
 （主な内容）・健診を受けたあとのサポートに取り組んでいます
・令和３年度決算のお知らせ

健診を受けたあとのサポートに取り組んでいます
対象となった方は必ずご参加ください

　当健康保険組合では、生活習
慣病の発症予防と重症化予防の
ため、健診結果に基づいて４つ
の取り組みを実施しています。
対象となった方は、より健康な
生活を送っていただくために生
活習慣を見直すよい機会とし
て、ご参加ください。

▼生活習慣病の発症予防と重症化予防のための取り組み

肥満

服薬なし
（通院なし）

服薬あり
（通院あり）

非肥満

委託会社：① ㈱ベネフィット・ワン　②③ ㈱JMDC　④ SOMPOヘルスサポート㈱

実施中

2022年7月下旬
以降実施

40歳
以上

全年齢

全年齢

35歳

～

39歳

②生活習慣改善
サポート

①特定保健指導

③治療放置者への受診勧奨

④生活習慣病重症化予防プログラム

New

①特定保健指導

特定保健指導は、健康保険組合に法令で実施が義務付けられているもので、健康診断
の結果から、40歳以上の方（被保険者・被扶養者）を対象に、生活習慣病の発症リス
クが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、
専門スタッフが生活習慣を見直すサポートをすることにより、主にメタボリックシン
ドロームの予防や解消を目的に行われます。

②生活習慣
　改善サポート

35歳から39歳の方（被保険者）で、健康診断の結果から、年齢以外は特定保健指導
の基準に該当する方を特定保健指導の予備群として、専門スタッフの支援により、生
活習慣の改善を実行するための動機づけを行うプログラムです。

③生活習慣病未治療者
　への受診勧奨

健康診断の結果から、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」のリスクがある方（被保険
者・被扶養者）で、健診受診後一定期間経過後も生活習慣病で医療機関を未受診の方
を対象に、早期に受診することを促すことを目的に情報提供を行います。

④生活習慣病重症化
　予防プログラム

生活習慣病関連で医療機関の受診歴があり、健康診断において生活習慣病のリスクが
高い数値結果が出ている方（被保険者）を対象に行うプログラムです。専門スタッフが、
助言や相談を行うことで、総合的な健康づくりに役立ていただこうというものです。
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保険給付費の推移

収　　入 支　　出

保険料
約45億8,300万円

繰越金
約5億1,900万円

その他
約1億3,600万円

健保組合

その他　約1億9,300万円

納付金　約18億4,600万円
　おもに高齢者医療制度のために健保組合が拠出する金額。

保険給付費　約21億8,700万円
　おもにみなさまやご家族が病院等にかかったときの医療費。
また、病気で仕事を休んだときや、出産のときの給付金等。

保健事業費　約2億6,800万円
　健診や健康相談等、健康づくりのための事業費。

被保険者（みなさま）
保険料率 4.1％

事業主（会社）
保険料率 5.3％

　令和３年度は保険給付費が約１億1,800万円増加しました。コロナ禍の受診控えの反動により増加に転じています。
一方、高齢者医療のための納付金はほぼ同水準でした。経常収支で黒字を維持できましたが、納付金は2022年は
コロナ禍の影響から一時的に減少していますが、高齢化により増加傾向にあります。引き続き、医療費の節減に
ご協力をお願いいたします。

▼保険給付費が増加

▼介護勘定
　健保組合が介護保険料の徴収を代行している介護勘定に関しては、介護保険収入６億3,300万円に対し介護納付金
５億9,900万円となり、残金は準備金への積立及び次年度への繰り越しとしました。

○収　入 ○支　出
科　　　　目 決 算 額（千円）

介 護 保 険 収 入 632,794

（ 前 年 度 ） 繰 越 金 4,601

雑 収 入 1

合　　　　計 637,396

科　　　　目 決 算 額（千円）

介 護 納 付 金 599,307

合　　　　計 599,307

アクサ生命健康保険組合アクサ生命健康保険組合のの
令和３年度決算令和３年度決算ののお知らせお知らせ
当健保組合の令和３年度決算が、第104回組合会で承認されました。
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　　　  インフルエンザ予防接種費用補助を実施します
対 象 者

