
 

 
 

令和４年度 事業計画 
 

Ⅰ 情 勢 

令和３年は、新型コロナウイルス感染症の発生から２年が経過し、ワクチン接種は

進んでいるものの、「第５波」が全国を襲い、緊急事態宣言が発令、延長されるなど、

人々の健康、経済や社会情勢に甚大な影響を及ぼしました。年が明けても、オミクロ

ン株などによる感染が急拡大しており、未だ収束への道筋は見通せない状況で、感染

拡大防止と経済再生の両立という極めて困難な課題を突き付けられています。 

このような状況のなかで全国の健保組合の財政状況は、健康保険組合連合会（健保

連）の発表によれば、令和２年度は、コロナ禍の影響で給与・賞与が伸び悩み、保険

料収入が減少する一方、受診控え等により医療費も大きく減少したことにより、経常

収支は黒字となりました。しかし、令和３年の途中からは医療費は増加に転じ、賃

金・物価を上回る状況が続いており、財政の圧迫が懸念されています。加えて、本年

からは、団塊の世代が75歳に到達し始め、支え手が減少するなか、高齢者医療費の増大

が見込まれており、健保組合財政が一層深刻化する恐れがあります。 

政府は全世代対応型の社会保障制度の構築をめざし、後期高齢者の窓口負担原則２割

の制度改正を決定し、令和４年後半の施行を予定しています。しかし、制度の持続性

を確保するには充分とは言えず、現役世代の負担軽減に向けた改革が一層進むことが

望まれます。 

こうしたなか、健保連と全国の健保組合は、皆保険を守るため、全世代で支えあう制

度の構築をめざし、「国民が安心できる安全で効果的な医療の実現」、「現役世代の負担

軽減と世代間の公平性確保」、「健康寿命の延伸に向けた保健事業のさらなる推進」の 3

点を令和３年10月の「健康保険組合全国大会」において決議しました。 

今後も厳しい社会経済情勢が続くと見込まれており、この 3つの柱を中心に、国民皆

保険制度の維持・発展に向けて実効ある制度改革と必要かつ十分な財政支援を国に求

めつつ、健保組合自らも、健康づくりの更なる実施、ＩＣＴ化への対応等に着実に取

り組み、そのうえで、これまで以上に保険者機能を高めていくことが求められていま

す。 

当健保組合は、令和元年度の特定健診・特定保健指導の実施率及び令和２年度におけ

る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が減算対象保険者の基準を

達成したため、令和４年度の後期高齢者支援金が減算される見込みとなりました。事

業主をはじめ、関係者の皆様のご協力に感謝申し上げます。  



 

 
 

Ⅱ 基本方針 

医療の高度化や、高齢化の進展に伴う高齢者医療の国への納付金の増大等、健保組

合の運営をめぐる情勢はますます厳しさを増しています。加えて、新型コロナウイル

ス感染症予防等に関する対策も引き続き求められています。当健保組合は、4月1日で設

立80周年を迎えます。今後も、基本理念である「健保があってよかった・・・」といわ

れる健康管理と保険に関するコンサルタント健保になることを目指し、「経営目標」及

び「私たちの行動目標」の考え方に沿って、加入者の健康の保持・増進のための保健

事業や、医療費の適正化対策に向けた各事業を積極的に展開します。 

 

 

Ⅲ 保険料率の設定 

１．一般保険料率   10.00％（据え置き） 

 
令和４年度の一般保険料率は、現行の10.00％を維持します。 

（一般保険料率・負担割合） 

項 目 事業主負担 被保険者負担 計 

一般保険料率 

(負担割合) 

 6.30％ 

 (63.00％) 

 3.70％  

(37.00％) 

10.00％  

(100％) 

注1:保険料率には調整保険料率を含む。 

注2:円未満の端数処理は、被保険者負担を五捨五超入。 

 
２．介護保険料率   1.80％（据え置き） 

 
令和４年度の介護保険料率は、現行の1.80％を維持します。 

（介護保険料率・負担割合） 

項 目 事業主負担 被保険者負担 計 

介護保険料率 

(負担割合) 

 1.134％ 

 (63.00％) 

0.666％  

(37.00％) 

1.80％  

(100％) 

注1:円未満の端数処理は、被保険者負担を五捨五超入。 

 

 

 



 

 
 

Ⅳ 予算編成の概要 

１．予算算出の基礎数値 

（１）一般勘定 

① 被保険者数 12,660名 

② 平均標準報酬月額 315,000円 

③ 総標準賞与額 11,679,318,000円 

④ 保険料率 10.00％ 

 

【負担内訳】 事 業 主 6.30％ 

被保険者         3.70％  計 10.00％  

 

