
理事長就任のご挨拶

理事長退任のご挨拶

　私は、このたび、前理事長・長野正史氏の後を引き継ぎ、理事長の重責をお引き受けすることになりました。就任にあたり、一
言ご挨拶申しあげます。
　皆さまご承知のとおり、我が国の高齢化は他国に例をみないスピードで進行し、国民医療費は毎年1兆円を超える規模で増加
しています。高齢者医療費を支える現役世代の負担は重くなる一方で、当健康保険組合の財政も非常に厳しい状況にあります。
医療保険制度改革関連法の施行により、国に納める納付金の負担は一層増大する見通しであり、このような時期に理事長に就任
する重責を痛感するとともに身の引き締まる思いです。
　このような環境下ではありますが、平成２７年度からスタートしている「データヘルス計画」に積極的に取り組み、計画の中心
にある事業主と当健康保険組合とのコラボヘルスにより、組合員とその家族の健康増進に努めます。また、当健康保険組合の特
長である「ＩＨＩグループ総合健診・健康サポート」はさらに充実を図り、病気の早期発見・早期治療につなげ、将来の医療費支
出の抑制を実現できるものと考えております。
　微力ではありますが、当健康保険組合の発展に全力をあげて取り組んでまいりますので、事業主ならびに加入されている皆さま
には、前理事長同様、引き続きご協力とご支援を賜りますようお願い申しあげ、就任のご挨拶とさせていただきます。

新理事長　志田　真人

前理事長　長野　正史
　このたび、平成２８年４月１９日をもちましてＩＨＩグループ健康保険組合の理事長を退任いたしました。平成２４年４月に就任し
て以来、事業主ならびに加入されている皆さまには格別のご支援・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　就任以来の４年間を顧みますと、平成２０年度に創設された高齢者医療制度への納付金負担の大幅増加で毎年別途積立金を
とり崩す状況が続いており、財政基盤の安定化を図るため、やむを得ず平成２５年度に保険料率を引き上げさせていただきました。
その一方で、ＩＨＩグループ総合健診・健康サポートのさらなる充実、医療費適正化対策、ＩＨＩ播磨病院の運営改善、保険
証のカード化、ＩＨＩグループ蓼科山荘の５年ぶりの再開、ＩＨＩグループ伊豆高原荘の本格的なリニューアルなど、多様な事
業を実行してまいりました。
　また、国民の健康寿命の延伸を目指して、すべての健康保険組合に対し平成２７年度からデータヘルス計画の実施が定められ
ました。医療費データと健診データを活用・分析し、より効果的な事業を展開していくデータヘルス計画は、皆さまの生活習慣病
予防を支える保健事業の要として発展していくことを期待しております。
　さらに、健康サポート面ではグループ全体で「健康チャレンジキャンペーン」を実施し、定着しつつあります。このよう
にＩＨＩグループとのコラボヘルスも進み、ＩＨＩが経済産業省・東京証券取引所より「健康経営銘柄 ２０１６」に選定された
ことに大いに貢献しました。
　皆さまのこれまでのご厚情に感謝申しあげますとともに、今後とも当健康保険組合が皆さまの健康維持・増進に貢献できる
健康保険組合として発展することを祈念し、退任のご挨拶とさせていただきます。
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 　管理栄養士による簡単ヘルシーレシピのご紹介！
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「Salu!」とは、スペイン語の「salud」という単語の造語で、平成 20 年に新誌名を公募し、たくさんの応募をいただいた
中から決定しました。「salud」は、「健康」という意味があり、スペインでは乾杯をするときに「健康でいられますように」
との願いを込めて「salud」と言うそうです。『Salu!』を読んで健康になりましょう♪
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2



20歳の時より、体重が10kg 以上増えた 運動不足だ

お腹が、ぽっこり出ている タバコを吸う

睡眠がとれていない ストレスがたまっている

➡ お問い合わせは、19ページ（健康推進グループ）をご覧ください。

健康のご相談は、保健師にお任せください！

～相談方法は２通りあります～

～被扶養者の皆さまへ～

IHI グループ総合健診の申込みの季節がやってきました。

今年こそは改善したい ! そんなあなたの味方です。

健康サポートのご紹介です!

