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けんこう 味の素健康保険組合

特集 これがわが社の金メダル！
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　味の素食品北海道株式会社は「味の
素KKコンソメ」、「鍋キューブ ®」を
はじめ、カップスープの原料である

「スイートコーンパウダー」や「クル
トン」、「チキンエキス」などの素材
原料生産会社です。1969（昭和44）
年より創業を開始し、昨年創業50周
年を迎えました。今後も社員一丸と
なって創造と情熱で食を進化させ続け
ていきます。

　2016年8月30日に一般
財団法人味の素ファンデー
ションを設立し、2017年4
月1日に内閣府より公益財
団法人として認定をうけま
した。広く社会の方々の理
解と賛同を得ながら、食を
通じた栄養改善によって世
界各国の社会的課題の解決
に寄与することをめざして、
職員一同頑張っております。

　味の素デジタルビジネスパートナー株式会社（略称：ADP）は、人事・
総務・広報・調達、庶務業務等、味の素グループのコーポレート機能の
強化とサポートを行う企業として、今年4月から業務を開始しました。

「健康経営」の実現をめざしていきますので、よろしくお願いいたします。

味の素健保組合に新たに３つの事業所が加入いたします

味の素健保組合へようこそ！

味の素デジタルビジネスパートナー株式会社

公益財団法人味の素ファンデーション

味の素食品北海道株式会社

代表取締役社長
吉宮 由真

これからよろしく

 お願いしま〜す！

新規事業所
紹介

TAF 4つのコア事業※味の素株式会社から承継

© 2019 The Ajinomoto Foundation

④
途上国栄養制度

創設事業
ベトナムにおいて栄養士人財の

育成や栄養関連法制度の創設など
国のルール作りを支援

①
低所得国栄養改善事業
ガーナの離乳食に不足しがちな栄養素を
配合した食品KOKO Plusの普及を通じ
て、乳幼児の栄養改善に貢献する
ソーシャルビジネスモデルを構築

③
食と栄養支援事業

食と栄養改善のテーマで
途上国のコミュニティで活動する

NPOの住民参加型プロジェクトに資金を助成
(1999年~2017年度まで累計3.5億円、

17カ国83プロジェクトを支援)

②
被災地復興応援

健康・栄養セミナー事業
東日本大震災をはじめ被災地域において

いっしょに学び、作り、食べる健康・栄養セミナーによって
住民の心と体の健康の向上、コミュニティ再生を支援
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味の素健保組合加入事業所

買い方の工夫

❶	 小包装のものを購入する

１回に食べる量をお皿に出して食べる
袋のまま食べると、「気がついたら全部食べていた」という
ことにもなりかねません。

リラックスした気分で楽しみましょう
間食は家族や友人とのコミュニケーションやちょっと一息
つきたいときのリフレッシュにも役立ちます。
◦会話を楽しみながら食べる…ひとりでは食べない
◦好きな香りの飲み物を添える

場所や時間を決めて食べる
テレビを観ながら、仕事をしながらなどの「ながら食い」は、
食べすぎの原因となります。

❷	 1回に食べる分だけ購入する
	 家に買い置きしない

❹	 食後、お腹が満たされているときに買い物に
行く

❸	・購入するときだけお店に寄る
	 ・特に買うものがないときに、お店に寄らない

食べ方の工夫

間食のとりすぎを防ぐポイント

AGF鈴鹿株式会社
杉田さんのコメント

「1位をいただき大変光栄です。
今後も社内の活動をさらに推進
し、現状維持にとどまらずさらに
上をめざしていきます。社内の活
動としては、健康診断後の保健師
による面談サポートや健保組合の
制度であるスリムアップサポート
を継続的に活用させていただくと
ともに、社内掲示推進、安全会議
などによる情報の提供を進めてい
きたいと考えています」

スマートさんが多いNo.1  AGF鈴鹿株式会社

これがわが社の金メダル！

68.5% 59.4%61.5%

AGF鈴鹿
株式会社

味の素AGF
株式会社

味の素ベーカリー
株式会社

　味の素健保組合にある健診や医療費等のデータから、加入いただいている事業所
のさまざまなランキングを発表します！！　栄えある1位からは担当者よりコメント
をいただきました。あなたの事業所がメダルをゲットできているのか要チェック！