【内  訳】 基本保険料率 5.7718％ 

調整保険料率 0.1300％ 

（小  計） 5.9018％ 

特定保険料率    4.0982％  計 10.00％  

 
 

（２）介護勘定 

① 概算納付金の算定に用いる第２号被保険者見込数 8,860名 

② 保険料対象被保険者数 6,885名 

③ 平均標準報酬月額 360,000円 

④ 総標準賞与額 7,500,553,000円 

⑤ 介護保険料率 1.80％ 

 

【負担内訳】 事 業 主  1.134％ 

被保険者 0.666％  計 1.80％  

 

 

 

 



 

 
 

２．収支予算の概要 

（１）一般勘定収入 

①保険料 

一般保険料率は、事業所の合併等による被保険者数及び賞与の減少を見込み、

前述の基礎数値に基づき5,804,633千円を計上しました。 

②国庫負担金収入 

予算編成にかかる厚生労働省通達により、合計2,526千円を計上しました。 

③調整保険料収入 

料率は、健康保険組合連合会通知により、前年度の 0.121％から 0.130％となり、

前述の基礎数値に基づき77,004千円を計上しました。 

④繰越金 

前年度決算残金見込額 782,125 千円のうち、550 千円は財政調整事業繰越金とし、

残金781,575千円を計上しました。 

⑤国庫補助金収入 

特定健診保健指導補助金 800 千円、その他の補助金は名目計上とし、合計 803 千

円を計上しました。 

⑥財政調整事業交付金 

健保連からの高額医療交付金として、76,000千円を計上しました。 

⑦雑収入 

利子収入 4,251 千円、退職者給付拠出金の還付見込額として補助金等追加収入

2,087千円、その他の雑入1,786千円を含め合計8,124千円を計上しました。 

 

（２）一般勘定支出 

①事務所費 

人件費、需要費等142,298千円を計上しました。 

②組合会費 

組合会開催にかかる経費等1,252千円を計上しました。 

③保険給付費 

過去の医療費の動向、診療報酬の改定を勘案し3,541,098千円を計上しました。 

法定給付費 3,456,910千円(1.21％増)  1人当り 273,058円 

付加給付費    84,188千円(1.50％減)  1人当り 6,650円 

保険給付費 3,541,098千円(1.14％増)  1人当り 279,708円 

※(％)については令和3年度予算額との対比 

④納付金 

厚生労働省の予算編成通知を基に 2,410,207 千円を計上しました。その結果、保

険料の40.98％を占めることとなりました。 

 

 

 



 

 
 

前期高齢者納付金   1,146,162千円(1.06％増) 

後期高齢者支援金   1,264,000千円(3.02％減) 

病床転換支援金        5千円(   －   ) 

退職者給付拠出金       40千円(   －   ) 

納付金        2,410,207千円( 1.13％減) 

※(％)については令和3年度予算額との対比 
 

⑤保健事業費 

特定健康診査事業費、特定保健指導事業費、保健指導宣伝費、疾病予防費等、

合計205,601千円とし、保険料の3.50％を計上しました。 

⑥還付金 

任継者の前年度に収納した前納保険料還付金として2,499千円を計上しました。 

⑦営繕費 

健保会館の管理・修繕等の費用として4,500千円を計上しました。 

⑧財政調整事業拠出金 

調整保険料収入との見合勘定となる77,004千円を計上しました。 

⑨連合会費 

健保連等諸団体への年会費、研修費等5,406千円を計上しました。 

⑩積立金 

職員の退職積立金15,000千円を計上しました。 

⑪雑支出 

400千円を計上しました。 

⑫予備費 

保険給付費および納付金等の支払いに予算不足が生じた場合に備え、351,401千

円を計上しました。 

 

（３）介護勘定収入支出 

①介護保険収入 

介護保険料率は1.80％に据置き、前述の基礎数値に基づき668,832千円を計上

しました。 

②繰越金 

前年度決算残金見込額である19,140千円を計上しました。 

③雑収入 

利子収入等3千円を計上しました。 

④介護納付金 

厚生労働省の予算編成通知を基に652,151千円を計上しました。 

⑤介護保険料還付金 

任継者の前年度に収納した前納保険料の還付金として200千円を計上しました。 

⑥予備費 

介護納付金の支払いに予算不足が生じた場合に備え、25,623千円を計上しました。 



 

 
 

Ⅴ 事業計画内容 

重点実施事項 

１．中長期財政見通しに基づく適正な健康保険料率・介護保険料率設定の検討 

医療費・納付金の適正な見通しと、事業の見直しを踏まえた収支・財務計画を作成

し、一般・介護合わせた中長期的な視点で、保険料率の設定について検討をすすめま

す。 

２．第２期データヘルス計画に基づく保健事業の実施 

「第２期データヘルス計画」における健康課題について、健診結果や診療情報等の

データ分析・効果検証を行い、健康リスクの階層（高リスク層、中リスク層、低リス

ク層、健康層）に応じた保健事業を展開し、被保険者及び被扶養者の疾病の発症と重

症化予防を図ります。 

 