健保組合では、保健師がいろいろな方法で被扶養者の皆さんの健康づくりをサポートしています。
「どの検査を受ければいいの？」「生活習慣を見直したい気持ちはあるけど…」「健診結果がよくわからない」など、
そんなあなたの日ごろの疑問や気持ちに、私たち保健師がお悩み解決のお手伝いをします。

今年こそ、
万全な状態で健診を受けたいわ！
今から何すればいいの？

糖尿病が心配だわ。
 検査項目は何をみればいいの？ 

食事は？運動は？

日ごろの体調の悩みや家族のこと、
育児や介護のこと、きいてほしいな。

★健診の前に確認したい６つのこと★　 チェックがつく方は、まずはお気軽にご相談ください。

①電話相談 ②健診会場での健康相談
　「保健師に相談したい」とお伝えください。
★ご家族の健康は、各地区の担当保健師６名が対応いたします★

間仕切りの中で行なうためプライバシーは守られます。

女性同士なので、和気あいあいの雰囲気ですよ！

もちろん無料です♪

各地区の
健康推進グループ 担当保健師

東地区 大八木・平林・木村

相生地区 穴井

呉地区 西村・後藤

お気軽に

ご連絡ください！
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会 社

シメは、
にするぞ～♪

何考えてるん
ですか！？
シメのラーメンが
メタボのもとって
知ってます？
信じられない ! !

伊豆子さんに怒られちゃった。もしかして、
僕のこと気にしてくれるのかな♡　おっと、

明日も仕事だし、早く寝よう。

芽田堀くん！！
ボヤっとしてる
場合じゃないぞ！
君も６年目だ。
ビッグプロジェクト
担当してみるか？

課長

新人

えぇ？？

いいんですか。

そろそろ責任ある仕事を
やってもイイころだろ。
そうだな～　蓼科さんも
チームに入ってみるか？

はい

よし、やる気が

出てきたぞ！

４月新入社員歓迎会

芽田堀 築男
風邪をひかないことこそが、健康と思っている健組重工の営業マン。入社 6年目の 28歳・独身。現在、身長 165㎝・体重 80㎏、徐々に太り気味。
でも、気にしないマイペースな性格の持ち主。健診後、保健師から保健指導の面談を勧められているが、おっくうになっている。

第1回
ゆく！

芽田堀くんが
マンガ版

乾杯！
　  限界に
挑戦するぞ～♪

『芽
め

田
た

堀
ぼ り

 築
つ く

男
お

28歳。
健康に目覚める』
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私は、優しくて、イケメンで、
スーパーマン
みたいな人に
憧れています。

私は、優しくて、イケメンで、
スーパーマン
みたいな人に
憧れています。

ヤ
ッ
タ
ー
！

伊豆子さんと一緒に

仕事だ！！

今後の芽田堀くんの

挑戦をお楽しみに！

いい経験になるから、
君も手伝ってくれ！
３人のチームだ。

はい

幹
事
や
り
ま
す
！

─つづく─

しばらくして…
自然と理想の
タイプの
話になり…

翌
朝
…

優しさと顔は大丈夫だけど、メタボがなぁ。。。

ちょうど、保健師さんとの面談があるから、

ダイエットの相談をしてみようっと。

今の僕じゃ、

伊豆子さんの

タイプから、

かけ離れて

いるなぁ。。。

大きいプロジェクトだから、
がんばれよ！

まずはキックオフ飲み会やるぞ。

まずは、成功を

期して乾杯！

はい、わかりました。
両先輩と一緒なんて、光栄です。
よろしくお願いします。

　 かんばろうネ！よろしく！

隣に座りた
かったな…

僕の好みのタイプは、
知性があって、
おとなしくて、
カワイイ人です！

蓼科 伊豆子（たてしな　いずこ）
芽田堀くんのいる営業課のアイドル的な女性23歳。とにかく明るく男女ともに人気者。

せっかく２人で
やれると思った
のに…残念だな。
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平成28年度　IHIグループ健康サポート

笑顔あふれる90分！かんたん美姿勢ウォーキング！
H27年度は、ポスチュアウォーキングを
各地区にて、13回開催しました！

▲ 広島会場（10月 28日　呉市広まちづくりセンターにて）
▲ 大阪会場（11月 6日　大阪総合生涯

学習センターにて）

▲ 長野会場（11月７日　キッセイ文化ホールにて）

♡ キレイになるモチベーションがあがりま
した。

♡ 正しい姿勢を作ることが大事だとわかり
ました。

♡ 家の中や外など、簡単にどこでもできそ
うだと思いました。

♡ 身体のゆがみは、歩き方にあるとわかり
よかったです。

♡ 来るときには股関節が痛かったのに帰り
に痛みがなくなりました。

♡ 姿勢をよくするのは、気持ちがいいなと
つくづく思いました。

参加者の声

ポスチュアウォーキングとは…？

ポスチュア＝姿勢という意味です。正しい姿勢で
歩くだけで、十分な筋トレになります。心と体の
姿勢が良くなる美しい歩き方のレッスンです。

ポスチュアウォーキング 検 索

できるが見つかる ! 健康教室

6



参加できなかった方は、
IHI グループ健康保険組合のホームページから
役立つ情報をGet! ! !