ついつい手が伸びてしまう間食。適度に食べるならよいのですが、食べすぎは太る原因になります。買い方・
食べ方2つの面での予防ポイントを以下に掲載します。これを参考にして間食と上手につきあいましょう！

AGF鈴鹿版！

（2018年度健診データより　対象:40歳以上従業員男性 ※非肥満者の割合）

ワンポイント
アドバイス
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日本プロテイン株式会社
橋本部長のコメント

「１位とのことで光栄です。普段から
健康保険の現状や課題を社内で共
有化し、従業員の健康意識向上に
努めています」
＜具体的な取り組み事例＞
・	全従業員に（法定上で必要な従
業員以外も）年２回の定期健康
診断を実施
・	自転車と自動車の併用通勤を認
め、自転車通勤を促進
・	喫煙リスク（健康影響）の教育実
施

沖縄味の素株式会社
宇座さんのコメント

「正常値の方が増えたのは喜ばし
いことです。昨年から、那覇市健
康チャレンジの一環でスマート
ウォッチを皆さんへ配布し歩数
の一覧表を作成したり、血圧・心
拍・血中酸素を気軽に測定した
りする取り組みを始めました。最
近では、医療機関の受付にある
ような血圧計やぶら下がり棒、	
ストレッチボード等を購入して楽
しみながら健康に取り組む計画を
しています」

1人当たりの医療費が少ないNo.1  日本プロテイン株式会社

血圧が改善されたNo.1  沖縄味の素株式会社

体を動かすことがほとんどなく、
肩こりや頭痛を抱える職員や体調
不良を訴える職員もいる。体重が
年々増加。

課題
職場全体で運動習慣を身につけ、
健康意識の向上を図る

目標

・業務前にみんなでラジオ体操！
・業務の合間にみんなでストレッ
チタイム
・ウェアラブルウォッチで、歩数・
睡眠の質の見える化　など

実践内容
・肩こり・腰痛が緩和されました。
・いかに歩いていないか実感！
	 意識して歩くようになり、仕事
も疲れにくくなりました。
・コミュニケーションが増え、職
場の雰囲気が明るくなりまし
た。　など

実践効果（参加者の声）

前年度比

15.0%UP
前年度比

2.3%UP
前年度比

5.9%UP

沖縄味の素
株式会社

味の素株式会社
株式会社味の素

コミュニケーションズ

78,169円 99,705円94,888円

日本プロテイン
株式会社

味の素ベーカリー
株式会社

株式会社
ジーンデザイン

那覇市
「頑張る職場の
健康チャレンジ」
※一部抜粋しています。

（2018年4月〜2019年3月診療分　対象：加入者全体）

（2017年度と2018年度の健診データより　対象：40歳以上従業員）　※血圧が正常値であった者の割合の差

沖縄味の素株式会社
が参加しました！

スマートウォッチをつけてパシャリ
（左から宮城さん、宇座さん、知花さ
ん、下地さん）
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エース構内サービス株式会社
小林さんのコメント

「1位ゲットということでありがとう
ございます。当社で取り組んでいるこ
とは、
・	食堂メニューを健康視点で改善（味
の素株式会社九州事業所と同じ食
堂を利用）

・	健康診断後の再検査対象に対して
の、再受診呼びかけの徹底

・	検診後にフォローを受けないため、
食べすぎや飲みすぎに自制をかける

など、健診結果を意識しているからだ
と思います。
　また、体を動かす業務が多いので、
日常の動作が肥満解消や運動不足解
消にもつながっていると思います」

肝臓が元気になったNo.1  北海道味の素株式会社

糖尿病にはならないよNo.1  エース構内サービス株式会社

北海道味の素株式会社
星さんのコメント

「肝臓が元気になったNo.1、あり
がとうございます。しかし、他事
業所と比べるとまだまだ改善に取
り組まなければなりません。肝機
能の向上施策というよりは、健康
づくりの取り組みとして新年の朝
礼で禁煙プログラムの動画を全員
で共有しました。当社独自の禁煙
表彰制度にエントリーし、禁煙に
成功する社員も増えています！」

