三菱ケミカル健康保険組合

健保組合からのお知らせ
健康保険組合から被保険者・被扶養者の皆様へ発信する広報誌です。
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＊保養所・介護相談等の一部のページへのアクセスには以下のユーザ ID、パスワードの入力が必要です。

●ユーザ ID 06131189（保険証の一番下の保険者番号） ●パスワード m-chemical

ご家族の
みなさんで
ご覧ください。

健康保険組合が
統合しました
母体企業の統合を受け、三菱ケミカル健康保険組合と日本合成化学健康保険組合
は平成31年4月1日に統合し、新体制で事業運営を行ってまいります。

新保険料率

加入者数
●被保険者数：約36,000名

●被扶養者数：約38,000名

●一般保険料率：94.0‰
（被保険者：37.6‰ 事業主：56.4‰）

機関設計（理事会・組合会）

●介護保険料率：14.0‰
（被保険者：7.0‰ 事業主：7.0‰）

●組合会議員数：46名（内：理事18名）
●任

期：2年

適用事業所一覧
株式会社三菱ケミカルホールディングス
三菱ケミカル株式会社
株式会社ユポ・コーポレーション
日本ポリプロ株式会社
日本ポリエチレン株式会社
日本ポリケム株式会社
エムイーシーテクノ株式会社
株式会社アストロ
三菱ケミカルシステム株式会社
ダイヤリックス株式会社
エムシーヒューマネッツ株式会社
菱化ロジテック株式会社
三菱ケミカル物流株式会社
三菱ケミカルフ－ズ株式会社
株式会社ユポ・パピエ
株式会社三菱ケミカルリサーチ
株式会社L S I メディエンス
三菱ケミカルエンジニアリング株式会社
エムコマース株式会社
株式会社アルポリック
三菱ケミカルメディア株式会社
株式会社生命科学インスティテュート
化成フロンティアサービス株式会社
株式会社新菱
株式会社リサイクルテック
株式会社ロンビック
株式会社三菱ケミカルアナリテック
エムシーパートナーズ株式会社
株式会社越菱
三菱ケミカルハイテクニカ株式会社
株式会社ティーエムエアー
鹿島北共同発電株式会社
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
MCC ユニテック株式会社
アクリサンデー株式会社
株式会社菱晃
株式会社チャレンヂ
MRM大竹株式会社
MCCコンポジットプロダクツ株式会社
菱光サイジング株式会社
日化トレーディング株式会社
日化運輸株式会社
日化エンジニアリング株式会社
小名浜蒸溜株式会社
株式会社大阪環境技術センター
大成化薬株式会社
関西化学工業株式会社
大垣ニチゴーサービス株式会社
ニチゴー九州株式会社
熊本ニチゴーサービス株式会社
関西熱化学株式会社
株式会社MCエバテック
尼崎ユーティリティサービス株式会社
大阪化成株式会社
三菱ケミカルインフラテック株式会社
菱樹商事株式会社
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社
ダイヤプラスフィルム株式会社
ジェイフィルム株式会社
菱琵テクノ株式会社
株式会社菱栄
株式会社菱湖テクニカ
株式会社北菱モールド
（記号順）
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平成 31年度

収支予算 の 概要

当健保組合の平成 31 年度予算が、平成 31 年 2 月開催の三菱ケミカル健康保険組合および日本
合成化学健康保険組合の組合会において承認されましたので、その概要をお知らせします。
健康的な生活習慣は病気を遠ざけ、日々の生活
に活力を与えてくれます。また、病気のリスクが
低下すれば、長期的には医療費の節減も期待でき
ます。ご家族で、また職場の仲間と一緒に健康管
理への意識を高めるとともに、健保組合の事業を
ご活用ください。

平成 31 年度の予算は、統合後の基礎数値に基づ
いて編成いたしました。事業内容で大きく変わる
点はございません。当健保組合では引き続き、各
種健診の費用補助を始めスポーツクラブと契約す
るなど、幅広い角度から被保険者とご家族の疾病
予防・健康づくりを支援してまいります。

被保険者1人あたりで見たときの健保の収支

収入

支出

その他 約 2.3 万円

その他 約 7.1 万円

保険給付費
約 30.8 万円

保険料
約 63.4 万円

高齢者医療制度への拠出金
約 26.0 万円

収入

保健事業費 約 1.8 万円

30年度実績および新規事業所編入等を織り込み
被保険者数については、統合などによる新規事業所編入を考慮し算定。標準報酬月額や標準賞与年
額については30年度実績をもとに推計しています。