➡ お問い合わせは、19ページ（健康推進グループ）をご覧ください。

Step2

Step3

Step4

Step1 けんぽホームページにアクセスして、健康づくり  をクリック
http://www.ihikenpo.or.jp

健康づくり  の中にある 手軽に運動  をクリック

手軽に運動  の中にある 美姿勢ウォーキング  をクリック

ウォーキングのコツがたくさん♪　さっそく実践 ! !

総合健診総合健診総合健診 健康づくり健康づくり健康づくり健康づくり んここんなときどうする？こんなときどうする？こんなときどうする？ここ 申請書一覧申請書一覧申請書一覧 保養所保養所 くよくあ 問よくある質問よくある質問

保健師による
健康サポート

健康相談
窓口

健康づくり
応援サイト

今日から
禁煙

手軽に
運動

電話相談・メ
ンタルヘルス

当組合では、皆さまの心と体の健康をサポートしています。

一人ひとりがご自分の生活を振り返り、より健康的な生活習慣を身に付けることができるよう応援しています。

健康づくり

  元気になれるヨガ  美姿勢ウォーキング  メタボビクス・ウォーク  動画でチャレンジ

手軽に運動

普段の歩き方から健康に！心も体も変化する美しいウォーキング♪

姿勢よく歩くことで、ダイエット効果はもちろん、腰や膝などの体の痛みが軽減し、
さらには血糖・血中脂質・血圧の改善が期待できます。

目線をあげて、楽しみながら歩くのが続けるコツです。
早い場合は、２週間ほどで効果が現れてきます。
続けていると、自分の体が好きになり、自信を持てるようになります。
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保健師の
『へるしーあい』
保健師の

『へるしーあい』

第28回

おひとりで悩んでいる方は
いませんか？
こころの病気は、誰でもかかり得る病気です。からだの病気と同じように、不調に気づいたら、
早めに適切な治療を受けることが回復にとって重要です。
ご自身や周囲の方たちが、こころの病気を抱えながら安心して暮らしていくためには、
こころの病気と向き合って、正しく理解することが大切です。

一般的には、「真面目、几帳面、責任感が強い」人はストレスを感じやすく、こころの病気になりやすいと
いわれていますが、こころの病気の発症には、多くの要因が相互に作用し合っています。
なかでも影響が大きいのは、「環境の変化」です。〝悪い〞変化だけでなく、〝良い〞変化も含まれます。

こころの病気は、自分では気づきにくい場合もあります。
気になる症状が2週間以上続くときや、周囲の人の不調に気づいたときは、
ひとりで抱えず、早めに相談しましょう。

春は、異動や昇進、就学、引っ越し等、
環境の変化が多い季節ですので、注意が必要ですね。

ポイントは、
「いつもと違う…」
➡ その人らしくない行動
が続くこと

●身だしなみが乱れてきた
●感情の変化が激しくなった
●表情が暗い
●トラブルが増えた
●他人の視線を気にする
●遅刻や休みが増えてきた　など

●気分が沈む…
●何をするのにも元気がでない
●気持ちが落ち着かない
●不安な気持ちになる
●なかなか寝つけない
●夜中に何度も目が覚める　など

こころの病気になりやすい人

こころの病気の初期サインに気づく
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こころの病気については、様々な相談機関や支援機関があります。
「誰に相談してよいか分からない…」と困っていることはありませんか？
ひとりで抱えずに、ぜひ相談してみてください。

こころの健康状態が気になるとき、家族や友人、同僚等に相談することができれば
大きな安心感につながります。
私たち保健師にもお気軽にご相談ください。
困ったときに支え合えることが大切です (*^_^*)

身近な人たちと支え合う♡

お住まいの地域にも、相談できるところがあります

➡ お問い合わせは、19ページ（健康推進グループ）をご覧ください。

 保健所
　こころの健康、保健、医療、福祉に関する相談、思
春期問題、ひきこもり相談など幅広く専門的な相談を
行なっています。

 精神保健福祉センター
　こころの健康についての相談、精神科医療について
の相談、社会復帰についての相談、思春期・青年期問
題の相談、認知症高齢者相談など、精神保健福祉全般
にわたる相談を行なっています。

