
石油製品販売健康保険組合

せ き ゆ け ん ぽ

平成28年度からスタート！  新しい保健事業のご案内
健康保険と医療費が変わります！ 【保存版】

健保連によるプロジェクト

せきゆけんぽホームページから
アクセスしてください！

ご家族の
皆様でご覧
ください

◉Pick Up

別冊付録
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新しい 保 健 事 業  の ご 案 内
健康づくり事業奨励補助金制度の実施 4月～

　事業所と健康保険組合との協働による健

康事業の推進（コラボヘルス）の観点から、

事業所単位等で独自に企画・実施される健

康づくり事業（イベント）に対し、支給規程内

の補助金を支給します。

①支給金額は個々の事業の実施金額の２分

の１、または参加組合員数に３千円を乗じ

た額のいずれか低い金額を補助します。

②交通費・宿泊費・飲食費は対象外です。

Q

Q

A

A

どのような事業（イベント）が対象になるのですか？

野球大会やウォーキング大会などの運動系の事業や、メンタルヘル

スセミナー等の講習会を開催した場合に支給する予定です。

申請するにはどうしたらよいのですか？

実施１カ月前までに計画書を提出していただき、支給要件などを事前

に確認いたします。実施後速やかに報告書をご提出いただき、計画

どおり実施されているかなどを確認した上で支給することになります。

ピロリ菌検査キットの提供 6月～

　ピロリ菌 に 感 染していると、

胃のさまざまな病 気にかかりや

すく、特 に 胃 が ん を 発 症 する

確率が上がるとも言われています。

このピロリ菌の感 染 検 査キット

（ 定 価 6 , 6 0 0 円 ）を自己 負 担

1,000円にてご提供いたします。

●対象者：30歳以上の組合員

●申込受付期間：平成28年6月1日～30日

※詳しい説明は、同封のパンフレット「ピロリ菌0ゼロACTION」をご覧ください。

育児読本の配布 4月～

Q
A

どのような書籍ですか？

『らくらく育児百科（B5判変形・416

ページ）』という本です。イラストや図

が豊富で、新米ママさん・パパさんの

不安や負担を軽くするアドバイスなど

の情報が盛りだくさんです。

　第一子を出産され

た加 入 者の方（ただ

し、当年度は出産され

た方全員）に対し、育

児読本を無償で配布

します。

総監修／細谷亮太（聖路加
国際病院特別顧問、小児科
総合医療センター長）
発行／（株）法研

平成28年度からスタート！

Q
A

提供を受けるには、どのような手続きが必要ですか。

このスマイル（春号）に同封されているパンフレットの、

「ピロリ菌検査申込書」に必要事項をご記入の上、

FAXにてお申込ください（申込書は当組合ホームペー

ジからもダウンロードできます）。
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新しい 保 健 事 業  の ご 案 内 皆さんの健康ライフをサポートするため、せきゆけんぽはさまざまな