支出

新規事業所編入による影響や第2期データヘルス計画事業費用等を織り込み
過去からの保険給付費実績の推移、統合などによる保険給付費・納付金の変化を推計、第2期デー
タヘルス計画実施に係る事業費用を予算化しています。
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平成31年度予算の内訳
介護保険（介護勘定）

健康保険（一般勘定）
▪収入
科

（単位：千円） ▪支出
目

予算額

収

入

22,835,546

保険料
その他の収入

852,321

調整保険料収入

321,239

その他

531,082

支
合

計

経常収入合計

出

23,687,867
23,136,046

科

（単位：千円）
目

▪収入

予算額

科

（単位：千円） ▪支出
目

11,117,907

介護保険収入

法定給付費
繰入金
約 0.6 万円

10,751,145

繰入金

366,762

その他

高齢者医療への拠出金

9,376,595

合

前期高齢者納付金

3,881,748

後期高齢者支援金

5,494,211

保険給付費
付加給付費

その他

636

保健事業費

672,916

その他の支出

548,690

事務費・他

227,451

財政調整事業拠出金
予備費
合

計

経常支出合計

約1,971,759
57.4 万円
321,239

23,687,867
21,394,068

▪収支
経常収支差引額

0

1,741,978
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予算額

科

（単位：千円）
目

予算額

2,560,624 介護納付金

2,740,374

250,000 介護保険料還付金

600

36,604 その他
計

2,847,228

20

合

106,254
計

2,847,228

40

三菱ケミカル健康保険組合の保健事業
当健保組合には、35歳以上の被保険者と被扶養者を対象に、無料または一定の自己負担
（健保組合が費用補助）で各種健診を受診できる制度がある事をご存知ですか。
※保健事業の対象年齢は当年度4月1日時点の年齢で判断します。

※一部項目については35歳未満でも補助を実施します。

無料で受診できるなら
今年から受診して
みようかしら？

がん検診も

職場で働いている被保険者の方は、定期健康診断などの受診機会
一緒に
が整備されています。しかし、ご家庭の配偶者の方となると「家事 受診できるの？
や育児で忙しい」
「特に悪いところはない」等の理由から、足が遠の
いてしまうケースも。
もし配偶者が急な病に倒れたら、残された家族は…。
健康診断の目的は
「病気を見つける」
事と
「今の健康状態を把握する」
事です。年に一度は健診を受診し、
ご自身で健康管理を行いましょう。

当健保組合の補助が受けられる健診
◦巡回レディース健診

◦一般健診

※詳細は4月以降ご自宅宛送付予定の「 2019年度

巡回レディース健診

◦人間ドック・脳ドック

人間ドック・健診のご案内」、または健康保険組合 HP をご覧ください。

自己負担額：

無料

※オプションでがん検診を受診されても自己負担は
ありません。

◆対象となる方（女性のみ）
健保加入者（任意継続者除く）
本人

任意継続者

配偶者

被扶養者（配偶者以外）

●

●

一般健診

自己負担額：

無料

本人

被扶養者（配偶者含む）
●

※オプションでがん検診を受診されても自己負担は
ありません。

◆対象となる方
健保加入者（任意継続者除く）
本人

任意継続者

配偶者

被扶養者（配偶者以外）

本人

被扶養者（配偶者含む）

●

●

●

●

▶通常の特定健診項目に加え、大腸がん・胃がん・乳がん・子宮がん等の各種がん検診を受けられます。

人間ドック・脳ドック

自己負担額：健保負担額16,000 円を超えた分
（脳ドック受診の場合は健保負担額20,000円を超えた分）
※乳がん・子宮がん検査は全額健保負担です。

◆対象となる方
健保加入者（任意継続者除く）

任意継続者

本人

配偶者

被扶養者（配偶者以外）

本人

被扶養者（配偶者含む）

●

●

●

●

●

▶通常の特定健診項目に加え、大腸がん・胃がん・乳がん・子宮がん等の各種がん検診を受けられる他、腹部エコーや MRA・
MRI等の脳検査が受けられます。
脳ドック単独受診の場合は、がん検診は受けられません。
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三菱ケミカル健康保険組合の保健事業

生活習慣病検診
被保険者（従業員本人）の皆様が会社の定期健診を
受診する際に、がん検診等も同時に受診できます。
一部項目では LSI メディエンスの健診機関ネット