 市町村（保健センター）
　保健、医療、福祉について、地域住民により身近で
対人サービスを基本とした相談を行なっています。

 専門医療機関
　精神科、精神神経科、心療内科、神経内科

★受診先が分からない場合は…
　最近では、「メンタルヘルス科」などが使われている
こともあります。
　診療科目名だけから判断しにくい場合は、電話で確認
してみることをお勧めします。

参考資料：厚生労働省HP～みんなのメンタルヘルス～

➡ 詳しくは、けんぽホームページまたはバックナンバー（『Salu!』No.101 P7）をご確認ください。
　 ※バックナンバーはけんぽホームページからもご覧いただけます。http://www.ihikenpo.or.jp

メンタルヘルスカウンセリング
●臨床心理士等、専門スタッフが対応します。
●当健保の保険証をお持ちの方であれば、どなたでもご利用いただけます。

☞専用ダイヤル：0120‒922‒479（無料）
※プライバシーは守られます
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平成28年度　IHIグループ総合健診

IHIグループ総合健診がはじまります
平成28年度

無 料 簡 単 選べる

健康診断は、１年に１回、受診しましょう

５月より、対象となる皆さま※へ、総合健診のご案内を送付しています。ピンク色の封筒が届いたら、
すぐに中身を確認し、健診の申込みをしましょう。
※H29.3.31までに20～74歳になる方

●健診を希望されない場合であっても、受けない理由を記入し、ハガキを投函してください。
●健診申込み後、日程変更や受診のキャンセルをするときは、事前に健保へご連絡をお願いします。
●5月下旬になっても健診案内が届かない場合は、健保組合までご連絡ください。

健保
からの
お願い

◎ご注意ください！
※ 巡回健診の会場には定員があります。人気のある会場は早い時期に定員となってしまいますので、
早めにお申込みください。

※ 健診会場や健診機関によって、受診できる検査項目が異なります。案内に同封している冊子で、希望
の検査項目があるか、ご確認ください。

※ ハガキの記入漏れが増えています。記入漏れがあると申込み手続きができない場合がありますので、
投函する前に、記入漏れがないか確認してください。

◎申込みは簡単◎

　40歳以上の方が選択できる「大腸がん検査」の検査
方法が変わります。
　従来、1回分の便を採取し、健診当日に持参していた
だいておりましたが、検査の精度を高めるため、2回分
の便を採取していただくようになりました（一部の健診
機関では、すでに導入しているところもあります）。

 Q 2 回って、いつといつの便を採ればいいの？
 A➡ 健診受診日当日と、1日前または 2日前の便を採っ

てください

 Q 便秘気味で1回分しか採れないときはどうするの？
 A ➡1回分だけ持参してください

●案内が届いたら…

申込む選択できる検査を選ぶ健診機関を選ぶ
案内に同封されている申込
みハガキに、必要事項を記
入しポストに投函♪

無料でがん検査等を受けること
ができます！
（一部年齢制限あり）

●巡回健診
　短時間で受けられる！ 1,500会場以上
　一部託児あり！

●指定医療機関
　日程が自由に選べる 2,600ヵ所以上

健 診 車

●大腸がん検査が変わります●

女性医師・
女性スタッフが
対応してくれて
安心できました。

丁寧な対応を
していただき、
ありがとう
ございました。

いつもスムーズで、
早く終わるので
助かります。

毎年、
好評です♪

10



➡ お問い合わせは、19ページ（健康推進グループ）をご覧ください。

専用ダイヤル（無料） 0120‒922‒479
保険証をお持ちの方ならどなたでも利用可能
詳しくは、けんぽホームページをご覧ください。http://www.ihikenpo.or.jp
メンタルヘルスに関する記事は、8ページをご覧ください。