保健事業を実施しています。今年度は、力を入れている被扶養者へ

の健康啓発をはじめたくさんの新しい事業が加わりました。

インフルエンザ予防接種補助金制度の実施 10月～

　当組合指定の医療機関でインフル

エンザ予防接種を受けた方に対し、

1人１回につき1,000円の費用補助

を実施します。

付加給付制度の実施

　医療費が高額になった方の自己負担を少しで

も軽減するため、付加給付の制度を創設します。

詳しくは4～5ページをご覧ください。

Q

Q

A

A

接種を受ける健診機関はどこでもよいの？

東京都総合組合保健施設振興協会（東振協）が契約している医療機関に

限ります（9月に当組合ホームページに掲載予定）。

補助金の1,000円は、接種後振り込まれるの？

いいえ、事前に利用券（当組合ホームページ・東振協ホームページより取寄

せ）に必要事項をご記入いただき、接種を受ける医療機関に電話で予約を

入れ、当日窓口に保険証と一緒に提出いただきますと、東振協との契約料金

から1,000円割引いた額を窓口でお支払いいただくようになっております。

Q

A

昨年度も補助金申請をして東振協以外の機関で受診したけれど、今年度

からはさらに3,000円上乗せでもらえるということ？

いいえ、違います。二重で補助はいたしません。健診受診の際、東振協

D1・B・A2コース、婦人生活習慣病健診および補助金制度を利用してい

ない奥さまがご利用できます。対象となる健診は、お住まいの自治体やパー

ト先など他所の補助を使って受けた健診に限らせていただきます。ただし、

当組合の指定する必須検査項目をすべて満たしていることが条件です。

　平成27年度に好評だった『禁煙チャレンジ（パンフレット参

照）』や『ウォーキングイベント』も引き続き実施します。詳細は決

まりしだい当組合ホームページにも掲載しますのでご覧ください。

充実の保健事業を積極的に活用して、
すこやかな毎日を過ごしましょう！

被扶養配偶者健診補助金制度（奥さま補助金）の実施 4月～

　30歳以上の被扶養配偶者（奥さ

ま）が、たとえばお住まいの市区町村

やパート先などによる健康診断を受

診された場合、その健診結果（写）を

添付して当組合に申請していただけ

れば、情報提供料として3,000円相

当分（QUOカード）を進呈します。
※情報提供は年度内1人1回限りです。
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付加給付制度 が始まります

　加入者が保険医療機関に支払った1人1カ月の自己負担額（月別・1件・1病院ごと）から、診療月の標準報酬

月額が530千円未満の場合は70,000円、同様に530千円以上830千円未満の場合110,000円、830千円以

上の場合は150,000円をそれぞれ控除した額を支給します。ただし、支給額が2,000円未満の場合は不支給と

なります。また、支給額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて支給します。

平成28年4月診療分より実施 

（注）表中の「α」は、総医療費の1％の金額となります。

医療費が高額になった方の自己負担を少しでも軽減するため、付加給付の制度を創設し、

次の要領で実施いたします。

法律改正及び付加給付開始による自己負担（限度額）の変遷

所得区分が53～79万円の方（上記※）が、1カ月50万円の医療費がかかった場合、3割の自己負

担（15万円）を医療機関の窓口で支払いますが、当組合から付加給付として4万円が支給されます

ので、結果的に11万円の自己負担で済みます（平成28年4月診療分より）。

例

所得区分
（標準報酬月額）

法定給付による負担額

平成26年12月
診療分まで

→

平成27年1月
診療分から 負 担

ア　83万円以上
150,000円＋α

252,600円＋α

イ　53万～79万円 ※ 167,400円＋α

ウ　28万～50万円
80,100円＋α

80,100円＋α -

エ　26万円以下 57,600円

オ　低所得者（非課税） 35,400円 35,400円 -

開始時期

種別

給付の内容（概要）

1

2

3

療養付加金 一部負担還元金及び家族療養費付加金、合算高額療養費付加金、

 訪問看護療養費付加金、家族訪問看護療養費付加金

付加給付制度の概要

付加給付後の自己負担

平成28年4月
診療分から 負 担

150,000円

110,000円

  70,000円

法定給付による
負担額と変わらず

-

-
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１カ月の医療費が１００万円の一般被保険者
■法定給付の高額療養費額(合算を含む )
■付加給付　■付加給付後の自己負担額

※■■はせきゆけんぽ負担

■法定給付の高額療養費額(合算を含む )
■付加給付　■付加給付後の自己負担額

※■■はせきゆけんぽ負担

保険給付費（７割負担）　７００，０００円
※せきゆけんぽ負担

100万円

所得区分
（標準報酬月額）

所得区分
（標準報酬月額）

30万円

150,000円

45,820円

104,180円

７０，０００円

212,570円

17,430円
110,000円

128,180円

61,820円

５7，6００円

２４２，４００円

35,400円

264,600円

ア
83万円以上

イ
53万～79万円

ウ
28万～50万円

エ
26万円以下

オ
低所得者（非課税）

オ
低所得者（非課税）

保険給付費（７割負担）　３５0,０００円
※せきゆけんぽ負担

50万円

エ
26万円以下

15万円

150,000円

69,９００円

10,100円
110,000円

4０，０００円

５７,６００円

92,400円

35,400円

114,600円

７０,００0円

ア
83万円以上

イ
53万～79万円

ウ
28万～50万円

せきゆけんぽの付加給付支給モデル

ケース1

１カ月の医療費が50万円の一般被保険者ケース2

【問合せ連絡先】 給付課　☎03-3265-3306
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収 入 支 出