ワークを通じ個人で申し込みをし受診していただく
必要があります。

◆対象となる方
本人
●

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）

本人

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）

▶短時間勤務等で引き続き事業所で就労している任意継続者が事業所で定期健診を受診する場合は事業対象です。

受診可能な項目
※乳がん検査（全年齢対象）

（ ）内は対象年齢

大腸がん検査（ 35歳以上）

眼底検査（ 40歳以上）

胃がん検査

前立腺がん検査（ 50歳以上）

乳房マンモグラフィー、乳腺エコー
いずれかの選択

胃がんリスク検査（ 35歳到達時）
※胃内視鏡検査（ 50歳以上）

※子宮がん検査（全年齢対象）

※個人申込みの対象となる検査（乳がん・子宮がん検査は定期健診時に実施する場合もあります）

自己採血検査

自己負担額：健保負担額 2,500円を超えた分

◆対象となる方 ※35歳以上の方が対象です。
本人
●

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

の実施店舗につきましてはホームページでご確認ください。
検索

㆖

じぶんからだクラブ

http://www.jibunkarada.jp/

費用申請について

申請用紙を健保 HP からプリントアウトし、必要事項をご記入の上、
「じぶんからだクラブ」の費

申請方法 用と分かる領収書を必ず添付し、会社経由で健保宛ご申請ください。

※領収書は店舗レジにて必ず「じぶんからだクラブ」と記載されたものを発行していただいてください。

補助金額 補助金額は2,500円です。
より多くの方に「じぶんからだクラブ」を利用していただきたいとの考えから、年度中ご加入者1

補助回数 人につき1回までのご申請とさせていただきます。

委託先：株式会社 保健同人社

24時間女性の健康相談窓口

フリーダイヤル：0120-580-867

◆対象となる方 ※女性のみが対象となります。
本人
●

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

三菱ケミカル健康保険組合では、女性特有の悩み
を相談できる窓口を設置しています。専門職がお悩

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

みにお応えします。女性医師と直接相談も可能です。
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三菱ケミカル健康保険組合の保健事業
当健保組合では加入者の皆様の医療機関受診情報や健診結果を分析
し皆様の状況に応じた保健指導事業を行っています。

保健指導事業

自己負担額：無料

◆対象となる方
本人
●

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

●特定保健指導事業
健診結果から生活習慣病リスクの高い方に対し、医療専
門職または管理栄養士が対象者と一緒に半年間の計画を作
成し、生活習慣改善の保健指導をいたします。
被保険者（従業員本人）の方は会社保健師、または外部委
託先の医療専門職を通じ、勤務先で実施いたします。被扶養
者の方は、
タブレット端末をお送りし遠隔で実施いたします。
●糖尿病重症化予防事業
すでに糖尿病が進行している方が人工透析に移行しない
よう、主治医と連携し医療専門職が保健指導を実施。生活
習慣改善や服薬指導等、対象者の生活環境に合わせた指導
が行われます。
対象となった方には、電話もしくはタブレット端末をお
送りし遠隔で実施いたします。

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

●高血圧重症化予防事業
血圧が高い状態の方で未治療者や通院を中止されている
方に、受診勧奨や服薬指導を医療専門職が実施いたします。
対象となった方には電話、もしくはタブレット端末をお
送りし遠隔で実施いたします。
●高齢者訪問健康指導事業
生活習慣病に限らず、様々な病気やけがの予防から病院
へのかかり方まで、医療専門職が皆様の相談に乗りながら
保健指導を行います。
一部地域では保険薬局で薬剤師による保健指導も実施し
ています。
※対象者には健保から直接、または会社を通じて個別にご案内いたしま
すので、案内に従い保健指導を受けていただくようお願いいたします。

インフルエンザ予防接種費用補助
◆対象となる方
本人
●

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

当組合ではインフルエンザ予防接種費用補助を保
健事業のメニューとして用意しています。
加入者一人につき年1回、1,000円まで補助を実施
します。
（小学生以下は年２回補助）

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

申請につきましては世帯ごとにまとめていただき
年1回の申請とさせていただく予定ですが詳細が決
まりましたら当組合専用サイトでご案内させていた
だきます。

当健保組合では介護に関する相談事業も行っています。

24時間電話相談（介護）

自己負担額：無料

◆対象となる方
本人
●

委託先：明治安田システム・テクノロジー株式会社

フリーダイヤル：0120-529-459

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

介護保険制度は、介護を必要とする本人と、介護
を行う家族を支援する公的制度です。
全国で活用が広がっていますが、サービスを利用
するためには、介護認定を受ける手続きや、ケアプ
ラン（介護サービスの計画書）の作成、サービス事業