入賞した各社の皆さん
おめでとうございます！
ほかの事業所も

より健康になるため、
取り組みを始めましょう！

82.1% 78.4%81.8%

エース構内サービス
株式会社

味の素株式会社
味の素ファインテクノ

株式会社

前年度比

20.8%UP
前年度比

6.5%UP
前年度比

15.0%UP

北海道味の素
株式会社

株式会社味の素
コミュニケーションズ

沖縄味の素
株式会社

（2017年度と2018年度の健診データより　対象：40歳以上被保険者）　※正常血糖値であった者の割合の差

（2017年度と2018年度の健診データより　対象：40歳以上従業員）　※肝機能（γ-GTなど）の値が正常であった者の割合の差
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事業所ごとにさまざまな事業を展開しました！

　例年、女性社員を対象に「検診車による乳がん検診」を
実施してきました。昨年度は「検診車による子宮がん検
診」を、東京・東海・川崎・大泉地区で初めて開催しました。
　社員の皆さまからは「休みを取らずに受診できてよ
かった」「婦人科には足を運べないので、会社に来てくれ
るのは嬉しい」などの声をいただいております。
　まずは「受診」していただき、その後、要精密検査など
の結果が届いた方は必ず医療機関を受診して「早期治療」
をスタートしてください。

　味の素㈱健康推進センターが全国で“更年期における予防と対策”と
題した「働く女性の“美活”健康セミナー」を開催。それに伴い、当健保
組合からは骨密度計のレンタルを手配し、セミナーを盛り上げました。

　3年目に突入した大人の体力測定会では、「柔軟性」「平衡性」「脚筋力」などを測定しています。自分の体力
を確認して運動の大切さなどを知ってもらう取り組みで、当健保組合では体力測定項目に加え「血管年齢測定
器」や「体組成測定器」を提供しました。

　「正しい姿勢と腰痛・肩こりの
予防改善」のテーマで、座位作
業の多い職場での腰痛・肩こり
対策のための姿勢の取り方や簡
単な体操を体験。その後、実際
に歩行姿勢をカメラでチェック
して「歩行年齢」を測定し各自
の歪みを確認しました。また、肌年齢を測定し、食事バランスなど生活改善
のワンポイントアドバイスシートをお渡ししました。

当健保組合では本年度も各事業所の取り組みをサポートし、
医療費データ分析に基づいた事業の展開を行う予定です。

事業所別保健事業のご紹介

東京などの地区で初の検診車による子宮がん検診開始1

味の素㈱ 各地で骨密度測定2

味の素ファインテクノ㈱ 全従業員を対象に大人の体力測定会開催3

㈱アイ・ピー・イ－で健康セミナーを実施4

「働く女性の「働く女性の 健康セミナー」
【「従業員のこころとからだの健康」施策】

《実施詳細》
日時：２/７（金曜日）

１２：３０～１２：５０
場所：中四国支店4階第7会議室

希望者には骨密度を測定いたします
所要時間 1分/人
測定時間１２：００～１２：３０、１２：５０～１３：１５

内容：～更年期における予防と対策～
・女性のライフスタイルと更年期
～更年期をどう過ごしたらいい？

・更年期症状の予防（エクオール 最新の知見の御紹介）
・骨粗しょう症は40代から始まっていた・・・！
～今すぐ始めたい骨活とは？

◆ 事前申込は不要です。昼食をご持参いただいても構いません。
◆ セミナー時間は不就業の扱いとなります。
◆ お問合せ先：大阪健康推進センター楠本 TEL:080-1023-2743

味の素㈱ 川崎事業所での
検診

味の素冷凍食品㈱ 関東
工場での受付の様子
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今年度、皆さんがより一層健康の大切さをご理解いただける
よう個別支援を実施いたします。内容につきましてはホーム
ページなどでご連絡いたします。