保険料収入 99.2億円 事務費・組合会費 3.2億円

調整保険料 1億円 医療費 51.3億円

積立金繰入 4.7億円 高齢者納付金等 43.5億円

補助金・交付金 0.8億円 保健事業費 4.5億円

その他 0.8億円 財調事業拠出金 1億円

予備費 2.5億円

その他 0.5億円

計 106.5億円 計 106.5億円

健康保険組合の
「受難」は
まだ続いています！

　 国の健康保険組合は、急

速に進む少子高齢化によ

り悲鳴を上げています。特に団塊

の世代が前期高齢者となった局

面を迎え、高齢者医療費への過

重な費用負担には拍車がかかり、

医療保険制度が制度として極めて

厳しい財政状況に陥っています。

このような中で、当組合における

平成28年度予算は、2月に開催さ

れた第124回組合会の決議を経

て、右記（概況）のとおり編成され

ました。

　当年度は平成27年度同様、健

康保険組合の共助による財政支

援交付金を受けずに予算を編成

することができました。これもひと

えに加入者の皆様の当組合事業

運営に対するご理解ご協力があっ

てこそのことと考えております。今

後も前述の事業運営を通して、皆

様の健康づくりに寄与できますよ

う努めてまいります。

（注） 表の数値の端数は任意に切り上げ・切り

捨てしているため、実際の数値と異なる場

合があります。

106.5億円

106.5億円

健保連からの交付金や
積立金の取り崩し等

7.3億円（6.9％）

保健事業費 4.5億円（4.2％）
その他 7.2億円（6.8％）

平成28年度

予 算 に
つ い て

平成28年度予算の概況について

皆様からの保険料収入
99.2億円（93.1）％

皆様の医療費等
51.3億円（48.2％）

国へ納める納付金
43.5億円（40.8％）

収 入

支 出

全
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平成28年度の健康診断
ご予約はお済みですか？

健保の契約健診機関で人間ドック・生活習慣病健診・一般健診を加入員料金で受診いただけます。

● 契約健診機関は全国約700カ所あります。せきゆけんぽのホームページでご確認ください。

● 申し込み方法等ご不明な点は、健康管理課へお気軽にお電話ください。
 なお、婦人生活習慣病予防健診は、申し込み開始時期に被保険者の方へは事業所に、
 被扶養者の方へはご自宅にご案内を送付します。　健康管理課 ☎03-3265-3289

検 索せきゆけんぽ

せきゆけんぽでは、さまざまなタイプの健診をご用意しております。扶養家族の方にも健診の補助をしております。

配偶者の方も被保険者の方と同じ条件で受診ができますので、毎年、ご自身の健康状況を確認しておきましょう。
＊その他のご家族の方は25歳以上が対象です。

40～74歳の方対象
実額約45,000円のところ

人間ドック
D1コース

20,000円自己
負担

すべての方対象
実額約10,000円のところ

一般健診
A2コース

1,000円
40歳以上は無料

自己
負担

30～74歳以上対象
実額約25,000円のところ

生活習慣病健診
Bコース

5,000円自己
負担

パート勤務先・自治体などで

受けた健診の結果を提供し

ていただければQUOカード

3,000円をプレゼントします。

奥さま補助金
お住まいの近くに契約健診機

関がない場合は、こちらの制

度をご利用ください。

補助金制度

30～74歳の女性対象
実額約30,000円のところ

婦人生活習慣病
予防健診

春・秋の期間限定

5,000円自己
負担

まだご予約をしていな
い方は…
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例2
イライラ

ストレスフリー

最近、ベッドに入ってから1時間以上も寝つけません。

眠らなくては、と思えば思うほど眠れず焦ります。

夜になると、今日も眠れないのではと不安になります。

（45歳・女性・会社員）

コミュニケーション

同じことを何度も聞いてくる部下A。そのつど教えて
はいるものの、もういい加減に覚えてほしい、とスト
レスがたまる一方。今日もまた、「これって誰に確認
すればいいんでしたっけ？」と聞かれた。まただよ！

いつも同じことを聞かれイライラ
Case1

ストレスはたまるし、結局また同じ質問を
される。部下は成長せず、イライラは続く
……。

たまったイライラが爆発。部下との関係も
悪化。人格否定ワードを使うとパワハラで
訴えられるリスクも？！

Ｉ（わたし）メッセージで伝える You（あなた）を主語に相手を批判するのではなく、I（わたし）を主語にして伝えます。「（Youは）い
つになったら覚えるんだよ！」ではなく「（Iは）助かるよ」と言うと、相手にもストレスになりません。