接種期間
申請期日

予防接種時に健康保険組合に加入する被保険者（社員）本人分（任意継続被保険者を除く）
※昨年度同様に健康ポータルサイトPep Upからも費用補助申請ができます。
※毎月20日健保〆とし翌月給与での支給となります。支給日時点で在籍している方のみ支給となります。

2022年10月1日（土）～ 2023年2月28日（火）まで
2023年3月20日（月）までに健保組合へ申請

補
助
条
件

10月から

被扶養者健診はもうお済みですか？

※一般の特定健診よりも項目の多い生活習慣病B健診が自己負担なしで受けられます。
※�人間ドックの場合は、被扶養配偶者に限り30,000円が補助されます（i-wellnessに表示される金額は
補助金適用後の実際の自己負担額となります）。

被保険者の被扶養配偶者、40歳以上の被扶養者
2022年11月30日（水）まで（受診希望日の1カ月前までにお申込みください）
2022年12月28日（水）まで（健診機関により年末稼動日は異なります）
ウェルネス・コミュニケーションズ健診予約センター
電話番号　0570-783-186　月～金/ ８：30 ～ 19：30　土日祝日除く
健診ポータル　i-Wellness https://i-Wellness-p.com　

対 象 者
申込期間
受診期間

問 合 先
・

予 約 先

被扶養者調査を11月に実施します
　健康保険法施行規則第50条等に基づき、被扶養者が引き続き扶養基準を満たしているかを
確認するため、被扶養者調査を実施しています。健保組合は事業主や被保険者からの保険料
を財源に運営されており、大切な保険料が適正に使われるためにも、被扶養者の資格確認は
厳格に行うことが求められます。
　対象者の方には11月上旬に調査票を案内しますので、ご協力をお願いいたします。

　　　　　  2022年4月1日時点で18歳以上の被扶養者（ご家族）
　　　　　  2022年11月30日（水）
調査対象
提出締切

健康保険が使える範囲

骨折 脱臼 打撲 ねんざ 肉
ばなれ

応急手当の場合をのぞき医師の同意が必要

こんなときは健康保険は使えません

◦日常生活での疲れ、肩こり、腰痛

◦病院などで治療中の負傷

◦内科的原因によるもの　など

接骨院・整骨院等に通われている方に
医療費通知を発行します

　医療費の適正化の取組として、昨年同様に、接骨院・整骨院等に通われている方について医
療費通知を発行します。接骨院・整骨院等は骨折・脱臼などの応急処置のほかは、外部からの
要因による打撲・捻挫などに対してのみ健康保険の適用となります。通知を受けられた方は、
負傷箇所、日数、金額等のご確認をお願いいたします。

　　　　　  直近１年間のうち10 ヵ月以上通われている方
　　　　　  2022年10月下旬（予定）
対 象 者
発送時期
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10月からの法改正のお知らせ

 育児休業中の保険料免除要件の見直し
　育児休業中は、給与から天引きされる健康保険や厚生年金の
保険料が免除されます。現在は月末時点で育児休暇を取得して
いると免除対象となりますが、2022年10月からは月内に14日
以上の育児休業を取得した場合にも保険料が免除されるように
なります。
　賞与にかかる保険料も育児休業中は免除されますが、1ヵ月
を超える育児休業を取得している場合に限り免除の対象となる
ように変更されます。

　従業員101人以上の勤め先で働くパート・アルバイトの方は、
以下のすべてに当てはまると社会保険の適用となり、厚生年金・健康保険に加入することになります。社会保険料を負担する
ことになりますが、将来の年金が増えたり、病休期間や産休期間の手当金が支給されるなど、保障が厚くなります。

● 従業員数101人～500人の勤め先で、以下のすべてに当てはまる方（2024年10月からは51人以上の勤め先が対象）
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③２カ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない（休学中や夜間学生は加入対象）

ご家族が該当する場合は、被扶養者でなくなり
ます。手続きをお忘れなく！

■今後の育児休業中の保険料免除要件
【長期間の育休の場合】（※扱い変わらず）

【短期間の育休の場合】

月末 免除

免除

免除

月末 免除 月末 免除 月末

月末

月末免除

育休期間　4ヵ月

育休期間 3日

育休期間　14日

ケース①

6月 7月

ケース②

2021年秋より本格運用中！

月末時点で育休取得して
いなくても免除されます

 従業員101人以上の勤め先の
　パート・アルバイトの方は社会保険の適用に
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