電話
健康相談を
ご利用くだ
さい

プライバシー厳守

p

専門スタッフが
さまざまな悩み
にお応えします

◎昨年度の申込み状況（女性被扶養者）◎

0%

20%

40%

60%

80%

100%

１．申込み状況

３．選択できる検査の希望割合

２．年代別

◆年齢別希望割合◆年齢別希望割合

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 40代 50代 60代 70代

乳
が
ん

大
腸
が
ん

大腸がん 胃がん 骨密度乳がん 子宮頸がん

骨
密
度

骨
密
度

胃
が
ん

子
宮
頸
が
ん

子
宮
頸
が
ん

90%超

●「受けない理由」を含め、89%の方から回答をいただきました
●対象者のうち、67%が受診を希望

●30代、40代の若い年代の申込みが半数を占めています

●30代、40代の90%以上が、乳がん検査を希望
●乳がん検査の種類では、20代・30代は超音波検査（エコー）、
　40代以上はマンモグラフィが多く選ばれています
●全体の70%以上が、子宮頸がん検査を希望

●50代・60代は骨密度検査、大腸がん検査の希望が多く
　なっています
●胃がん検査の希望は、全体的に少なめです

受けない
理由を回答
22％

未回答
11％

巡回健診を
希望
32％

指定医療
機関を希望
35％

60代
16％

50代
24％

20代
6％

70代
1％

30代
20％

40代
33％
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➡ 定額負担の詳細に関しては、医療機関にお問い合わせください。

大きな病院に受診したら、
いきなり負担増 !?
紹介状を持たずに大病院※を受診すると、初診料とは別に定額負担が義務づけられました。

その金額は医科 5,000 円以上（歯科 3,000 円以上）となります（救急等を除く）。

※特定機能病院・500床以上の地域医療支援病院をいう。

再診料※は、医科 2,500 円以上（歯科 1,500 円以上）となります。

※ 再診料については、大病院が他の診療所などに文書による紹介を行なったにもかかわらず、再び大病院を受診した患
者に適用されます。

医療費（保険診療）

7割
保険給付

（健保組合負担）

3割
一部負担金
（患者負担）

定額負担
（患者負担）

最近、やっぱり
頭が痛いなぁ

頭が痛い
患者さん

頭が痛い
患者さん

かかりつけ医に
受診

紹介状ありで受診

紹介状なしで受診

詳しい検査が必要
なので、紹介状を
出しますね。

患者負担＊：3割のみ

患者負担＊：３割＋定額負担5,000円以上

定額負担
なし

定額負担
あり! !

大病院

大病院

病院・診療所等

患者負担：3割
（紹介状代を含む）

平成28年
４月
法改正

法改正のお知らせ

　定額負担が義務づけられた背景は、医療機関の役割分担をさらに進めるためです。

　　　　　身近な病院や診療所 ：通常の外来受診の治療

　　　　　特定機能病院など ：高度な先進医療を必要とする入院患者などの治療

＊ 患者の負担割合は、年齢等
により異なります。

12



クロスワード

頭の 体 操

クロスワードを解いてA～Ｅ
をつなぐと答えになります。

（出題／福永　良子）

◆ヨコのカギ
① たとえば奈良とかローマとか
③ 四捨五入なら、四以下の数は…
⑥ 満ち足りてなんの不満もない状態
⑧ 諺で、出ると打たれるといわれるものは
⑨ 絵具やクレヨン、墨などで描くアート
⑩ 定期的に受けて病気は早めに発見を
⑫ 書類などにぺたんと捺すもの
⑬ 高齢男性のことを昔風にいうと？
⑮ 健康にも美容にもいい、正しい○○○
⑰ 三角の帆をあげて海をゆく舟といえば
⑲ むいてもむいても皮ばかり
◆タテのカギ
① 体だけでなく、この健康も大切です
② 法隆寺の境内に建つ、五重の…
③ 日本のパスポートの表紙の紋章は、何の花？
④ 助けて！ と求めるものは？
⑤ 紹介状なしで大病院にかかると○○○○負担が求められます
⑦ スターなどに熱中する人々のこと
⑨ エコライフで守りたい、大事な…
⑩ ビルや土木施設などを造ること
⑪ 力士が土俵にまく調味料といえば
⑫ 家を支えてくれる縱の材
⑭ 春の次に訪れるシーズンといえば
⑯ 激しい運動のあとはあがりがちなもの
⑱ マグロの身の脂肪の多い部分です

●資　格　被保険者および被扶養者の方
●応　募　中とじの返信用ハガキに、次のことをご記入のうえ、お送りください。
　　　　　①春号のクロスワードの答え　②アンケート　③ご意見
●締　切　5月 31日（火）（当日消印有効）
●賞　品　正解者の中から抽選で２名様に記念品をお贈りします。
　　　　　なお、当選者の発表は記念品の発送をもってかえさせていただきます。
●注　意　応募は一世帯一通とします。