監修●平井大祐 保健同人社 臨床心理士・精神保健福祉士・産業カウンセラー

「それはまずＡ部署に確認して、
その内容をB部署に連絡しておいて」

（心の声）またかよ。
いい加減に覚えろよ！
…って言いたいけど言えない ＞＜

「いつになったら覚えるんだよ！
　　 使えねー奴だなー（怒）」

「この説明は前にも何度かして
いるよね。覚えておいたほうがA
さんの作業もスムーズに進むし、
こっちも助かるよ。よくあるケー
スだから、この機会に業務のフ
ローを作ってみたらどうかな」

更年期の女性ホルモンの乱れによる入眠障害かもしれません。
生活リズムを整えても改善しないときは、婦人科を受診しましょう。
睡眠総合ケアクリニック代々木 理事長●井上雄一先生

　日本人の５人に１人が不眠で悩んでいる

といいますが、寝つきが悪く、ベッドに入っ

てもなかなか眠れないタイプを「入眠障

害」といいます。

　精神的なストレス、手足の冷えが原因の

場合もありますが、ご相談者の場合、更年

期の症状として入眠障害が起きているのか

もしれません。

　更年期になると、女性ホルモンがアンバ

ランスになり、それに伴い自律神経のバラ

ンスも乱れるため、体にさまざまな不調が

現れます。睡眠はホルモンと自律神経に大

床したら太陽の光を浴びる、できるだけ同

じ時間に食事をとるなど、生活リズムを整

えることが大切です。

 「眠らなくては」という強迫観念は、緊張や

ストレスで交感神経を活発にするので逆効

果。寝つけないなら、思い切って布団から

離れて、眠くなったら横になればいいと考

えたほうが、イライラしません。

　また、就寝前にストレッチをする、部屋

に好きなアロマの香りをたくなど、決まっ

た入眠儀式をすると、眠りに入りやすくなり

ます。なお、睡眠の質を悪くするアルコー

ルや、覚醒作用のあるカフェインを寝る前

に飲むのは避けてください。

　それでも寝つくまで時間がかかってつら

いという場合は、婦人科を受診するとよい

でしょう。

きく関係するため、更年期になると、なか

なか眠れない、夜中に目が覚めるなど、不

眠を訴える女性も少なくありません。

　自律神経には交感神経と副交感神経の

２つがあり、日中は交感神経、日没後は副

交感神経が優位になります。しかし、ホル

モンの乱れから、交感神経と副交感神経

のスイッチの切り替えがうまくいかなくなる

と、就寝時でも活動モードの交感神経のほ

うが、リラックスモードの副交感神経より働

いてしまうため、なかなか眠れないのです。

　自律神経のバランスを整えるために、起

ベッドに入っても
なかなか眠りにつけません。
眠れないことが
ストレスになっています。

Q

A

例1
イライラ

相手はこちらのイライラも知らずに
軽い気持ちで聞いている様子。
どう対応する？

これって
誰に確認すれば
いいんでしたっけ？

イライラしない
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ご家族が
被扶養者でなくなったら、
必ず手続きを！

子どもや妻などの被扶養者が就職して、勤め先の健康

保険に加入したときは、その方自身が被保険者になりま

す。扶養削除の届けを出すと同時に、これまで使用して

いた保険証の返却もお忘れなく。

皆さんの健康づくりをサポート

介護・健康セミナー ご参加ください！

かんたん健康チェック
開催日時 ： 平成28年6月3日（金）、9月2日（金）、
  12月2日（金）、平成29年3月3日（金）
  各回とも14：00～19：00（所要時間約30分）
  ※ご都合の良い時間にお越しください。

予定人数 ： 180名

メンタルヘルスセミナー
※内容は日程によって異なります。

開催日時 ： 平成28年9月6日（火）18：00～20：00、
  平成29年1月26日（木）18：30～20：00
予定人数 ： 120名（9/6）、80名（1/26）