① 被保険者を対象に定期健康診断時の追加項目について費
用補助を行います（所属事業所によって項目が異なること
があります）。

◦超音波腹部エコー
　（膵・腎・胆・肝・脾臓がん）
◦ペプシノゲン（胃がん）　
◦便潜血（大腸がん）
◦ PSA（前立腺がん）…… 45歳以上被保険者男性
② その他の自主健診費用補助
◦単独検診（被保険者のみ）・脳・大腸、胃、肺（2項目）
◦人間ドック
◦基本健診・巡回レディース健診（被扶養者のみ）
◦婦人科検診
　（1）健診機関先
　（2）検診車による乳がん（対象事業所のみ：被保険者対象）

40歳以上の被保険者で生活習慣の改善が必要な方を対象に、
保健指導面談を実施します。対象の方は、健康づくりへの行
動をおこすきっかけに、ぜひお役立てください。

2018年度より第2期データヘルス計画がスタートしています。
事業主とのコラボヘルス事業をより一層推進しつつ、より細
かなデータ分析の開示などを積極的に実施します。

接 種 期 間：2020年10月〜2021年1月31日
補助申請締切：2021年3月15日

補 助 金 額：2,500円を限度に実費／人・年
　　　　　　　（詳しくは『けんこう』秋号に掲載予定）

委託業者リンケージ㈱が提供する、スマホ・パソコンで受診
できる禁煙プログラムを実施中（禁煙成功者の自己負担は
5,000円）。各事業所で禁煙セミナー等も開催しています。

加入者の健康管理の意識を高め、健康づくりへの行動をおこ
す「気づき」につながるイベント等を事業主とともに企画し
サポートします。

■ 当健保組合と加入者を結ぶ大事な
 コミュニケーションツールです。
 春号：4月発行　秋号：10月発行
■ ホームページ

　お気軽にアクセスしてください。

ジェネリック医薬品※の使用率を高めるため、対象者のご自
宅に差額通知をお送りします。
※	開発品の特許期間が終了した後に発売される、成分が等しく価格が
安い後発医薬品。

皆さんからお預かりした保険料を適切に使用するために、被
扶養者が認定後も資格の認定基準を満たしているか、調査を
毎年実施しています。
実施期間：2020年7月〜8月ごろ

味の素健保

個別健康支援1

各種健診の費用補助（詳しくはホームページをご覧ください）2

受動喫煙対策6

健康づくり、イベント・活動サポート7

広報誌『けんこう』の発行、およびホームページの充実8

ジェネリック医薬品差額通知の発送（後発医薬品）9

被扶養者確認調査10

スリムアップサポート（特定保健指導）3

データヘルス計画の継続4

インフルエンザ予防接種補助5

　皆さんこんにちは。チェッキングファミリーが広報誌
に登場して1年が経ちました。皆さんも健やかに過ごさ
れていますか？
　今年もチェッキングファミリー一同、皆さんの健康づ
くりのお手伝いをしますので、ご期待くださいね。

当健保組合の2020年度 保健事業をご紹介！

チェッキングファミリーから皆さんへ

…35歳以上被保険者
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被扶養者の認定要件に「国内居住」が加わります

味の素健保組合の被扶養者認定基準

　2020年4月から被扶養者認定の要件が見直され、被扶養者になれる
条件に「国内に住所を有していること」が加わります。このため、被扶
養者が国内に居住していない場合は、2020年4月1日で被扶養者の資格
を失いますので削除手続きを行ってください。
　なお、下記のケースは例外となります。
※別途、届出が必要です。

Ｑ1 	 収入とは具体的に何のことですか。
A1  収入とは、給与（交通費等を含む）、賞与、各種年金など恒常的な収入すべてを含みます。ただし、自営業者

等の場合は、総収入から必要最小限の経費を差し引いた収入額で判断します。なお、経費の考え方は所得税法
とは異なりますのでご注意ください。また、退職金など一時的にもらう収入は、原則収入とはみなされません。

Ｑ2 	 被扶養者認定基準の“年収130万円未満”とはいつを起算日としますか。
A2  申請時から1年間の見込み収入で判断します。所得税法上の取り扱い（毎年1月〜12月）とは異なるのでご

