
平成２７年２月１２日

大同生命健康保険組合

組合会の開催結果報告（保険料率引上げ・付加給付見直し等）

２月１０日に開催されました第１５４回組合会において、健康保険料率の引上げ、付加給付の見

直し、平成２７年度予算・保健事業等が決議されましたので、その概要をお知らせします。

１．健康保険料率の引上げ

当組合は高齢者医療制度への重い納付金負担（※）を主因に経常赤字が継続。赤字補填のため積立

金を取崩し低い料率を維持してきました。平成 24 年度には保険料率の引上げ（6.0％→7.2％）

を実施したものの、赤字決算は解消されず、平成 27 年度中に積立金が底をつく見通しとなったた

め、平成 27 年 4 月給与控除保険料（3 月保険料）より、保険料率を 9.4％に引上げることとな

りました。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

※高齢者医療制度への納付金は、前期高齢者（65～74 歳）給付費の増大により前期高齢者納付金

が大幅増加、また、後期高齢者支援金の全面総報酬割導入（現行 1/3 総報酬割⇒平成 27 年度 1/2

総報酬割）により、平均所得が比較的高い当健保は同支援金が増加し、さらなる財政悪化が見込ま

れます。

＜健康保険料率＞
4 月給与控除（3 月保険料）より改定

（例）健康保険料（被保険者負担分）

標準報酬月額 改定前 改定後

20 万円 6,200 円／月 8,400 円／月

36 万円 11,160 円／月 15,120 円／月

62 万円 19,220 円／月 26,040 円／月

※賞与保険料も同じ料率で保険料を計算

２．一部負担還元金・合算高額療養費付加金の見直し

医療機関等の窓口で 1 ヵ月（暦月）に支払った額が、一定額を超えた場合に、その超えた金額は

高額療養費として給付されます。さらに当組合では、付加給付制度を設けており、一定の自己負担

額を超える額について給付を行います。（一部負担還元金・合算高額療養費付加金）

高額療養費の自己負担限度額の改定に伴い、一部負担還元金・合算高額療養費付加金にかかわる自

己負担限度額も、平成 27 年 4 月診療分より、所得区分に応じた算定基準（※）に変更します。

※医療を受けた者と受けない者の負担の公平を図る観点から、医療費の 1％の自己負担を追加。

健保だより
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＜ 現 行 ＞
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＜ 改 定 後 ＞

9.4%

事業主 5.2%

被保険者 4.2％

⇒



＜現行＞

自己負担限度額（上限）

報酬額にかかわらず一律 30,000 円

＜変更後＞

区分 自己負担限度額（上限）

標準報酬月額 83 万円以上 100,000 円＋（医療費－842,000 円）×1%

標準報酬月額 53 万～79 万円 60,000 円＋（医療費－558,000 円）×1%

標準報酬月額 28 万～50 万円 30,000 円＋（医療費－267,000 円）×1%

標準報酬月額 26 万円以下 30,000 円 ※変更なし

（例）標準報酬月額 38 万円で総医療費が 100 万円の場合
●自己負担額（総医療費の 3 割）

総医療費 100 万円×3 割＝300,000 円 ←700,000 円は健保負担
●自己負担限度額

80,100 円＋（100 万円－267,000 円）×1%＝87,430 円
●高額療養費

300,000 円－87,430 円＝212,570 円 ←健保負担
●一部負担還元金

87,430 円－37,330 円＝50,000 円（千円未満切捨て） ←健保負担

⇒最終的な自己負担額は 37,430 円

３．平成 2７年度収入支出予算および事業計画

（1）一般勘定（健康保険）

（千円） （千円）

科 目 Ｈ27年度予算 Ｈ26年度決算見込 Ｈ27年度予算 Ｈ26年度決算見込

保険料 4,109,652 3,155,290 被保険者（本人） 1,032,785 999,992

国庫負担金収入 1,141 1,233 被扶養者（家族） 601,330 589,157

調整保険料 58,083 58,720 高齢者 53,961 52,846

繰入金 0 578,912 高額療養費 12,412 12,897

国庫補助金 1,956 1,972 付加給付費 20,444 25,659

財政調整事業交付金 25,000 24,962 （小 計） 1,720,932 1,680,551

利子収入 4,689 7,292 前期高齢者納付金 1,039,000 898,392

補助金等追加収入 324 251 後期高齢者納付金 785,000 758,805

雑入・その他 601 494 退職者給付拠出金 86,000 171,415

合 計 4,201,446 3,829,126 老人保健拠出金 22 22

（小 計） 1,910,022 1,828,634
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＜収入＞ 保険料収入は、保険料率の引上げにより 4,110 百万円（前年度比 130.2％）と増加見込み。