がんと栄養の健康セミナー
開催日時 ： 平成29年2月17日（金） 18：30～20：00
予定人数 ： 80名

歯と糖尿病予防対策セミナー
開催日時 ： 平成28年11月11日（金） 14：00～16：00
予定人数 ：80名

介護予防セミナー
開催日時 ： 平成28年12月3日（土） 13：30～15：30
予定人数 ：80名

各セミナーの詳細情報、申し込み方法、期限等については健保連のホームページをご覧ください。

健保連東京連合会

セミナー案内ページ：http://www.kprt.jp/seminar/

お問い合わせ：☎03-3357-5213

※悪質な不正使用を行った場合、刑法により詐欺罪として処罰を
受けることがあります。

ケース

2
パートやアルバイトなどの収入が
基準額を超えたとき

ケース

1 ご家族が就職したとき

条件 1

条件 2

被保険者本人の収入額の

半分未満を超えたとき＊1

かつ

月々 の収入が108,000円を超えたとき

（60歳以上の方は月々 150,000円）＊2

＊1 同居の場合の条件です。別居している場合は、「被保険者から
の援助額より少ないこと」になります。

＊2 ほかに「障害年金を受給している方」も含みます。
こんな
場合も
手続きを！

● 結婚して配偶者の被扶養者になったとき

● 離婚したとき

● 75歳になったとき

● ほかの家族の被扶養者になったとき

● 死亡したとき　etc.
【お問い合わせ】 適用課　☎03-3265-3201

春はご家族の就職等が多い季節。就職や結婚などで状況が

変わったときは、せきゆけんぽの被扶養者から外す手続きが

必要です。忘れずに届け出をお願いします。

そのほかにも
たくさんの
セミナーが
あります！

に
健保連東京連合会3F会議室 ほか会　　場 無　料参加費用
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公 　 告

（平成28年2月現在）

事業所数　　874

被保険者数 
19,675人

男 15,636人

女   4,039人

平均標準報酬月額 
352,051円

男 376,823円

女 256,151円

株式会社中源

新事業所名称

中源石油株式会社

旧事業所名称

東京都江戸川区

所在地

平成27年1月14日

変更年月日

二ノ宮石油株式会社

廣和興産株式会社

事業所名称

千葉県市川市

東京都渋谷区

新所在地

東京都江戸川区

東京都目黒区

旧所在地

平成27年12月16日

平成28年3月9日

変更年月日

組合会議員の選挙について

事業所名称変更

事業所所在地変更

事業状況

当健保組合の互選議員は、平成28年6月10日をもって任期満了となるので、下記により総選挙を執行する。

よって、組合規約および組合会議員選挙執行規程の定めにより、公告する。

（注）立候補の届け出手続き
①立候補しようとする者は、届け出の期間内に立候補届と議員候補者推せん届（被保険者＊である組合員20人以上

の署名捺印を要する）を添えて、選挙長に届け出してください。
　＊推せん届出者は議員立候補者が所属する事業所以外の被保険者を含みます。

②立候補届および議員候補者推せん届の用紙は、健保組合に用意してある所定の様式を使用してください。それ以
外の用紙は無効とします。

③その他、ご不明な点は当健保組合総務課へお問い合わせください。

ー記ー

１．投票の日時
 平成28年6月13日（月）午前9時より正午まで

2．開票の日時
 平成28年6月13日（月）投票終了後

3．議員候補者の届け出の締切日
 平成28年6月1日（水）正午まで

4．選挙区
 一選挙区制

5．議員候補者の届け出先
 選挙長　岡田俊郎（石油製品販売健康保険組合）

6．投票所選挙会場および議員の数
 ・投票所選挙会場
 石油製品販売健康保険組合　石油健保ビル会議室（東京都千代田区三番町1-5）
 ・選挙すべき議員の数　17名

7．選挙人の範囲
 平成28年3月31日現在の有資格被保険者

石油製品販売健康保険組合　理事長　酒井　英彦
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材料（2人分）

作り方

春菊（葉の部分） …………4株
小松菜 ……………………1株
じゃがいも ………………1個
たまねぎ …………………1/3個
牛乳 ………………………200㎖
ほたて貝柱 ………………4個