注意ください。

① 留学する学生
② 海外赴任に同行する家族
③ 観光・保養やボランティアなど就労以外

の目的で、一時的に日本から海外に渡航
している人

④ 海外赴任中に身分関係が生じ、新たな同
行家族とみなすことができる人

⑤ その他日本に生活の基礎があると認めら
れる特別な事情があるとして健保組合が
判断する人

　また、日本国内に住所を有してい
ても、日本に滞在する目的（ビザ）が
次の特定活動の人は、被扶養者とす
ることができません。

① 病院・診療所に入院し、医療を
受ける人

② ①の日常生活の世話をする人
③ 1年を超えない期間、観光・保

養を目的として滞在する人

健 保 教 室
～被扶養者の巻～ 春は被扶養者の異動が多い時期

春は就職など環境が変わる時期です。今まで被扶養者だった方の扱いはどうなるのでしょうか。
ここではそんな被扶養者に関するあれこれをご紹介します！

①	被保険者との続柄が3親等以内の家族（75歳未満）
◦ 被保険者と同居でも別居でもよい人
 配偶者（内縁含む）・子・孫・兄弟姉妹・父母など
◦ 被保険者との同居が条件の人

１. 上記以外の3親等内の親族（義父母等）
２. 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

②	被保険者の収入によって生計を維持していること
◦ 家族の年収が被保険者の年収の１／２未満であること
◦ 別居の場合、毎月定期的に下限基準額以上の金額を仕送りしていること。
 また、その家族の年収より被保険者からの仕送り額が多いこと。

  60歳未満の場合…55,000円／月
  60歳以上の場合…75,000円／月

③	被扶養者の収入が一定の限度額未満であること

異動・削除手続きを忘れずに行いましょう

被扶養者の年齢 収入限度額
60歳未満 月額108,334円未満（年収換算で130万円未満）

60歳以上（または障害者） 月額150,000円未満（年収換算で180万円未満）
※ただし収入基準内でも、当健保組合で個別に判断させていただく場合があります。

扶養
Q	&	A

（例） ワーキングホリデー、
青年海外協力隊など

（例） 海外赴任中に生まれた
被保険者の子ども、海
外赴任中に結婚した被
保険者の配偶者など

仕送り下限基準額（1人につき）

被扶養者として認められるには
①〜③すべてに

該当する必要があります。
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子どもや妻が就職した場合の保険証の扱い

■ 新しい保険証が手元に届いた日ではな
く、就職した日（資格取得日）から、
今まで使っていた保険証は使えなくな
ります。

■ 資格がなくなった後に味の素健保組合
の保険証を窓口で使用した場合、健保
組合がいったん負担した医療費を全額
返還していただきます。

■ 扶養から外す手続きは、原則資格がな
くなった日から5日以内に行ってくだ
さい。

　年収130万円未満の被扶養者であっても、勤務先の健
康保険に加入した場合は、扶養から外す手続きが必要で
す。また、以下のいずれかに該当する方は、勤務先の健
康保険の被保険者になります。
◦ 1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用

者の３／４以上ある場合
◦ 1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用

者の３／４未満でも、従業員数501人以上の会社（ま
たは、500人以下で加入に労使合意した会社）に勤務
し、下記4つすべてに該当する方
１. 週の所定労働時間が20時間以上
２. 雇用期間が1年以上見込まれる
３. 賃金の月額が8.8万円以上
４. 学生でないこと

就職により勤務先の健康保険組合に加入した場合は、扶養から外れます。

就職したときの保険証、ありがちな誤解５選

就職したら扶養から外す
手続きが必要です！

被扶養者がパート・アルバイト等で働く際の注意点

就職先の保険証が発行された
けど、年収が130万円未満だ
から手続きは必要ないはず。

5

就職先の保険証発行後、使わ
なければ今の保険証を持って
いてもいいよね。

就職先の保険証が発行される
まで、今の保険証を使うか～。1 2

就職先の保険証が発行された
ら、今の保険証は自動的に失
効するんでしょ？

就職後1カ月ですぐ退職した
から、手続きの必要はないよ
ね？

3 4

ハガキ版『医療費通知（医療費と給付金支給額のお知らせ）』の
郵送が終了します

　毎月、給付が発生した被保険者様宛てに「医療費通知」ハガキの郵送を行っていましたが、令
和2年9月の郵送をもって終了いたします（毎月の医療費は KOSMO Web より照会可能です）。 
ただし、毎年2月に郵送しております年間の『医療費通知』ハガキは従来どおり郵送いたします。