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

者の選定など詳しい知識が必要です。
介護相談フリーダイヤルでは、電話相談に加えて、
適切な介護サービスの計画や、実際にサービスを提
供する事業者のご紹介まで、一貫したサービスを提
供します。

※匿名での相談もできます。また、相談内容などのプライバシーは厳密に保護されます。
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三菱ケミカル健康保険組合の保健事業
当健保組合では WEB 上で医療費通知・ジェネリック差額通知を行っています。
健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

本人
●

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

医療費通知
ご利用方法

初回ログインに必要な初期パスワードは皆様のご自宅宛に郵送しております。
初期パスワードをお手元にご用意いただき、当健保組合ホームページにあるこ
ちらのバナーから「おしえて！ わたしの医療費・お薬代」のサービスをご利用
ください。支給決定通知書も会社やご自宅で印刷可能です。
※旧日本合成化学健康保険組合にご加入されていた皆様にはシステム対応が完了次第、初期パスワー
ドを送付させていただく予定です。

被保険者本人とその配偶者を対象に
WEB 上で健康ポイントを貯める事ができるサービスを実施しています。

QUPiO Plus（クピオ プラス）
健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●

本人
●

ご利用方法

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者のみ）
●

当健保組合のホームページにアクセスしていただきこちらのバナーから
健康維持・増進WEBサービス「QUPiO Plus」をご利用ください。

QUPiO Plus ではご自身の健診結果を登録する事
で、ご自身の健康年齢の確認や生活習慣の維持・
改善のためのプラン作成が可能です。また、日々

の歩数や体重を記録することでもポイントが加算
され、様々な賞品と交換できるポイントが獲得で
きます。

フィットネスクラブ
◆対象となる方
本人
●

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

三菱ケミカル健康保険組合では、セントラルスポー
ツ、ティップネス、ルネサンスと法人契約を結んでい
ます。

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

ご加入の皆様は、これらの施設を法人料金でご利
用いただけます。ぜひ日々の健康増進にお役立てくだ
さい。

契約保養所
◆対象となる方
本人
●

健保加入者（任意継続者除く）
配偶者
被扶養者（配偶者以外）
●
●

ウィスタリアンライフクラブ、リゾートトラスト、
ビスタリゾート施設がご利用いただけます。ご予約
等は当組合専用サイトの保養所ページにお知らせ表

本人
●

任意継続者
被扶養者（配偶者含む）
●

紙記載のユーザ ID、パスワードを入力してご確認く
ださい。
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今年も秋に開催予定！

イキイキ健康チャレンジ
昨年、秋に開催した WEB 上のウォーキングイベント「イキイキ健康チャレンジ」には、4千名を超える多くの被保険
者の皆様にご参加いただきました。限られた期間でしたが、毎日の歩数を意識することはウォーキングなど運動に取り
組む第一歩となります。
被保険者（従業員ご本人）の健康づくりを応援するため、
昨年同様に2019年も10月からの健康イベント開催を予定
しております。
プログラムへの登録開始は10月1日を予定・検討中です。
ぜひ、参加登録いただき健康づくりにお役立てください。

スケジュール予定
エ ン ト リ ー 期 間：2019年10月 1 日㈫ ～ 11月15日㈮
キャンペーン期間：2019年10月15日㈫ ～ 11月15日㈮
歩数最終入力期日：2019年11月29日㈮

昨年秋に開設したサイトのトップページ

ウォーキングの合間に撮影された美しい景
色、楽しい写真などを、みんなでシェアし
ました。

昨年のプログラムでも、参加者の投稿によ
る「川柳」を掲載しました。楽しい作品の数々
は、歩いている最中にひらめくことが多い
ようです。ウォーキングで全身の血行がよ
くなると、発想も豊かになるのかもしれま
せん。

昨年は、河口湖から頂上まで「富士登山道」
を歩くバーチャルコースでした。今年は、
また違うコースを設定する予定です。

昨年は、達成賞として「 QUO カード」
をご用意しました。今年も達成賞をご
用意する予定ですので、お楽しみに！

健保組合からのお知らせ 平成31年春号

三菱ケミカル健康保険組合
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東京都千代田区丸の内1-1-1

パレスビル