※ 応募により取得した個人情報は、クロスワードの抽選・記念品の発送のみに使
用いたします。

応　募　要　項
※蓼科山荘・伊豆高原荘・全国契約保養所で使用できます。
　契約保養所の場合、ご利用できる施設に制限があります。

前回の正解　『フユサルー』

　　正解者　342人

A

B

1

10

2 54

15

13

3

87

9

12

18

14

11

Ｄ

E C

6

19

1716

D ECBA

➡ お問い合わせは、19ページ（総務グループ）をご覧ください。

E

CB

1

10

2 54

15

13

3

8

7

9

12

18

14

11

Ｄ

Ａ
6

19

1716

コ ク フ ク 　 ア サ

ル ク ス 　 シ カ イ

セ 　 マ ナ ー 　 ケ

ツ ユ 　 カ ン バ ン

ト ウ シ ユ 　 カ サ

　 レ 　 ビ カ ン

ゴ イ ン 　 ク ス リ

◎記念品は保養所ペア宿泊券（一泊２食付）

解答は１9ページを
ご覧ください

まちがいさがし
　ちがう表情の芽田堀くんが 3人います。
どこでしょう？
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就職した

「被扶養者資格確認調書」を今年も実施します（７月ごろ実施予定）

今年も実施いたしますので、ご協力お願いいたします。
「被扶養者資格確認調書」でも扶養からはずれる手続きはできますが、すみやかに保険証の
手続きをお願いいたします。

健保組合からのお願い

お願い

１

ご家族の保険証の手続き
忘れていませんか？

保険証の
手続きに
ついて

　健康保険で扶養している家族（被扶養者）の方が、就職で他の健康保険に加入
した場合など、手続きが必要になりますので当健保に届出をお願いします。

雇用保険（失業給付金）
を受給する

●扶養からはずれる日

　就職先の保険証の資格取得年月日

●扶養からはずれる日

　雇用保険（失業給付金）受給開始日
※雇用保険（失業給付金）は収入となり、１日あたりの
　受給額（日額）が収入の基準額（右表参照）を超える場合

ハローワーク

14



➡ お問い合わせは、19ページ（適用給付グループ）をご覧ください。

マイナンバー（個人番号）制度導入に伴う手続き書類について

　各種届出や申請書にマイナンバーの記載が必要となるのは、平成29年１月以降（予定）の届出からです。
平成28年12月までは、届出に必要な添付書類を提出する場合、マイナンバーの記載がない書類（住民
票など）をご用意ください。
　なお、マイナンバーが記載された書類（住民票など）の交付をされた場合は、マイナンバー部分をマスキ
ング（黒く塗りつぶす等）したうえで提出するようお願いいたします。

　当健保のマイナンバーに関する取り組みは、次のページをご覧ください。

マお願い

2

アルバイトやパートの
収入が増えた

●扶養からはずれる日

　収入の基準額（下表参照）を超える収入が発生した日
※ 基準額を超えてからはずれるのではなく、１年間の予定収入が超える見込み
になったとき（収入内容に変更があったなど）

年齢など 基準額

◎60歳未満 年間130万円未満（月額108,334円未満・日額3,612円未満）

◎60歳以上または障害年金
　を受給している方 年間180万円未満（月額150,000円未満・日額5,000円未満）

◎被扶養者の年間収入が基準額以内でも、被保険者の収入の２分の１以上の収入がある場合

◆収入の基準額 … 給与・賞与・諸手当・交通費など、すべて含んだ税金控除前の総収入額

提出書類

書類提出先

●被扶養者異動（増員・減員）届

●保険証

●雇用保険受給資格者証（表面・裏面の写）（雇用保険を受給する場合のみ）
※扶養からはずれる日を確認するため、別途、証明書類などを提出していただく場合があります。

●在職中の方：各会社担当課へ

●任意継続の方：当健保へ郵送

けんぽホームページから入手できます。

http://www.ihikenpo.or.jp
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健保組合加入者の皆さんへ

マイナンバーの通知カードを
お持ちですか（個人番号）

　平成28年１月からマイナンバー制度が始まりました。昨年

から順次、「通知カード」がお住まいの市区町村から郵送され、

国民一人ひとりに固有のマイナンバー（個人番号）が通知され

ていますので、大切に保管してください。

イナンバーは今後どう使われるの？

んな届出にマイナンバーの記入が必要なの？

■使用開始までのスケジュール

マ

ど

　平成29年１月から、健康保険の各種申請書や届出書等にマイナンバーの記入
が必要となります。また、マイナンバーは健康保険だけでなく、年金・雇用保険・
税金等の各窓口で連携できるように、番号法※やその他の法律・条令で定められ
た手続きで、共通で使うことになります。