＜支出＞・保険給付費は、1,721 百万円（前年度比 102.4％）と、増加見込み。

・高齢者医療制度への納付金は、前期高齢者（65～74 歳）給付費の増大により前期高齢者

納付金が 1,039 百万円（前年度比 115.7％）と大幅増加、また、後期高齢者支援金は全面

総報酬割導入（現行 1/3 総報酬割⇒平成 27 年度 1/2 総報酬割）により、785 百万円（前

年度比 103.5%）と増加。

・保健事業費は、健診項目の見直し等により、158 百万円（前年度比 93.1％）と、減少見

込み。

＜収支＞ 平成 27 年度は、保険料率の引上げ（7.2→9.4％）を実施し収入増加を図ることにより、

経常収支は 246 百万円と黒字決算となる見込み。

（2）介護勘定

（千円） （千円）

科 目 Ｈ27年度予算 Ｈ26年度決算見込 Ｈ 27年度予算 Ｈ26年度決算見込

保険料 315,435 308,547 351,000 357,166

繰越金 48,938 97,656 13,373 100

合 計 364,373 406,203 合 計 364,373 357,266

科 目

介護納付金

積立金等

収 入 支 出

＜収支＞ 平成 27 年度決算収支は 13,273 千円となり、平成 28 年度に繰り越す見込み。

※平成 27 年度は、介護保険料率 1.06％（事業主、被保険者各 0.53％）を据え置きます

が、単年度収支が赤字のため、平成 28 年度は料率引上げを検討します。

４．平成２７年度保健事業 ※詳細は後日ご案内します。

＜基本方針＞

被保険者・被扶養者の健康増進・疾病予防、さらには医療費の増大防止をはかるため、健康診断や

健康支援事業に引き続き積極的に取組みます。

（注 1）健診項目、対象検診の変更は別途通知します。

（注 2）4 月 1 日から、「ジェネリック希望シール」「心の相談ネットワーク利用者カード」は「健

康保険被保険者証」新規発行時に送付。

◆継続実施する事業

・生活習慣病健診（注 1）＊事業主健診と同時実施

・特定健診・特定保健指導

・がん自己検診（注 1）

＊子宮頸がん・肺がんは廃止、大腸がんは継続

・ジェネリック医薬品差額通知（注 2）

・心の相談ネットワーク（注 2）

・ウォーキングキャンペーン（9/1～10/31）

・家庭常備薬などの斡旋

◆新規に実施する事業

・データヘルス計画（注 3）

（重点施策として二次健診未受診者

への受診勧奨・婦人科がん検診の受

診推進）

・住民健診への補助金支給（注 1）



（注 3）データヘルス計画

データヘルス計画は、健診やレセプトデータを分析することでリスクを洗い出し、効果的な保健事

業を健康保険組合と事業者が一体になって（コラボヘルス）健康の保持増進・疾病の予防を目指す

もの。

今年度中に計画を策定し、3 月末までに計画書を健保連に提出する予定になっており、平成 27 年

4 月から 3 年間実施。

５．組合規約の一部変更

組合規約を以下のとおり変更しました。

＜平成 27 年 3 月 1 日付変更＞

●第 44 条（保険料及び調整保険料の負担割合）

健康保険料率の変更（7.2％から 9.4％）にともない、事業主と被保険者の負担割合を変更。

＜平成 27 年 4 月 1 日変更＞

●第 53 条（一部負担還元金）、第 55 条（合算高額療養費付加金）

一部負担還元金、合算高額療養費付加金の自己負担限度額の見直しにともなう変更。

※新旧対比表添付

６．健診等補助金支給規程の一部変更

＜平成 27 年 4 月 1 日付変更＞

平成 27 年度から変更となる健診項目の反映と、健保組合の補助金対象が、労働安全衛生法に基

づく事業主健診は除くことを明確化。

※新旧対比表添付

規約・規程は改正後、事務ポータル－調べる・質問－規程－人事総務部－参考資料 01－大同生命

健康保険組合規程 に掲載予定です。

以上