▲見本

これらは
すべて

誤りです‼
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スマートフォンで手軽に特定保健指導

ご家族のスリムアップサポート
はじめました

健保組合の補助を上手に利用して
健診受診！！

　今年度の各種健診につきましても、昨年度同様、当健保組合ならではの健診費
用補助制度を実施いたします。ご家族の皆さんには、春に個人IDとお近くの健
診機関が掲載された案内をご自宅あて送付します。
　今回は、健診申し込みの流れをいつでも確認できるよう、「健診申し込みフロー
チャート クリアファイル」を作成いたしました。健診機関からの案内を挟むな
どお手元に置いてご利用ください。
　なお、健診内容の詳細については当健保組合のホームページをご確認ください。
　また、インターネットで契約健診機関等を確認できない方につきましては、同
封の資料請求はがきにてご請求願います。

　当健保組合に加入いただいているご家族（被扶養者）のスリムアップサポート
（特定保健指導）がスタートしました。
　スマートフォンを使ったダイエットプログラムですが、初回面談では専門家か
らのアドバイスを直接受けることができます。
　次のご案内が自宅に届いた方は、ぜひご参加ください。

（委託先：株式会社リンクアンドコミュニケーション）

すべての入力に
AI管理栄養士が
自動でアドバイス！

運動メニューも充実。
歩数は自動で計測！

写真を撮るだけで
カロリー・栄養を分析！
すぐにアドバイスが届く！！

受けなきゃ
損！

味の素健保健診の詳細はホームページで

右記QRコードもしくは下記URLから「KENPOS」へ登録し、『今すぐ行う』ボタンをクリックした後、『健診の申込／受診券発行』をクリックしてください。※	昨年度までに初期登録がお済みの方はログインへ。https://www.kenpos.jp/

1

各種健診  申し込みの流れ

これで安心‼ 健診申し込みフローチャート
従業員（被保険者）編

あなたが受診できる健診を選んでみましょう

●	人間ドック（30,000円）●	単独検診
	 胃部（20,000円）
	 胸部（20,000円）
	 大腸（30,000円）
	 のところ2項目まで選択可	 ※大腸のみ立替払制度有●	脳検査（50,000円）

●	人間ドック（30,000円）●	単独検診
	 胃部（20,000円）
	 胸部（20,000円）
	 大腸（30,000円）
	 のところ2項目まで選択可	 ※大腸のみ立替払制度有●	脳検査（50,000円）〇	婦人科検診（10,000円）	 （乳がん、子宮がん）
※医療機関受診または事業所により検診車で実施

●	婦人科検診（10,000円）	 （乳がん、子宮がん）
※医療機関受診または事業所により検診車で実施

補助なし

ログインができない場合等は、下記へお問い合わせ願います。
（株）イーウェル
健康サポートセンター電話	0570-057091各健診の詳細は味の素健康保険組合のホームページでご確認いただけます。

　　　　（トップページの「各種健診の申し込み」をクリック）https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/

35歳から74歳
34歳以下

男　性 女　性 男　性 女　性

男女とも●印から、1コースのみ選択可能

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

従業員（被保険者）

※カッコ内は2020年度現在の補助金額

業務委託先：（株）イーウェル

忙しい日常も
健康であればこそ！年に１度は
健康チェック！

健診機関から届いた案内に従って、受診してください。

4

KENPOSへログインし、健診機関を選択したら、『受診券を
発行する』へ進み、受診券を取得します。

3

健診機関を選択し、電話で予約をしてください。

2

味の素健康保険組合

味の素健保

▲見本
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高齢者の医療・介護の負担増により
介護保険料率が1.4％から1.6％に引き上げとなります
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保険料等収入
高齢者医療納付金

