
　　　　　

◉令和元年度は７年ぶりに経常収支差引で赤字を計上しました。
　◦被保険者減少による保険料の減収と高齢者医療制度への納付金の増加
　　（前年差＋2億2,700万円）が主な要因です。

　◦�しかしながら、みなさまの健康管理努力により保険給付金が予算差▲1億7,900万円
削減でき、実質赤字額は5,500万円に抑制できました。

◉�令和２年度も引き続き被保険者の減少が見込まれ、一人当たりの保険給付費
も増加する見込みであり、さらに大幅な赤字予算となっています。

　◦みなさまの健康管理が、健保財政健全化につながります。
　◦支出圧縮に努めるとともに、令和３年度からの保険料率検討を始めます。

ファミリー健康相談 こども医療でんわ相談

専用ダイヤル ０１２０-９２２-０３５０１２０-９２２-０３５ 専用ダイヤル ＃8000＃8000
24時間 年中無休 何かあればお電話を！24時間 年中無休 何かあればお電話を！ 発熱・頭をぶつけた、嘔吐、けいれんなど判断に困ったら発熱・頭をぶつけた、嘔吐、けいれんなど判断に困ったら

お住いの都道府県の相談窓口に自動転送お住いの都道府県の相談窓口に自動転送

健保組合はみなさまの健康づくりをサポートしています

そごう・西武健康保険組合
令和２年９月発行 〒 220-8510　神奈川県横浜市西区高島2-18-1

☎ 045（461）7619
https://www.kenpo.gr.jp/sogo-seibu/

健保のホームページでも
閲覧できます

新型コロナウイルス感染症の皆さまへ心からお見舞い申し上げます。

令和元年度 決算報告令和元年度 決算報告



令和元年度　決算がまとまりました令和元年度　決算がまとまりました
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◦被保険者数…………………………… 11,072人

◦平均標準報酬月額…………………… 287,799円

◦総標準賞与額（年間合計）……… 5,644,476千円

◦平均年齢…… ……………………………… …43.90 歳

◦保険料率…………………………… 93.00…/1000

　◦事業主…………………………… 47.00…/1000

　◦被保険者………………………… 46.00…/1000

みなさまの健康管理で支出額を抑制できます。
〈例えば〉
◦特定健診、人間ドックやがん検診の積極的な受診
で、健康状態を把握

◦生活習慣改善を意識した日々の重症化予防

◦ジェネリック医薬品に切替

◦同じ症状でのはしご受診や不要な時間外受診を
控える

健康保険の決算総額

（1万円未満四捨五入）

4545億億1,6501,650万円万円

◦保険料収入
　39 億 7,090 万円（87.9％）
　（1人当たり35万 8,644円）

みなさまや事業主からいただいた大切な保険料ですみなさまや事業主からいただいた大切な保険料です

◦保険給付費
　22 億 1,021 万円（53.0％）
　（1人当たり19万 9,622円）

みなさまが病気やけがをしたときのみなさまが病気やけがをしたときの
医療費や各種給付金として支払い医療費や各種給付金として支払い
ました。令和２年度も医療費削減にました。令和２年度も医療費削減に
ご協力ください ご協力ください 

◦納付金
　17 億 2,954 万円（41.5％）
　（1人当たり15万 6,209円）

高齢者医療制度への納付金とし高齢者医療制度への納付金とし
て国へ納めました。重い負担とて国へ納めました。重い負担と
なっていますなっています

◦事務所費 6,429 万円（1.5％）（1人当たり5,806円）

◦繰越・繰入金 4 億円（8.8％）（1人当たり3万 6,128円）
  健保組合の保有財産を取り崩して捻出しました健保組合の保有財産を取り崩して捻出しました

◦その他の収入 1 億 4,560 万円（3.3％）（1人当たり1万 3,149円）…

◦保健事業費  1 億 829 万円（2.6％）（1人当たり9,781円）
人間ドック補助や「MY HEALTH WEB」の運営等みなさまの健康づくりを応援するための費用として支出しました人間ドック補助や「MY HEALTH WEB」の運営等みなさまの健康づくりを応援するための費用として支出しました

◦その他の支出 5,959 万円（1.4％）（1人当たり5,382円）

総額
45億1,650万円

１人当たり
40万7,921円

収入の部

総額
41億7,191万円

１人当たり
37万6,799円

支出の部

支出の 94.5％を占めています支出の 94.5％を占めています

45億1,650万円−41億7,191万円＝3億4,459万円
（収入） （支出） （繰越・積立）

収 支

保有財産から４億円借りているため、収支差引差額との差額 5,550 万円が実質赤字額です保有財産から４億円借りているため、収支差引差額との差額 5,550 万円が実質赤字額です

