
保険被扶養者（異動）届」を速やかに
提出してください。

④施術費を
支払う
（7〜9割）

日本無線健康保険組合

<平成30年4月分からの療養費（施術費）申請方法>
施術を受ける前に日本無線健康保険組合HPより
「療養費支給申請書（はり・きゅう用 または あん摩・
マッサージ用）」を出力して施術時に持参してください。
施術時に にはり・きゅうおよびマッサージ師などに施術証明を記載してもらいます。
施術後、
施術費全額を支払います。
後日、
① と、
②領収書（原本）、③医師の同意書（3ヵ月ごと）を添付して、
事業所経由で日本無線健
康保険組合へ申請してください（1ヵ月分まとめて申請）。
日本無線健康保険組合に申請書到着後審査を行い、支給決定した金額を後日療養費として事業主
経由で支払います（毎月15日到着分を翌月払い）。
＊柔道整復師による療養費（施術費）の支払いについては、
変更はありません。

健康保険の年収と収入とは

継続的なすべての収入が対象となり、給与収入は交通費・食事代・賞与などを含めた総
支給額、年金収入はすべての種類の年金が対象となり、税法上の収入とは異なります。

健康保険における年間収入▶収入を得た時
（月）
から1年間の見込み額
＊収入を得た月が1年に満たない場合は、
月の収入に12を乗じた額。すでに一定の収入があり、雇用条件の変更などが
あった場合は変更時から改めて見込み額を算定します
（税法上の1月〜12月の合計年間収入額ではありません）
。

被扶養者の月の収入限度額▶108,334円
（60歳以上または障害者は150,000円）
未満が目安
＊雇用先の繁忙期などにおける多少の増額については他の月で調整を行い、範囲内に収まれば認定可能。ただしこの額
からかけ離れた多大な収入の月が続くような極端な調整をしているときは、扶養実態を確認後、資格喪失となる場合があ
ります。

加入資格喪失後は保険証を使用しないでください
被扶養者の加入資格を失った後に保険証
（健康保険被保険者証）
を使用すると、資格を失った時点まで遡り、当健康
保険組合が負担した保険給付分
（医療機関での診療費の他、被扶養者健診やインフルエンザ予防接種等の費用を含
む）
を返納していただきます。

確認調書による被扶養者再認定（検認）実施について

毎年、厚生労働省の指導・通達等により、被扶養者の再確認を行っています。平成30年度は下記要領に従い実施
しますので、被保険者のご理解とご協力をお願いいたします。
対象者・
・
・
・
・
・高校生以上の全被扶養者
実施時期・
・
・ 6月上旬を予定
実施手順・
・
・ 対象者ごとに「被扶養者確認調書」を事業所の健康保険担当部門を経由して配布。
必要証明書類を添付して健康保険担当部門へ提出。

その他・
・
・
・
・
・ 詳細は「被扶養者確認調書」に同封の実施案内に従ってください。証明書類として所得証明書（課税証
明書）
・給与明細・雇用契約書・年金改定通知書・退職証明書（雇用保険受給資格者証）
などの写しが必
要な場合がありますので、紛失に注意しおよそ2年間分は大切に保管しておいてください。

○健康保険が使える場合について
●はり・きゅう

●あん摩・マッサージ

神経痛・リウマチや頸腕症候群・五十肩・腰痛症・
頸椎捻挫後遺症などで慢性的な疼痛を主症状と
し、医療機関で治療効果が得られない場合で、医
師の同意書があるもの。

筋麻痺・関節拘縮などの症状があり、医療上マッ
サージを必要とし、
医師の同意書があるもの。
＊単なる肩こりや筋肉疲労のために受ける施術は対象外（全
額自己負担）

＊関係するその他の調査

●別居している被扶養者に対する送金確認調査
●夫婦共同扶養
（共働き夫婦それぞれが被保険者）
の
場合における扶養義務者としての資格調査

平成29年度確認調書による調査結果 対象者数 4,365名
調査により被扶養者でなくなった原因と人数

就職➡39名

収入超過➡22名

「マイナンバー」不記載のものを依頼するようにしてください。記載されてい
注 上記の各調査に必要な証明書類の交付を受ける際には、

＊対象疾患でも医療機関で治療を受けている場合は適応外

る場合は、
「マイナンバー」の記載箇所を油性ペン等
（修正液や修正テープの使用不可）
で隠すなどマスキングして提出してください。
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●けんぽからのお知らせ

任意継続被保険者の平成30年度の平均標準報酬月額が、27等級・
41万円に決定しました

当健康保険組合に加入している事業所が、加入者の健康増進もしくは疾病予防に資
する保健事業を独自に企画立案実施した場合、その費用の半額を補助する事業を実施
しています。平成29年度は下記のとおり2社3事業の申請があり、補助を行いました。

