
 

 

組合会の開催結果報告（2019 年度予算・保健事業等） 

 

 2 月 15 日（金）に開催されました第 166 回組合会において、2019 年度予算、保健事業等が可決承認

されましたのでその概要をお知らせします。 

 

＜決議事項＞  

 
１．2019 年度収入支出予算 

 
【収入】 

 ・保険料収入は、被保険者数、報酬・賞与が前年度と大きく変動しないことを想定し、前年度並みの 

3,888,353 千円を計上（対前年度比 99.7％）。 

【支出】 

 ・保険給付費は、当組合過去 3 年の平均給付費の伸び率（約 2%）、高齢者の医療費増加傾向を踏ま

え、前年度比 33,783 千円増加の 1,768,240 千円を計上（対前年度比 101.9％）。 

 ・高齢者医療制度への納付金は、前年度比 374,159 千円増加の 1,700,105 千円を計上（対前年度比 

128.2％）。うち、前期高齢者（65 歳～74 歳）納付金は 680,000 千円（対前年度比 185.7％）、 

後期高齢者（75 歳以上）支援金は、1,020,000 千円（対前年度比 107.3％）となる見込み。 

 ・保健事業費は、前年度比 12,436 千円増加の 171,951 千円を計上（対前年度比 107.8％）。 

  新規・拡大事業は「2．2019 年度保健事業」参照。 

【経常収支】 

 ・経常収入 3,903,001 千円、経常支出 3,720,149 千円で経常収支差引額は 182,852 千円（対前年度 

  比 29.4％）と黒字になる見込み。 

 

（1）一般勘定（健康保険） （千円） （千円）

科 　 目 2019年度予算 2018年度決算見込 2019年度予算 2018年度決算見込

保険料 3,888,353 3,900,288 被保険者（本人） 1,115,848 1,105,068

国庫負担金収入 1,081 1,069 被扶養者（家族） 568,403 551,772

調整保険料 66,684 64,681 高齢者 47,935 45,585

繰入金 0 0 高額療養費 15,408 13,959

国庫補助金 1,050 749 付加給付費 20,646 18,073

財政調整事業交付金 40,000 40,000 （小　　計） 1,768,240 1,734,457

利子収入 10,920 10,562 前期高齢者納付金 680,000 366,133

補助金等追加収入 7,500 0 後期高齢者支援金 1,020,000 951,011

雑入・その他 1,601 1,278 病床転換支援金 5 4

合 　  計 4,017,189 4,018,627 退職者給付拠出金 100 8,798

（小　　計） 1,700,105 1,325,946
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【収入】 

 ・介護保険料率は 1.8％を継続、保険料収入は 563,991 千円を計上（対前年度比 99.8％）。 

  前年度残金 137,011 千円を繰越金として、合計 701,004 千円の見込み（対前年度比 112.5％）。 

【支出】 

 ・介護納付金額は前年度比 23,000 千円増加の 480,000 千円の見込み（対前年度比 105.0％）。 

【決算収支】 

 ・決算収支は 220,954 千円の黒字となる見込み（積立金に計上）。 

 

 

２．2019 年度保健事業 

事 業 [下線は新規・拡大事業] 

（1）疾病の未然防止 

・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 

・各種がん検診・がん自己検診 

（子宮頸がん検診の補助金支給対象者（被保険者期間 3 年以上）を拡大 満 35 歳以上→満 20 歳以上（※）） 

・住民健診への補助金支給 

・歯科衛生対策 

・心の相談ネットワーク（メンタルヘルス相談窓口） 

（2）ヘルスリテラシーの向上 

・健康測定会の開催 

（2019 年度は大阪本社に加え、東京本社でも開催） 

・健康セミナーの開催 

（2019 年度は大阪本社を会場としてトライアル実施） 

・健保だよりの発行（健康保険・保健事業に関する情報を加入者へ提供） 

（毎月社内通知、年 1 回機関誌発行） 

（3）事業主との協働（コラボヘルス） 

・二次健診の受診勧奨 

・健康アップチャレンジ『くうねるあるく』の実施 

（4）その他 

・家庭用常備薬の斡旋 

※「健診等補助金支給規程」を一部変更 

 

以上 

（２）介護勘定 （千円） （千円）

科　  目 2019年度予算 2018年度決算見込 2019年度予算 2018年度決算見込

保険料 563,991 564,938 480,000 456,998

繰越金等 137,011 58,078 221,004 0

その他 2 0 合　　計 701,004 456,998

合　　計 701,004 623,016
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~「医療費のお知らせ (ＷＥＢ版) 」を確認ください～ 

 

（１）閲覧方法 

大同生命健康保険組合ホームページ：大同生命健康保険組合 検 索 

（http://www.daidolife-kenpo.or.jp/）                           

― ＷＥＢ版医療費のお知らせ（ログイン）【組合員専用サイト】をクリックしログイン。 

被保険者の「健康保険被保険者証」を用意のうえ「NO・ID・パスワード」を入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

 受診日数、医療機関や金額などに誤りがないか確認ください。 

※内容に不明な点があった場合は、健保組合あて連絡ください。 

（３）更新日 

   毎月２０日（休日の場合は翌営業日） 

※医療費が掲載される時期は受診した月の 3 ヵ月後が目安です。ただし、医療機関から 

健保組合への請求の遅れなどにより、４ヵ月目以降に掲載される場合があります。 

（４）注意事項 

当組合の「医療費のお知らせ」はＷＥＢ版のため印刷して書面申告に使用することはできません。

「医療費のお知らせ」を参考に明細書を記載ください（※1）。 

  （※1）医療費のお知らせと実際に支払った自己負担額が一致していない場合は、ご自身で領収書等を確認して実際に負

担した額を申告ください。 

 

 

・ＮＯ   ：保険証記号 

・ＩＤ   ：保険証番号 

・パスワード：初めての方･･･初期パスワード 

       ２回目以降の方･･･設定パスワード 

 

初期パスワード：被保険者の保険証発行通番(＊) 

 (＊)数字の前の０は入力不要 

  

 

※注意事項 

・初回ログイン時にパスワード変更のメッセージが表示されますので、必ずパスワードを変更ください。 

 （パスワードは、半角英数字 8 桁から 20 桁までで設定してください。） 

・設定済のパスワードをお忘れの方は、ログイン画面右下の「パスワードをお忘れの方はこちら」から、

パスワードの初期化申請を行ってください。 

 