2



令和元年度　決算がまとまりました令和元年度　決算がまとまりました

健康保険

収入は予算比99.4％で、
予算通りとなりました

◦平成30年度に23億円を超えた保険
給付費が令和元年度は22億円に減少
しました。加入者数の減少に加え、
みなさまの健康管理により、１人当
たり給付額も横ばいとなりました。

保険給付費が予算上
1.8億円も減りました

◦３億円は２年度予算の繰越収入とし、
残る4,460万円を別途積立金へ戻
します。…

収支差引残のうち３億円は
令和２年度へ繰り越します

◦支出総額の 94.5％を保険給付費
（53％）と納付金（41.5％）が占め
ています。みなさまの健康管理が
保険給付費の抑制となり、財政健全
化につながります。

令和２年度も健保財政
健全化にご協力ください

決算のポイント

◦保険料収入は前年より 1,800 万円

減額しましたが、介護納付金が前

年より 1,000 万円の減額となった

ことで、収支差引額は 616 万円の

黒字を維持できました。

介護保険

介
護
保
険

決
算
の

基
礎
数
値

◦介護保険料率……17.50/1000

　◦事業主………………8.75/1000

　◦被保険者……………8.75/1000

介護保険の決算総額

（1万円未満四捨五入）

55億億3,0783,078万円万円

5億3,078万円−5億2,462万円＝616万円
（収入） （支出） （繰越）

収支

◦介護保険料収入
　5 億 2,344 万円
　（1人当たり7万 8,890円）

40 歳以上の被保険者のみなさまと40 歳以上の被保険者のみなさまと
事業主からお預かりした保険料です事業主からお預かりした保険料です

◦介護納付金
　5 億 2,462 万円
　（1人当たり7万 9,069円）

介護・介護予防給付を支えるため介護・介護予防給付を支えるため
国に納めています国に納めています

◦その他の収入 735 万円
（1人当たり1,107円）

総額
5億3,078万円
１人当たり
7万9,997円

収入の部

総額
5億2,462万円
１人当たり
7万9,069円

支出の部

　令和元年度は７年ぶりに 1 億

3,500 万円の経常赤字となりま

した。

　予算上２億 5,000 万円の赤字で

スタートしましたが、保険給付費が

大きく抑制されたため、実質5,500

万円の赤字額に圧縮できました。

　令和２年度も健康管理に努め、

保険給付費抑制にご協力ください。
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健保ホームページ健保ホームページををご活用ください！！ご活用ください！！

メンバーズ  ログイン方法 人間ドックの契約健診機関を確認する際は、
「組合員専用ページ」に下記の方法でログインできます。

※パスワードの初期値は“西暦の生年月日（8桁）”となって
います。
　例）1988年11月5日生まれ➡パスワード“19881105”�

※パスワード入力欄
に入力した桁数分
の●が表示されな
い場合があります
が、必ず8桁入力し
てください。

パスワード → 西暦生年月日「8桁」（変更可）

7001No

1234567ID 

19881105パスワード

OK  取消クリック

サンプル

ID → 保険証の番号

㈱そごう・西武� 7001
㈱シェルガーデン� 4001
㈱池袋ショッピングパーク�4003
㈱八ヶ岳高原ロッジ� 4004
㈱ロフト� 4005
そごう・西武労働組合� 8599
任意継続被保険者� 20

No. → 保険証の記号

No. ID

こちらの画面から各種申請書・

請求書などのダウンロードが

可能

記入方法は、記入例もあるの

で参照してください。

各種届出・申請用紙

Q&A
被扶養者や保険証に関して、

質問が多い項目は、Q&Aで

確認できます。

ログイン
方法は
こちらを
チェック

ライフシーンごとの疑問点は

こちらで検索

結婚や出産、病気やけがなど、

手続き方法から申請書まで、

必要な情報が入手できます。

こんなときどうするの?

当健保からみなさまへのお知らせ

事項が掲載されている掲示板

健康保険に関する情報や保健事業

のご案内を掲載していますので定

期的にチェックしてみてください。

NEWS＆TOPICS

健診結果や医療費明細など
の個人情報はMY�HEALTH�
WEBからログイン

人間ドックの契約病院などの組合員限定情報は
メンバーズからログイン

人間ドック受診やがん検診補

助、インフルエンザ予防接種

補助、資金貸付、健康相談な

どの保健事業について、お得

な情報を入手できます。

保健・福祉のページ�

目的に応じて「２つのログイン方法」があります。
（① MY HEALTH WEB ／ ② メンバーズ）

�そごう・西武健保

②�

①�
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