　◎健康保険以外の開始時期は制度によって異なります

　◎保険証にはマイナンバーは記載されません

※ 番号法とは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」のこ
とです。 

　平成29年１月から、被保険者資格取得の届出、被扶養者の届出、
療養費、傷病手当金、出産育児一時金の支給申請、限度額適用認定の
申請等の様式にマイナンバーの記入欄が設けられる予定です。

※平成27年３月時点の厚生労働省省令改正（案）に基づく

平成28年 1月～ 平成28年中 平成29年 1月～ 平成29年 7月～

制
度
実
施
ま
で

マイナンバー制度
開始

個人番号
健保組合へ提出

健保組合での
マイナンバー
利用開始

情報連携開始

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん
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ご協力お願い
します。

➡ お問い合わせは、19ページ（総務グループ）をご覧ください。

出書類を送る前に

健保加入者のマイナンバーについて

◆マイナンバー制度とは？

届

当

　平成28年12月までの健康保険の届出書類に、マイナンバーが記載されて
いる場合は、マスキングしたうえで提出してください。
　送付いただく前に、マイナンバーの記載がないことを確認してください。

　例）　マイナンバーが記載された住民票など

　現在、当健保に加入されている皆さんについては、平成 29 年１月までにマイナンバー
の提供をしていただく予定です。
　目的は、皆さんの情報とマイナンバーを結びつけるためです。
提供方法や時期など、くわしくは、『Salu!』などでお知らせします。

　もし、マイナンバーが記載されている場合は読み取れないようにしてから、
提出してください。
15 ページの「健保組合からのお願い２」もあわせて確認してください。

当健保は、被保険者及び被扶養者の個人番号を、番号法別表第１の第２項「健康保険法による保険給付の支給
又は保険料等の徴収に関する事務」において、適用、給付および徴収業務で利用する予定です。

【マイナンバー（個人番号）の利用目的について】

電子メール等でマイナンバー（個人番号）の提供をお願いすることはありません。
健保名で不審なメールが届いても開封・返信しないでください。

当健保の取り組みについて

にににににににににににににににににににににに
確認

ご注意

マイナンバーは
マスキング
してください

　社会保障・税番号制度（内閣官房）のホームページをご覧ください。
ホームページ内にある FAQ（よくある質問）もご活用ください。
　　   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
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当健保の予算と事業運  営方針をお知らせします
平成 28 年度予算の特徴平成 28 年度予算の特徴

黒 字

•収入

•支出

１人当たり合計

758,457円

730,371円

28,086円

当健保合計

213億3千8百万円

205億4千8百万円

7億9千万円

保険料
599,469円

医療費
292,491円

納付金・支援金
226,148円

病院費
127,746円

病院収入
132,883円

その他
26,105円

その他
83,986円

保険料

62.3％
医療費
保健事業費
その他

37.7％
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金

など

高齢者の医療を
支えるための費用
高齢者（65 歳～ 74 歳）
の多い国民健康保険を支
援するための納付金や、
後期高齢者医療制度（75
歳以上）に対する支援金

加入者のために
支出する費用

被保険者・被扶養者の
ために支出される医療
費や健診のための費用
など

被保険者（本人）1 人当たり額で予算をみると…

保険料の使われ方は…
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■ IHI グループ健康保険組合　お問い合わせ一覧表
業務内容 連絡先／電話番号・ファミリーネット