（１）事業所と健保組合の連携による健康づくり（コラボヘルス）の推進 

事業所と健保組合のコラボヘルスを推進するため、データ分析システムにて健

康課題を抽出し、事業所訪問による健康課題の共有を通じ、健康づくり目標の策

定を提案するとともに、「健康経営優良法人」への申請を推進します。 

目標：健康課題の共有事業所数    15事業所以上 

健康づくり目標の策定事業所数  5事業所以上 

健康経営優良法人認定事業所   2事業所以上 

（２）被扶養者の特定健診受診率向上対策の実施 

特定健診の受診率向上のため、被扶養者の住所と特定健診の受診状況を把握し、

特定健診等のご案内や未受診者に対し受診勧奨通知を送付するとともに、パート

先等での受診者に健診結果の提供を依頼します。 

また、健康保険組合連合会静岡連合会が実施する特定健診・特定保健指導の共

同事業を利用し、年度内に受診できていない被扶養者に受診を促します。 

目標：特定健診受診者数（被扶養者）      930名以上 

健康リスクの階層 

①高リスク層 医療機関での治療が必要な方。当健保組合では、血圧値または血糖

値が一定の基準値を超えている方を高リスク層としています。 

②中リスク層 生活習慣病を発症する可能性が極めて高い方。当健保組合では、特

定保健指導が必要な方を中リスク層としています。 

③低リスク層 生活習慣に問題があり、健診結果に影響が出始めている方。 
（上記①～②に該当しないレベルの方） 

④健 康 層 健康状態に問題がない方。 



 

 
 

（３）特定保健指導実施率向上対策の実施 

特定保健指導の実施率向上のため、原則として一般健診により動機付け支援に

該当した被保険者全員に特定保健指導を実施します。 

積極的支援該当者については、特定健診の対象１～２年目の被保険者を重点的

に実施します。 

また、より多くの方への指導を実施するため、指導対象者が指導を受けやすい

モデルコースを設定するとともに、オンラインを活用した指導を実施します。（一

部外部委託） 

目標：特定保健指導 初回面談実施者数 430名以上 

 （４）口腔衛生対策の実施 

口腔衛生対策のため、これまで実施してきた健康教育や広報を通じた知識の啓

発に加え、「ＰｅｐＵｐ．Ｄｅｎｔａｌ」を実施することにより、被保険者の口腔

内のセルフチェックを行い、その状況に応じたアドバイスや受診勧奨を行います。 

さらに、新たに外部委託による歯科健診を実施し、被保険者及び被扶養者の歯

肉炎・歯周疾患の早期発見・早期治療につなげます。 

目標：歯肉炎・歯周疾患の１人当り受診日数 4.5日以下 

ＰｅｐＵｐ．Ｄｅｎｔａｌ実施率   20％以上 

３．健康情報提供ツール「ＰｅｐＵｐ」を活用した健康づくりの実施 

健康情報提供ツール「ＰｅｐＵｐ」を活用し、被保険者のヘルスリテラシー（健康

理解度）の向上や、良好な生活習慣化を促進します。 

（１）ＰｅｐＵｐによる健康情報の提供 

ＰｅｐＵｐの登録率の向上を図るとともに、個人ごとの健康状況や健康に関す

る情報を分かりやすく提供します。 

また、より多くの被保険者に「ＰｅｐＵｐ」を利用していただくため、「登録キ

ャンペーン」の実施や、未登録者への登録通知を再送すること等により、登録を

推進します。 

目標：ＰｅｐＵｐ登録率 50％以上 

ＰｅｐＵｐ利用率 15％以上 



 

 
 

 

 