バター ……………………6g
塩、黒こしょう ……………適宜
酒 …………………………大さじ１

❶ 春菊と小松菜はよく洗い、塩ゆでして水にとり、水気をきってみじん切
りにする。

❷ たまねぎは薄切りにする。じゃがいもは皮をむいて一口大に切る。鍋
にバター半量を熱し、たまねぎを炒め、じゃがいもと【A】を加えて煮る。
じゃがいもに串が通ったら、火からおろしてフードプロセッサーにかける。

❸ ほたて貝柱は3～4つに切って残りのバターでさっと炒め、塩少 と々酒
を振り、ふたをして火を通す。

❹ ❷を鍋に戻し、❶を加えて3分ほど煮る。
❺ ほたての蒸し汁と牛乳を加えて温め、塩、こしょうで味を調える。器に

盛り、❸を飾る。

水 ………………… 200㎖
コンソメキューブ … 1個【A】

Soup

材料（2人分）

作り方

牛肉 ………………… 160g
キャベツ …………… 150g
パプリカ、ミニトマト … 適宜
韓国のり …………… 全形1枚
塩 …………………… ひとつまみ
ごま油 ……………… 小さじ1/2

❶ 牛肉は一口大に切り、【A】でもみこんで30分ほどおく。
❷ キャベツは一口大に切り、10秒ほど塩ゆでにしたら、ざるにあげる。
❸ ❷の粗熱が取れたら、塩とごま油をまぶす。
❹ フライパンを熱し、中火で❶を焼く。
❺ 皿に❸と❹を盛り、ちぎった韓国のりを加える。
❻ お好みでパプリカの千切り、ミニトマトを添える。

コチュジャン、
しょうゆ、酒 ………各大さじ1
にんにく …………小1かけ
砂糖………………小さじ2
ごま油 ……………小さじ1

【A】

Salad

春は環境の変化で生活習慣が乱れがち。眠っても寝足りない、

寝ているはずなのに日中は睡魔に襲われる……ということも。

食事から体内リズムを整え、快眠をサポートしましょう。

209kcal

一人分

223kcal

一人分
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イマジン
ホテル＆リゾート函館
北海道函館市湯川町3丁目1-17

ホームページ http://www.imgnjp.com/hrhakodate/
0138-57-9161（代表）TEL

　イマジンは異国情緒あふれる函館に
ふさわしいリゾートホテルです。自慢の
温泉は湯の川随一の湯量でさらさらと
した肌触り。大人気のオーシャンビュー
の部屋からは函館山も望めます。食事
はカジュアルなブッフェスタイルで、新
鮮な魚介類など常時35～40品をご用
意。北海道新幹線開業でより身近に
なった函館。どうぞイマジンを拠点にお
楽しみください。
※せきゆけんぽにご加入の方は補助金の申請対象
です。函館へお越しの際はぜひご利用ください。

函館を代表する観光名所「函館山」。頂上の展望台
からは函館の街が一望でき、世界三大ともいわれる夜
景の美しさは息をのむほど。函館のくびれた地形と、両
側を海で挟まれている点が特徴で、夏はもちろん、冬も
雪が街灯の光を反射しさらに美しい風景を作り出す。

函館山の夜景

函館ベイエリアに建ち並ぶレ
トロな風情あるレンガの倉庫群。
営業用倉庫以外は、カフェやお
土産屋などの商業施設として利
用されており、観光客に人気の
スポットだ。

金森赤レンガ倉庫

戦後の闇市から始まった、日
本で最も古い部類の市場。魚
介類や野菜、乾物から衣料品
まで、400余軒もの店舗がひし
めきあっており、朝5時から威勢
のいいかけ声が飛び交う。

函館朝市

五稜郭 国の特別史跡に指定されている星型の城郭。五稜郭の星は春はピンク、
夏は緑、秋は赤黄、冬は白と装いを変えるため、四季折々に美しい景色を
楽しむことができる。五稜郭タワーからの眺めは、函館市内を一望できる360
度の大パノラマが自慢。平成22年には箱館奉行所も復元オープンしている。

Vol.5

せきゆけんぽ
ご当地
契約保養所

北海道・函館
年間500万人近くが訪れる函館は、美し
い夜景、新鮮な海の幸、伝統的な街並みが
自慢の観光都市だ。去る3月26日には念願
の北海道新幹線が開業。アクセスが良くなり、
いっそう魅力の増した函館を巡ってみる。

【ほっかいどう・はこだて】

祝！北海道新幹線開業


