
平成２８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（介護保険料率引上げ・平成 28 年度予算等）

２月１０日に開催されました第１５７回組合会において、介護保険料率の引上げ、平成２８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。

＜決議事項＞

１．介護保険料率の引上げ

健康保険組合は、40～64 歳の被保険者（第 2 号被保険者）本人から、健康保険料と同時に「介護

保険料を徴収し、それを「介護納付金」として市区町村に納めています。

介護保険料率は、各年度の介護納付金を賄えるように各健保組合が定めますが、当組合では平成 24

年度より、介護納付金が介護保険料収入を上回り、収入を補っていた前年度繰越金も年々減少してい

る状況です。

平成 28 年度に料率引上げにより収入増を図らなければ国が定める準備金の必要額を下回る懸念が

あるため、介護保険料率を 1.3％に引上げることとなりました。

＜介護保険料率＞
平成 28 年 4 月給与控除（3 月保険料）より改定

＜ 現 行 ＞ ＜ 改 定 後 ＞

1.06％ 1.30％

事業主 0.53％ 事業主 0.65％

被保険者 0.53％ 被保険者 0.65％

２．平成２８年度収入支出予算

（1）一般勘定（健康保険）
（千円）

科 目 Ｈ28年度予算 Ｈ27年度決算見込

保険料 4,227,212 4,220,000 被保険者（

国庫負担金収入 1,088 1,141 被扶養者（

調整保険料 59,282 59,239 高齢者

繰入金 0 0 高額療養費

国庫補助金 1,930 29,853 付加給付費

財政調整事業交付金 10,611 10,611 （小

利子収入 5,880 5,223 前期高齢者

補助金等追加収入 500 345 後期高齢者

雑入・その他 1,656 2,810 病床転換支

合 計 4,308,159 4,329,222 退職者給付
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※全組合平均介護保険料率（Ｈ27 予算）1.409%
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Ｈ28年度予算 Ｈ27年度決算見込

本人） 1,048,799 977,341
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納付金 500,000 1,039,000
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援金 10 0
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出金 30 22

計） 1,385,040 1,910,022
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当組合はＨ18 年度より 1.06%を据置き



【収入】

・保険料収入は、被保険者数や標準報酬月額が前年度と大きく変動しないことを想定し、前年度見

込み並みの 4,227,212 千円を計上（対前年度比 100.2％）。

【支出】

・保険給付費は、前年度比 72,909 千円増加の 1,743,712 千円を計上（対前年度比 104.4％）。

・高齢者医療制度への納付金は、前年度比 524,982 千円減少の 1,385,040 千円を計上（対前年

度比 72.5％）。うち、前期高齢者(65～74 歳)納付金は、500,000 千円（対前年度比 48.1％）、

後期高齢者(75 歳以上)支援金は、820,000 千円（対前年度比 104.5％）となる見込み。

・保健事業費は、前年度比 3,008 千円減少の 146,142 千円を計上（対前年度比 98.0％）。

減少の主因は乳がん検診（隔年実施）の非実施年度にあたることによる。

【経常収支】

・経常収入 4,237,624 千円、経常支出 3,358,056 千円で経常収支差引額は 879,568 千円の黒

字となる見込み(対前年度比 211.7%)。

（２）介護勘定

（千円） （千円）

科 目 Ｈ28年度予算 Ｈ27年度決算見込 Ｈ28年度予算 Ｈ27年度決算見込

保険料 394,132 321,205 353,000 348,692

繰越金等 21,352 48,938 62,484 100

合 計 415,484 370,143 合 計 415,484 348,792

科 目

介護納付金

積立金等

収 入 支 出

【収支】

・平成 28 年度決算収支は 62,384 千円となり、平成 29 年度へ繰り越す見込み。

３．平成２８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・被扶養者の健康保持・増進ならびに医療費の増加抑制をはかるため、健康診断や健康

支援事業に引続き積極的に取組みます。

・レセプトや特定健診など各種データを分析することにより被保険者・被扶養者の健康状態を把握

し科学的にアプローチしていていきます。【データヘルス】

・事業主と連携して被保険者の健康保持・増進を推進していきます(大同生命健康保険組合「健康

管理事業推進委員会」と大同生命本社「衛生管理委員会」を協働開催)。【コラボヘルス】

◆継続実施する事業

・健診データなどの分析・保健師による二次健診勧奨

・特定健診・特定保健指導

・定期健診の法定外健診項目への補助金支給

（被保険者のみ対象）

・がん自己検診

・住民健診への補助金支給（被保険者のみ対象）

・メンタルヘルス相談窓口〔心の相談ネットワーク〕

・ウォーキングキャンペーン

・家庭常備薬の斡旋

◆停止する事業

・ジェネリック医薬品差額通知事業

※「ジェネリック希望シール」の新規

被保険者への配布は継続。



４．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。

■「大同生命健康保険組合規約」新旧対照表

現 行 改正後 備 考

（設立事業所の名称及び所在地）

第４条 この組合の設立事業所の名称及び

所在地は、別表のとおりとする。

別 表

名 称 所在地

（略）

大同生命内務従業員組合 東京都港区

（略）

（設立事業所の名称及び所在地）

第４条 この組合の設立事業所の名称及び

所在地は、別表のとおりとする。

別 表

名 称 所在地

（略）

大同生命内務従業員組合 東京都中央区

（略）

附 則

この規約は、平成２７年１２月２８日から

適用する。

所在地変更

＜報告事項＞

（１）「マイナンバー制度」への対応

・平成 29 年 1 月より、健康保険の手続きにおいてマイナンバーの利用を開始予定。

・平成 29 年 7 月より、行政機関との間で情報連携を開始予定。

・健康保険組合は、番号法で「個人番号利用事務実施者」として定められ、保険給付や保険料の徴収

等様々な手続きでマイナンバーを利用。

・取扱開始に際して各種安全管理措置を実施していく。

（２）健保組合ホームページのリニューアル

ホームページの視認性・利便性向上のため、デザイン・内容のリニューアルを実施。

（平成 28 年 3 月 1 日予定）

・知りたい情報に迷わずたどり着けるよう、トップページを変更。

・手続き方法を検索しやすくするため、「手続きＮＡＶＩ」を新設。

・トピックスを周知できるよう掲示板機能「Ｃｌｏｓｅ Ｕｐ!」を新設。

●紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担の導入
紹介状なしで特定機能病院などの大病院を受診する場合等には、原則として、定額負担を患者に
求めることになります。
初診料とは別に、５千円以上の定額負担が義務づけられることになる予定です。

●傷病手当金・出産手当金の算定方法の見直し
【現 行】休業日１日につき標準報酬日額の３分の２相当額
【改正後】■被保険者期間が１年以上の方

直近１２ヵ月間の標準報酬月額平均額の３０分の１相当額の３分の２相当額
■被保険者期間が１年未満の方

①被保険者の全加入期間の標準報酬月額平均額の３０分の１
②加入している健康保険組合の標準報酬月額平均額の３０分の１
①か②のいずれか低い額の３分の２相当額

●標準報酬月額の上限額の引き上げ
【現 行】上限１２１万円（全４７等級）
【改正後】上限１３９万円（全５０等級）
※標準賞与額もあわせて見直され、年間上限額が５４０万円から５７３万円に引き上げられます。

平成２８年４月１日より医療保険制度が改正されます