（２）ＰｅｐＵｐによるイベントの開催 

ＰｅｐＵｐを活用し、被保険者のヘルスリテラシーの向上を図るための「健康

クイズチャレンジ」や、運動習慣化を支援するための「農団けんぽウォーキング

ラリー」を開催します。 

また、口腔内のリスクを確認できる「ＰｅｐＵｐ．Ｄｅｎｔａｌ」を実施し、

リスクに応じた情報提供や受診勧奨を行います。 

目標：健康クイズチャレンジ参加率     20％以上 

農団けんぽウォーキングラリー参加率 10％以上 

ＰｅｐＵｐ．Ｄｅｎｔａｌ実施率   20％以上（再掲） 

（３）事業所独自のウォーキングラリー開催支援 

被保険者が運動できる機会を増やすため、当健保組合の「農団けんぽウォーキ

ングラリー」だけでなく、事業所独自でもＰｅｐＵｐを活用したウォーキングラ

リーが開催できるよう支援します。 

目標：参加事業所 3事業所以上 

４．医療費等の適正化対策の実施 

（１）レセプト点検の実施 

レセプト（診療報酬明細書）点検をより効果的に実行するために、アウトソー

シングや社会保険診療報酬支払基金の請求前資格確認を活用し、不適正医療費の

排除を行います。 

提供する情報 

・健康年齢 健診結果をもとに、被保険者の身体は何歳相当なのかをお知ら

せします。 

・健診結果及び健康課題 
 健診結果について、基準値や同年代との比較や健康状態を分か

りやすくお知らせするとともに、健診値のレベルに合わせて生

活習慣に対するアドバイスを提供します。 

・健康コラム 専門家の監修による運動、ヘルスケア、生活習慣病、健康レシ

ピ、ダイエット等、様々なジャンルの記事を、被保険者の健康

状態に合わせて配信します。 

・医療費通知 被保険者及び被扶養者の医療費の使用状況をお知らせします。

この医療費通知のデータをダウンロードすることにより、e-Tax

での医療費控除申告に使用することが可能です。 

・ジェネリック医薬品差額通知 

 被保険者が使用した医薬品のジェネリック医薬品との差が１円

以上ある方に対し、ジェネリック医薬品差額通知を配信します

（３ヶ月ごと） 



 

 
 

また、給付対象外傷病（労災・第三者行為）の調査を行い、給付対象外傷病に

かかる支出済みの医療費を回収します。 

令和３年度見込  外部委託レセプト点検効果：300件 1,000千円 

資格過誤レセプト点検効果：300件 5,000千円 

給付対象外疾病医療費回収： 50件 3,000千円 

（２）療養費支給の審査強化 

柔道整復等の請求に対し、アウトソーシングによる施術内容の確認や健康保険

組合連合会の給付相談の活用等により審査を強化するとともに、長期施術者に対

するチラシ送付や機関誌等の広報を通じて、適正受診を啓発します。 

あんま・はり・きゅう療養費については、医科レセプトとの突合や施術経緯の

確認等を積極的に行い、治療用装具療養費については、作成経緯の調査や現物(写

真)の確認等により、適正支給に努めます。 

令和３年度見込 柔道整復療養費申請書等の返戻：140件 900千円 

（３）ジェネリック医薬品差額通知の発行 

医療費削減が期待できる医薬品の使用者やＰｅｐＵｐ利用者に対し「ジェネリ

ック医薬品差額通知」を発行します。 

また、機関誌・ホームページ等を通じて利用促進に努め、政府目標である「ジ

ェネリック医薬品の使用率80％以上」を維持します。 

目標：ジェネリック医薬品使用率 80％以上 

５．加入者への広報の充実強化 

事業主・加入者に対し、健康保険の仕組みと現状、当健保組合の事業、収支・

財務の実態等についての理解促進と、健康づくりに関する情報等を広く周知するた

め、機関誌に加え、「けんぽの手帖」や「５分でわかるけんぽニュース」を活用し、

情報提供に努めます。また、ホームページについても、Ｗｅｂ開催の講習会の動画を

配信する等、内容の充実強化を図ります。 

 

具体的実施事項 

１．適用業務  

（１）健康保険法に基づく適用・徴収業務 

被保険者及び被扶養者の資格の認定、保険料徴収のための標準報酬月額及び標

準賞与額の決定、保険料の算出及び徴収管理等の業務を行います。 

（２）電子申請等への対応 

マイナポータルを利用したオンライン申請を義務化対象外の事業所へも推進し

ます。マイナンバーカードの被保険者証利用（オンライン資格確認）に対応し、

マイナンバー情報連携を活用した、他機関への情報照会、情報提供を行います。 



 

 
 

（３）資格確認調査の実施 

被扶養者の認定の適否を確認するため、マイナンバー情報連携を活用し18歳以上

の被扶養者全員の状況調査を実施します。 

（４）被保険者・被扶養者の住所管理 

マイナンバー情報連携やオンライン資格確認、各種案内の送付等に活用するた

め、被保険者・被扶養者全員の住所を把握します。 

２．給付業務 

（１）健康保険法及び組合規約に基づく保険給付 

①法定給付 

ｱ 被保険者に対する給付 

(ｱ)療養の給付(現物支給) 

療養(薬剤支給を含む。以下同じ)に要した費用のうち、７割に相当する額を

支給し、入院時食事・生活療養費は、患者負担額を除いた額を支給します。 

(ｲ)訪問看護療養費(現物支給) 