繰越金
保健事業費その他

2017年
収入 支出 収入 支出 収入 支出 収入 支出

2018 年 2020年

（予算）

2019年

（着地見込）

2017年
収入 支出 収入 支出 収入 支出 収入 支出

2018 年 2020年

（予算）

2019年

（着地見込）

保険給付費
予備費

（単位：百万円） （単位：百万円）

7,721

1,038

936

644794

3,487

3,153

3,517

574

1,027

7,984

3,518

3,328

1,281
646
735

8,040

4,159

3,7823,556

192

758 753

190

855 847

5

185
46

162

928
789

1,122

919
8,678

介護保険収入
その他

繰越金
介護納付金・保険料還付金

繰入金・補助金
予備費

味の素食品北海道㈱、
（公財）味の素ファンデーション、
味の素デジタルビジネスパートナー㈱加入

介護保険料率
1.4％→1.６％へ

繰越金が
ないと赤字

2020年度予算のお知らせ

※端数処理の関係で合計が合わない箇所があります。

2020年2月20日開催の当健保組合組合会において、2020年度予算と事業計画が承認されました。

高齢者医療費増により、今後も現役世代が支
払う高齢者医療納付金が増加する見込みで
す。

健康保険
2019年度より収支は赤字。2020年度以降
も介護納付金は増加見込みのため、保険料率
を毎年調整することで、財政悪化を回避する
予定です。

介護保険

　2022年3月までの間に限り、1962年4月2日〜
1979年4月1日生まれの男性※ は、風しんの「抗体
検査」と「ワクチン接種」を無料で受けられます。
　風しんは、妊娠初期の女性が罹患すると、お腹の
中の赤ちゃんが難聴や心疾患、白内障になったり、
心身の発達の遅れなどが出たりするおそれがありま
す。妊婦はワクチン接種を受けることができません。
対象世代の男性で風しんに罹患した記憶のない方は、
抗体検査を受けるようにしてください。

※ 予防接種法に基づく定期接種
を受ける機会がなかったた
め、他の世代と比べて低い抗
体保有率です（約80％）。

健 康 情 報話題の

対 象 世 代 の 男 性

1979年
4月1日
生まれ

～
1962年
4月2日
生まれ

健保ではなく
国からの補助です！

2022年3月まで、
対象世代の男性は
風しんワクチン接種が
無料になります！
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禁煙プログラム成功の声続々
2人で成功すれば

キャッシュバック額6,000円

スポーツクラブ
ルネサンスの
メンバーになって
健康になろう!!

　終了後には「喫煙所を探すストレスがなくなった」「禁煙はつら
いものだと思っていたが簡単だった」などの感想をいただいてお
ります。

　当健保組合のホームページには、成功者の
体験談や卒煙アルバムも掲載していますので、
ぜひご覧ください。

　AGF 関東㈱の佐野・太田工場にて、クイズ形式の「たばこの
最新情報セミナー」と「肺年齢・血管年齢測定会」を開催しま
した。
　喫煙者の肺年齢（平均）は「実年齢＋7歳」「非喫煙者は－3歳」
でした。やっぱり健康のためにたばこは見直したいですね。

禁煙に成功した
味の素㈱三瓶さん

当健保組合
ホームページ

「たばこのお部屋」

2019年10月からスタートしたペア割継続中！
2人で一緒に禁煙に成功すると通常1人5,000円のキャッシュバックが1,000円UP！
オンライン禁煙プログラムにチャレンジした方の約83％が卒煙に成功。（2020年1月現在）

キャンペーン期間はホームページに掲載しますのでご覧ください。

強くすすめる強くすすめる

まあおすすめするまあおすすめする 41%

45%

14%
● 根性でやめるよりもはるかに楽だから。
● これまでも禁煙していましたが、今回のプログ
ラムが本当にスムーズにこなせたため。

● 病院に行く手間もなく簡単に禁煙できたから。
● 薬の効きめが抜群だったから。
● 思ったほどつらくなかったので。

● 安価でできるので。やめられるなら安いに越し
たことはないと思ったから。

● 世の中が禁煙をすすめる状況だから。
● 薬が良くきき、やめるときの恐怖感がないた
め。簡単にやめられる。

● 薬の副作用が人それぞれ違うから、なんとも
言えない。

● 禁煙して日が浅いため、判断がつかない。
● 副作用があったので。

どちらとも
言えない
どちらとも
言えない

また、卒煙された86％の方々は、このプログラムを「おすすめする」と答えています。

▼佐野工場のようす ▼太田工場のようす