平成29年度と変わらず
「27等級・41万円」
で健康保険料率に変更はありません。
介護保険料率も変更はありません。
詳しくはp.2〜p.3を確認してください。

平成29年度 インフルエンザ予防接種事業の実施結果
平成30年度継続実施

インフルエンザ予防接種に対して費用補助を行い、
下記のとおりたくさんの皆さんが利用しました。
被保険者…1,587名
被扶養者…2,212名
合計…3,799名

平成29年度 前期高齢者訪問健康相談の実施結果

平成30年度継続実施

65歳以上の加入者を対象に訪問健康相談を実施し、
平成29年度は80名の方が参加しました。
＊65歳以上の加入者の健康が増進し医療費が減ると、毎年高齢者医療制度を支えるために拠出する当健康保険組合の納付金負担
が軽減される仕組みになっていますので、
この相談事業に参加して当健康保健組合の健全財政回復のためにご協力ください。

がん検診を受けましょう！平成29年度自治体がん検診に対する費用
補助事業の実施結果 平成30年度継続実施
居住の自治体（市区町村）が実施している各種がん検診受診の際の自己負担金の全額補助を行い、300名
（被保険者201名、
被扶養者99名）
の皆さんが利用しました。
現在の日本は2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなるがん大国です。早期発見・早期治療には
検診受診が有効です。
定期的・計画的な受診を推奨しますのでぜひご利用ください。

特定保健指導でメタボ改善！

加入事業所が実施する保健事業への費用補助事業の
実施状況について

＊これら2社3事業は平成30年度も継続実施しますので、事業所ごとの指示・手順に従い、ぜひ参加してくだ
さい。
＊本事業実施に当たっては、事業所ごとに毎年末に翌年度の事業計画の届出が必要です。

日本無線（株）実施 「禁煙マラソン」
日本無線（株）の従業員
実施概要 ●対象者
●実施期間 平成29年10月1日〜平成30年1月31日
●内容
禁煙教育を行ったり禁煙資料を配布、希望者へは
ニコチンガムを提供。
メールサポートや相談窓口も設け、禁煙を支援する。
●達成賞
表彰および記念品贈呈
12名（男11名、女1名）
実施結果 ●参加者
●プログラム終了者 10名
●禁煙達成者
5名

新日本無線（株）
グループ実施（佐賀エレクトロニックス
（株）（
、株）
エヌ・ジェイ・アール福岡共同実施）
「＋10ウォーキングチャレンジ」

平成30年度継続実施

心臓病や脳卒中といった生活習慣病を発症前の早期に防ぐため、
メタボリックシン
ドロ−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。
毎年度参加された方の30〜40%が、翌年度の健診結果が指導対象外に改善してい
ます。
平成30年度も健康診断終了後、対象者には事業所経由で参加案内通知を送付しますのでぜひ参加してく
ださい。

実施概要 ●対象者
●実施期間
●参加形態
●内容

＊国の施策に基づいて実施される本事業についての詳細は本誌p.4〜p.7の特集をご覧ください。

実施結果 3社まとめての数値です。
●参加者 合計321名
●目標達成者【個人】
達成304名 未達成17名
【グループ】達成全40グループ（241名）

歯科検診の実施結果＆歯の健康管理について

平成30年度継続実施

平成29年度も全被保険者を対象に歯科検診を実施しました。
受診者総数5,600名のうち有う蝕
（虫歯）者
数は1,762名（31.5％）
、
有歯周病者数は1,799名
（32.1％）
でした。
放置してしまうと歯を失うばかりでなく、歯周病菌や歯周病で出てくる物質により、糖尿病や動脈硬化、狭
心症、心筋梗塞などの生活習慣病や様々な病気を悪化させるリスクが高まります。
う蝕（虫歯）や歯周病は初
期症状に乏しく、気づく頃には大きく悪化していることがあります。口腔衛生の向上と生活習慣病予防のため
にぜひご利用ください！

歩け歩けキャンペ−ンの実施結果について

平成30年度継続実施

昨年9月〜11月に行われた「歩け歩けキャンペ−ン」に182名の方が記録票を提出していただきました。
参加した方からは「今後も続けたいです」
「体力がつきました」
「自発的に歩くよいきっかけとなりました」な
どの感想が寄せられています。
キャンペ−ンは終了しましたが、
今後も歩くことを楽しんでください!!
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●達成賞

各社の従業員
平成29年9月1日〜11月30日
個人またはグループ
運動習慣をつけるため、
まずは今より多く歩くことを推奨。通常の1日の歩数に
＋10分間分（＋1,000歩）をベースとした目標を設定。
目標達成の個人およびグループにQUOカードを進呈

新日本無線（株）実施 「健康（へルポ）
ポイント」
新日本無線（株）の従業員
実施概要 ●対象者
●実施期間 平成29年4月3日〜平成30年3月15日
●内容
健康によい行動を自主的に行い、
一定基準をクリアした場合にインセンティブとしてポイント
を付与する。通年メニューのウォーキングや目標行動、期間限定メニューの重点項目を実行。
●インセンティブ 年間最大約10,000ポイント
（1pt＝1円換算）を付与
実施結果 （平成29年12月現在）
●ポイント獲得者 1,092名
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