在宅療養者が訪問看護ステーションから、訪問看護を受けた場合、その費用

の７割に相当する額を支給します。 

(ｳ)療養費 

療養の給付を受けることが出来なかったときや、コルセット・柔道整復師等

の施術を受けたとき、法定額に換算した額の７割を支給します。 

(ｴ)高額療養費 

同一月にかかった医療費の自己負担額が一定の限度を超えたときに、自己負

担額（入院時食事・生活療養費負担額は除く、以下同じ）から自己負担限度額

を差し引いた額を支給します。 

また、医療費が一定の限度を超えたときに、自己負担額が自己負担限度額ま

でとなる「限度額適用認定証」を、申請により発行します。(70歳未満) 

●自己負担限度額 

[70歳未満] 

ア：標準報酬月額 

83万円以上 

252,600円 ＋（医療費－842,000円）×１％ 

＜多数該当140,100円＞ 

イ：標準報酬月額 

53万～79万円 

167,400円 ＋（医療費 －558,000円）×１％ 

＜多数該当93,000円＞ 

ウ：標準報酬月額 

  28万～50万円 

80,100円 ＋（医療費 －267,000円）×１％ 

＜多数該当44,400円＞ 

エ：標準報酬月額 

26万円以下 

57,600円 

＜多数該当44,400円＞ 

オ：住民税非課税 
35,400円  

＜多数該当24,600円＞ 

 



 

 
 

[高齢受給者 70歳から74歳まで] 

 
月単位の上限額 

外来(個人ごと)  

現 

役 

並 

み 

標準報酬月額 

83万円以上 

252,600円+（総医療費－842,000円）×1％ 

＜多数該当140,100円＞ 

標準報酬月額 

53～79万円 

167,400円+（総医療費－558,000円）×1％ 

＜多数該当93,000円＞ 

標準報酬月額 

28万円以上 

80,100円+（総医療費－267,000円）×1％ 

＜多数該当44,400円＞ 

一 

般 

標準報酬月額 

26万円以下 

18,000円 

(年間14.4万円上限) 

57,600円 

＜多数該当44,400円＞ 

低 

所 

得 

者 

住民税非課税、年金

収入80～160万円 
8,000円 

24,600円 

住民税非課税、年金

収入80万円以下 
15,000円 

(ｵ)移送費 

療養のため移送が必要と認められた場合、移送に要した費用(実費)を支給し

ます。 

(ｶ)傷病手当金 

傷病により労務不能のため報酬を受けることができなかったとき、直近12ヶ

月の標準報酬日額平均の３分の２を通算18ヶ月間支給します。 

(ｷ)埋葬諸費 

一律50,000円を支給します。 

(ｸ)出産育児一時金 

一児につき一律420,000円を支給します。 

※産科医療補償制度に加入していない場合408,000円 

(ｹ)出産手当金 

出産のために報酬を受けることができなかったとき、直近12ヶ月の標準報酬

日額平均の３分の２を産前42日、産後56日間支給します。 

(ｺ)高額介護合算療養費 

毎年８月から１年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合

計し、基準額を超えた場合に、超えた額を支給します。 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

●基準額（医療保険と介護保険の自己負担額を合算する場合の限度額） 

 
69歳以下 70～74歳 

標準報酬83万円～ 212万円 212万円 

標準報酬53万～79万円 141万円 141万円 

標準報酬28万円～50万円 67万円 67万円 

標準報酬26万円以下 60万円 56万円 

低所得者Ⅱ 
34万円 

31万円 

低所得者Ⅰ 19万円 

※低所得者Ⅱ 市（区）町村民税非課税等の被保険者またはその被扶養者 

低所得者Ⅰ 総所得金額等にかかる各種所得がない70歳以上の被保険者本人、または、そ

の被扶養者 

(ｻ)高齢者療養給付費(現物支給) 

療養に要した費用のうち、８割(一定以上所得者は７割)に相当する額を支給

し、入院時食事・生活療養費は、患者負担額を除いた額を支給します。 

ｲ 被扶養者に対する給付 

(ｱ)療養の給付(現物支給) 

被保険者の「療養の給付(現物給付)」と同じ。ただし、義務教育就学前の乳

幼児の療養の給付は、８割に相当する額を支給します。 

(ｲ)家族訪問看護療養費(現物支給) 

被保険者の訪問看護療養費と同じ。 

(ｳ)第二家族療養費 

被保険者の療養費と同じ。ただし、義務教育就学前の乳幼児は８割を支給し

ます。 

(ｴ)家族移送費 

被保険者の移送費と同じ。 

(ｵ)家族埋葬料 

被保険者の埋葬諸費と同じ。 

(ｶ)家族出産育児一時金 

被保険者の出産育児一時金と同じ。 

②付加給付 

ｱ 被保険者に対する給付 

(ｱ)一部負担還元金 

各診療月におけるレセプト１件ごとの療養に要した費用から、療養給付費に

相当する額(高額療養費が支給される場合はそれを含める)を控除して得た額

(入院時食事・生活療養費負担額は除く)から、20,000円を控除して得た額を支



 