健康推進
グループ

• IHI グループ総合健診
•健康サポート
•健康チャレンジキャンペーン
•健康教室

東地区・その他の地区 ０３－６２０４－８４０1

相生地区 ０７９１－２２－０６５１

呉地区 ０８２３－２１－７７５６

適用給付
グループ

健康保険の手続き
・健康保険証に関すること
・保険給付金の請求、支給に関すること
・限度額認定証の発行に関すること
・交通事故等に関すること　　　など

０３－６２０４－８４００
⑨－４０－８４００

総 務
グループ

保養所について
※ご予約は保養所へ

ＩＨＩグループ伊豆高原荘 ０５５７－５４－２６６２

ＩＨＩグループ蓼科山荘 ０２６６－６７－６３１０

その他 ０３－６２０４－８４００
⑨－４０－８４００ ＱＲコード

けんぽホームページ
http://www.ihikenpo.or.jp

P11　まちがいさがしの解答

 営方針をお知らせします

平成 28年度の介護保険料率は、前年度と同率の1.26％に決定しました。

ＩＨＩグループ健康サポート
〈加入者全体の健康レベルの向上を目指す〉
① 対象者の希望に沿った個別アプローチによる
支援継続

②健康教室の継続実施
③健康チャレンジキャンペーンの拡大

など

医療費適正化
〈増え続ける医療費を抑制〉

① ジェネリック医薬品の利用促進（差額）通知
の継続実施
②レセプト内容審査の継続
③接骨院・整骨院のかかり方
　ＰＲ強化

ＩＨＩグループ総合健診
〈各地区の実情に応じた施策〉

① 女性被保険者がん検査の受診奨励方法の改善・
ＷＥＢ申込みの充実

②事業所にタイムリーな情報提供
　（総合健診実施状況、医療費等）
③ 事業主と健保組合が協力し推進して
　いく「コラボヘルス」の展開
　　　　　　　　　　　　　など

病院・保養所
①ＩＨＩ播磨病院
　・リハビリテーションセンターの機能充実
　・透析センターの拡大
②訪問看護ステーション
　・在宅患者の急変時対応強化
③伊豆高原荘
　・未使用の土地を有効活用化
④蓼科山荘
　・建物の改修工事を実施
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◎ IHI 播磨病院　管理栄養士による簡単レシピのご紹介！
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IHI 播磨病院　管理栄養士の

ヘルシーレシピ
こんにちは。IHI 播磨病院で管理栄養士として勤務している奥藤博子です。
春の行楽シーズンとなりました。お花見やピクニックなど、お弁当をつくる機会も多くなります。そこ
で、簡単・手軽・アレンジ自在の、トマトソースを使った卵料理のレシピをご紹介します。お弁当の卵
料理といえば卵焼きが定番ですが、仕上げのひと工夫で、オムレツにもピザにもなる卵料理レシピです。
今日のお弁当は、オムレツかな？ピザかな？と好奇心をそそられる楽しい一品ですよ。

の作り方仕上げで変わる
オムレツ風に仕上げたいとき フライパンでそのまま蒸し焼きにすると、ふんわりチーズのトマトオムレツに早変わり。

ピザ風に仕上げたいとき チーズをかけたあとにもうひと手間かけて、オーブンで焼くと、チーズの焦げ目から、
香ばしい風味がでます。

 材料（4人分）
•卵…………………… 4個
•小口ネギ…………… 20g（約２本）
•牛乳………………… 60ml
•塩…………………… 0.8g
•無塩バター………… 12g
•粗挽き黒こしょう… 適量
•とろける細切りチーズ … 60g
【トマトソース】
　トマトホール缶 ……… 160g
　玉ねぎ……………… 20g（中玉1/8）
　にんにく…………… 0.4g（1片の 1/10弱）
　油…………………… 4ml（小さじ1杯弱）
　ローリエ…………… 1枚

 作り方
① 卵をほぐし、牛乳・小口ネギ・塩を混ぜる。
② フライパンにバターを熱し、卵を流し入れて、半熟のスクランブルエッグを
作り、平らに形を整える。

③ 【トマトソースを作る】
　 玉ねぎ・にんにくをみじん切りにして油で炒め、缶からトマトを取り出して、
つぶしながら加える。ローリエを入れて10分間煮込む。

④ ②の卵生地の上に③のソースをのせて、黒こしょうを振ってチーズを散らす。
⑤ 仕上げのアレンジは、今日のあなたの気分におまかせ！

1人分：170kcal
塩分 0.8g（チーズ含む）
調理時間10分

撮影協力：IHI 播磨病院　西田英之

★忙しいときには…★
• 市販されているトマト
ソースでも代替できま
す。その場合は、玉ね
ぎ・にんにく・油・ロー
リエは不要です。

　★調理のワンポイントアドバイス★

♦ スクランブルエッグを作るときは、空気を入れるようにふわっ
と混ぜましょう。
♦ あっさり味に仕上げたいときは、トマトソースではなく、生ト
マトがおすすめ。その際は、コロコロに切ったトマトをのせます。
♦ ヘルシーレシピは、塩分とカロリーが控えめ！というのがポイ
ントです。塩とバターとチーズは必ず計量して、塩分のとりす
ぎやカロリーオーバーにならないようにしましょう！

あなたはどちらがお好み？