 
 

給します。 

ただし、500円未満は不支給とします。 

(ｲ)訪問看護療養費付加金 

訪問看護療養費の支給を受けたときの自己負担額が、20,000円を超えた場合、

その超過額を支給します。 

ただし、500円未満は不支給とします。 

(ｳ)合算高額療養費付加金 

自己負担限度額より20,000円に件数を乗じた額を減して得た額を支給します。 

ただし、500円未満は不支給とします。 

(ｴ)埋葬料付加金 

一律50,000円を支給します。 

(ｵ)出産育児一時金付加金 

一律12,000円を支給します。 

ｲ 被扶養者に対する給付 

(ｱ)家族療養費付加金 

被保険者の一部負担還元金と同じ。 

(ｲ)訪問看護療養費付加金 

被保険者の訪問看護療養費付加金と同じ。 

(ｳ)埋葬料付加金 

一律10,000円を支給します。 

(ｴ)出産育児一時金付加金 

被保険者の出産育児一時金付加金と同じ。 

（２）医療費等の適正化対策 

①レセプト点検 

アウトソーシングや社会保険診療報酬支払基金の請求前資格確認を活用し、不

適正医療費の排除を行います。 

また、給付対象外傷病にかかる支出済医療費の回収を行います。 

②療養費支給の審査 

接骨院等への適正受診の啓発や、アウトソーシングでの施術内容の確認等を行

います。 

また、療養費（治療用装具）支給にあたり、作成経緯等の確認を行います。 

③ジェネリック医薬品差額通知の発行 

医療費削減効果が期待できる医薬品の使用者やＰｅｐＵｐ利用者に「ジェネリ

ック医薬品差額通知」を発行します。 



 

 
 

また、機関誌やホームページ等を通じて、ジェネリック医薬品の利用促進を行

います。 

④医療費のお知らせの発行 

「医療費のお知らせ」をＰｅｐＵｐで毎月配信し、医療費意識の啓発に努めま

す。 

また、紙媒体で「年間医療費のお知らせ」を希望者に配布します。 

⑤こども医療費助成に対する自己負担額調査 

在住市町のこども医療費助成利用の調査を行い、給付の適正化に努めます。 

⑥傷病手当金の適正な支給 

傷病手当金の支給に際し、レセプト等の関係資料の確認や、医療機関及び前加

入保険者への調査等により、適正な支給に努めます。 

３．保健事業 

（１）特定健康診査事業 

①特定健診の受診奨励 

特定健診を実施した被保険者及び被扶養者に一部負担金を交付します。（別表１

を参照） 

未受診者対策として、被扶養者の住所や特定健診等の受診状況を把握し、特定

健診等のご案内や未受診者への受診勧奨通知を送付するとともに、パート先等で

の受診者に対し、健診結果の提供を依頼します。 

また、健康保険組合連合会静岡連合会が実施する特定健診・特定保健指導の共

同事業を利用し、年度内に受診できていない被扶養者の受診を促します。 
※労働安全衛生法に基づく定期健康診断(一般健診)が優先されるため、被保険者については、

一般健診一部負担金として交付します。 

②情報提供 

特定健診を受けた被保険者・被扶養者に、情報提供資料を配布し、健康づくり

を啓発します。 

また、被保険者に対し、ＰｅｐＵｐにて、健康年齢や健康課題、健康コラム、

ワクチン接種記録、おくすり手帳機能等、自身の健康状況を分かりやすく提供し

ます。 

（２）特定保健指導事業 

①健保組合の保健師による特定保健指導の実施 

ｱ 動機付け支援 

特定健診において“動機付け支援”に該当した被保険者については、原則的に

全員に指導を実施します。 

ｲ 積極的支援 

39～40歳の被保険者を中心に特定保健指導を実施します。 



 

 
 

また、指導対象者が指導を受けやすいモデルコースを設定し、指導対象者の特

性に合わせた指導を実施します。 

②外部委託による特定保健指導の実施 

医療機関や専任保健師を設置する事業所に特定保健指導の実施を委託します。 

また、株式会社カルナヘルスサポートに、被扶養者のオンラインを活用した特

定保健指導の実施を委託します。 

（３）保健指導宣伝事業 

①広報活動 

機関誌やホームページ等を通じて、被保険者及び被扶養者に、健康づくりや健

康保険制度、健保組合の事業状況等の情報を発信します。 

また、被保険者に対し、健康保険の事業に関するアンケートを実施し、当健保

への要望等を把握するとともに、必要に応じて事業等に反映します。 

ｱ 機関誌｢静農けんぽ｣の発行（年４回） 

ｲ ホームページの運営 

ｳ 「けんぽの手帖」の発行 

ｴ 健康保険制度の情報提供（随時） 

ｵ 事業所の広報誌(紙)への寄稿 

ｶ 健康保険の事業に関するアンケートの実施 

②保健指導・健康教育・健康相談 

被保険者・被扶養者を対象に、保健師による保健指導、健康教育、健康相談等

を行い、健康の保持増進を図ります。（一部、厚生連等に委託） 

③生活習慣病予防対策 

被保険者に対し、健康状況のリスク階層に応じて、保健師が生活習慣病予防教

育を行い、セルフケアによる発症予防・重症化予防を促します。 

ｱ 高血圧及び高血糖者への保健指導 

ｲ 新採用職員への健康教育（口腔衛生教育を含む） 

ｳ 34歳の被保険者への健康教育（口腔衛生教育を含む） 

④職場の健康推進支援 

ｱ 専任保健師を設置する事業所への支援制度の新設 

事業所の健康経営を支援するため、専任保健師を設置する事業所に対し、その

取り組みに応じた支援費を助成するとともに、当健保組合の保健事業の一部を委

託し、当健保組合と事業所が一体となった、より効率的かつ効果的な保健事業を

展開します。 

ｲ 職場の健康管理推進対策の促進 

(ｱ)事業所と健康課題を共有し、事業所と農団健保の協働(コラボヘルス)による健

康管理活動に取り組むとともに、各事業所の「健康経営」への取り組みを支援

します。 



 

 
 

(ｲ)静岡県が実施する「ふじのくに健康づくり推進事業所宣言」に取り組む事業所

の拡大を推進します。 

(ｳ)「健康経営優良法人」の認定事業所を増加させるため、健康経営への取り組み

支援や申請手続きの補助を行います。 

(ｴ)事業所の「健康づくり責任者」、「健康づくり担当者」、「健康保険事務担当者」

を把握するとともに、保健事業推進委員や健康づくり責任者等を通じて、保健

事業を推進します。 

(ｵ)健康保険組合連合会の健康強調月間に合わせ、各種資料を事業所に配布し、事

業所での健康づくり事業の実施を推進します。 

ｳ 健康づくり事業への補助 

事業所の健康づくり事業の実施を推進するため、各事業所の実情に沿った内容

を提案するとともに、職場内の運動に関する事業や健康づくりセミナー等を実施

した事業所に費用の一部を補助します。 

⑤個人の健康推進支援 

ｱ 育児指導等の母子保健対策 

出産した被保険者・被扶養者に、育児雑誌「赤ちゃんと！」等を１年間贈呈し

ます。 

ｲ 食に関する啓発活動 

“～こころとからだの健康は大地から～「郷土からの旬・食・彩」”のスロー

ガンを掲げ、“地産地消”を推進します。 

ｳ 禁煙対策 

(ｱ)「オンライン禁煙診療プログラム」を実施します。 

(ｲ)事業所における適切な喫煙環境づくりへの支援を行います。 

ｴ 口腔衛生対策 

(ｱ)新入職員や34歳の被保険者等に口腔衛生教育を行います。 

(ｲ)ＰｅｐＵｐにて口腔内のリスクの自己チェックができる「ＰｅｐＵｐ．Ｄｅｎ

ｔａｌ」を実施します。 

(ｳ)新たに「株式会社歯科健診センター」への外部委託により、無償での歯科健診

を試行実施します。 

ｵ メンタルヘルス対策 

メンタルヘルス相談窓口を設置した事業所に対し、費用の補助を行います。 

また、保健師によるメンタルヘルスに関する助言、健康教育、健康相談等を行

います。 

ｶ 前期高齢者医療費抑制対策 

前期高齢者の被保険者に対し、健診結果や診療情報等をもとに健康リスクを階

層化し、階層に応じて健康相談や保健指導、広報による啓発等を行います。 



 

 
 

⑥会議・講習会 

各種会議・講習会を開催し、事業所の健康管理活動等を支援します。 

ｱ 「健康づくり責任者会議」の開催 

ｲ 「事務担当者講習会」及び「事務担当初任者講習会」の開催 

ｳ 「保健事業推進委員会」の開催 

⑦諸情報の活用 

レセプトや健康診断データ等を分析し、効率的な保健事業を展開します。 

（４）疾病予防事業 

①各種健(検)診の受診奨励及び実施の支援 

疾病の早期発見・早期治療による医療費削減を図るため、事業所と共同で各種

健(検)診を実施し、事業所等に費用の一部を交付します。（別表１を参照） 

また、健康保険組合連合会静岡連合会が実施する特定健診・特定保健指導の共

同事業を利用し、年度内に受診できていない被扶養者に受診を促します。 

②事業所のインフルエンザ予防接種事業の一部負担 

被保険者に対するインフルエンザ予防接種事業に一部負担金を交付します。（別

表１を参照） 

③事業所の新型コロナウイルス感染症予防対策の費用補助 

事業所が新型コロナウイルス感染症予防として、従業員へのマスクの配布やア

ルコール消毒液の設置等の対策を行った場合、その費用について、１人当り1,000

円を上限として、実費を補助します。（別表１を参照） 

なお、新型コロナウイルスの感染状況を注視し、状況に応じて上記以外の対応

も検討します。 

（別表１）農団健保 各種健(検)診等の健保一部負担金一覧 

 健診・検診種別 金額(１人当り) 対象年齢等 

被

保

険

者 

一 般 健 診  1,700円 39歳以上は特定健診を兼ねる 

胃 が ん 検 診  2,400円 35歳以上 

大 腸 が ん 検 診    500円 35歳以上 

子 宮 が ん 検 診  2,200円 30歳以上 

乳 が ん 検 診  1,900円 35歳以上 

前 立 腺 が ん 検 診    700円 50歳以上 

人 間 ド ッ ク 20,000円 
35～50歳は５歳ごと、50歳以上

は３歳ごと 

脳 ド ッ ク 20,000円 42、47、52、57歳 

任 意 継 続 被 保 険 者 

特 定 健 診 
5,000円 39歳以上の任意継続被保険者 



 

 
 

被

扶

養

者 

フ ァ ミ リ ー 健 診 
 1,700円 38歳以下 

 5,000円 39歳以上 

家 族 人 間 ド ッ ク 15,000円 35歳以上5歳ごと 

被
保
険
者 

インフルエンザ予防接種 
(上限)1,000円

で実費 

被保険者 

(任意継続被保険者は除く) 

新型コロナウイルス 

感 染 症 予 防 対 策 

(上限)1,000円

で実費 

被保険者 

(任意継続被保険者は除く) 

※健康保険組合連合会静岡連合会の共同事業による特定健診・特定保健指導は、年度ごとに

実施費用が改定されるため、金額が決定し次第、一部負担金を決定し、受診対象者にお知

らせします。 

④家庭用常備薬の購入斡旋 

被保険者及び被扶養者の疾病を予防するため、市販薬等を安価で購入できるよ

う家庭用常備薬の購入を斡旋します。 

（５）体育奨励事業 

①体力づくりの推進 

ＰｅｐＵｐを活用したウォーキングキャンペーン「農団けんぽウォーキングラ

リー」を３回開催し、被保険者の運動習慣化を促進します。 

また、事業所独自でもＰｅｐＵｐを活用したウォーキングラリーが実施できる

よう、開催を支援します。 

②契約スポーツクラブ「ルネサンス」の利用奨励 

被保険者・被扶養者の運動習慣化を支援するため、スポーツクラブ「ルネサン

ス」の「キャンペーン情報」の提供等により、利用を促します。 

③職場体操の奨励 

当健保組合が作成した「農団けんぽストレッチ体操」や「ラジオ体操」等、職

場体操の実施を事業所に奨励し、実技指導及びＣＤ・チラシ等の配布を行います。 

（６）契約保養施設の利用奨励 

被保険者・被扶養者の心身のリフレッシュ、健康保持・増進を目的に、「ラフォ

ーレ倶楽部」及び「ＡＴグループ保養施設」の「おすすめ情報」を提供し、利用

促進を図ります。 

また、広報誌を通じて宿泊モニターの参加者を募集し、宿泊費用等の助成を行

います。 

４．総務関係 

（１）組合会議員定数、選挙区等の見直しを行うための規約・規程の整備 

東部地区ＪＡの合併に伴う組合会議員定数、選挙区等について、規約・規程の

整備を行います。 



 

 
 

（２）オンライン化・デジタル化への対応 

監督官庁である厚生労働省の方針及び指導に基づき、シンクライアントや電子

決裁システムについて調査するとともに、状況に応じて整備します。 

（３）新型コロナウイルス等感染症対策 

新型コロナウイルス等感染症について、事業継続計画に基づき、引き続き感染

拡大防止対策を徹底します。 

（４）経費節減対策の実施 

業務改善による事務処理の合理化を一層進めるとともに、事務所費等の運営経

費の節減に努め、効率的な事務処理を実施します。 

（５）個人情報保護対策及び事故防止対策の徹底 

①規程等に基づき、当健保組合が保有する加入者の個人情報（特定個人情報を含む）

を適正に利用・管理します。 

②厚生労働省が示す「自己点検シート」及び内部監査による定期的なチェックを行

い、事故防止対策を徹底します。 


