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人間ドックの早期受診にご協力をお願いします
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介護掛金率の変更
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経理

区分 平成 30 年度決算 令和元年度決算 対前年度増減
収入 支出 差 収入 支出 差 収入 支出 差

短期 17,461 16,595 866 16,752 16,667 85 △ 709 72 △ 781

保健 372 384 △ 12 374 374 0 2 △ 10 12

貯金 343 265 78 315 267 48 △ 28 2 △ 30

貸付 146 114 32 128 100 28 △ 18 △ 14 △ 4

　令和元年度の決算について，本年６月中旬頃に開催された運営審議会
において，承認を受けましたので，その概要をお知らせします。
　なお，各経理の決算（収支）概要については，表１「令和元年度決算
経理別損益比較表」をご参照ください。

　短期給付事業では，組合員とそのご家族の医療費をはじめ，出産，死亡，休
職，災害等に対する給付を行うとともに，高齢者にかかる医療費を負担する支
援金（前期高齢者納付金，後期高齢者支援金等）や介護保険制度への拠出をし
ています。これらの財源は，主に毎月の給与や期末・勤勉手当から徴収する掛
金と，事業主である国からの負担金によって賄われています。
　令和元年度の決算状況ですが，収入は，前年比で約 7億 9 百万円の収入減と
なり，総額 167 億 5 千 2 百万円でした。
　支出においては，保健給付や後期高齢者納付金の支出が増加したことで，前
年度から支出額が約 7千 2 百万円増加し，総額は，166 億 6 千 7 百万円となり
ました。
　よって，令和元年度決算では，当期利益金として，約 8千 5 百万円を計上し
ました。
※令和元年度の決算では，若干の利益金を積むことができましたが，依然として，
医療費や介護納付金の増加が見込まれる一方で，短期掛金は昨年度から引下げを行
い，介護掛金は昨年比で 0.06‰の引下げを行うため，収入額が減少する見込みです。
そのため，支出額についてもできる限り抑制する必要があります。また，将来的な
医療費の削減にもつながりますので，引き続き健康管理にご留意していただきたく
お願いいたします。組合員及びそのご家族様においては，将来の病気リスク軽減の
ため，自身の健康づくりに，なお一層努めていただければと思います。

合計
16,667 百万円

附加給付
34 百万円

0.2％休業・災害給付
313 百万円

1.9％介護給付金
1,680 百万円

10.1％

前期高齢者給付金等
2,495 百万円

15.0％
後期高齢者支援金等

3,471 百万円
20.8％

保健給付
7,372 百万円

44.2％

その他
1,302 百万円

7.8％

表１　令和元年度決算経理別損益比較 （単位 : 百万円）

図１　令和元年度決算短期経理支出実績表

【令和元年度刑務共済組合決算の概要】

短　期　給　付　事　業

表紙へ 次頁へ
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（＊団体傷害等保険の加入率には，団体傷害疾病保険分も含まれます。）

年度
事業名

積立貯金 団体定期保険 団体傷害等保険 積立年金保険

令和元年度 52.84％ 49.2％ 57.8％（＊） 39.9％

　保健事業では，組合員とそのご家族のために健康管理や福利厚生に関する事
業を行っています。
　令和元年度の収入は，国からの負担金と組合員からの掛金収入等で約
３億７千４百万円となり，一方，支出については，各種補助金や国家公務員共
済組合連合会への福祉財源としての繰入れ等で約３億７千４百万円となり，結
果，若干の当期利益金を計上することになりました。

　貯金事業では，団体積立貯金のほか，保険事業として，団体定期保険（総合
医療保険を含む），団体傷害・傷害疾病保険及び団体積立年金保険といった，合
計４つの事業を行っています。
　貯金事業全体の収支状況は，有価証券利息等による収入が約3億1千5百万円，
委託費，支払利息等の支出が約 2億 6 千 7 百万円となり，約 4千 8 百万円の当
期利益金を計上しました。
　なお，各事業の令和元年度末における加入率は，表 2のとおりです。

合計
231,742 千円

その他
129 千円

0.1％ 保育所等利用料金の助成
10,554 千円

4.6％

特定健診等費用の助成
9,256 千円

4.0％

一般福利厚生事業経費
17,453 千円

7.5％

人間ドック受検費用の助成
194,350 千円

83.9％

受検者一人当たりの平均助成額
約 14,800 円

図 2 　保健事業（厚生費の主な内訳）

表２　加入率

保　健　事　業

貯　金　事　業

前頁へ 表紙へ 次頁へ
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見る 学ぶ 買う

宿泊補助金

映画館チケット
補助

WEB申込 WEB申込 WEB申込

無料 ラーニング えらべるモール
通常 2週間無料トライアル

→ 1ヶ月間無料トライアル
全292講座

月額1,026円（税込）で映画・ドラマ・
アニメが見放題！

受講料無料

豊富なラインナップで時間に縛られず
「いつでも・どこでも」受講可能

会員限定特別価格にて提供
送料無料
購入金額1％分のえらべるポイントを付与
※商品により付与率が異なる場合がございます

会員限定ショッピングサイトの
「えらべるモール」では全商品が
会員限定価格＆送料無料！

年度初回利用
（年度1人泊目）

2～8泊目 円補助

円補助
補助金ご利用は年度内 人泊まで

●補助金適用範囲は，
会員ご本人様と配偶者および二親等以内のご親族までです。

●補助金適用期間は， 2020年4月1日～2021年3月31日
※宿泊日基準

●9人泊目以降は会員価格でご利用いただけます。

上記は2020年6月時点の情報です。

●補助額はお一人様1泊あたりで適用されます。

会員特典価格から

03-5646-5540
0120-924-033

円補助 ※映画館により会員価格，チケットの受取方法が異なります
　ので，ご利用の際は必ず内容をご確認ください。

利用制限 年度内 枚まで

えらべる倶楽部に関する
ご質問・ご相談は
JTBベネフィットサービスセンター
へお問い合わせください。

※営業時間 平日10：00～21：00 / 土日10：00～17：00 /
　　　　　 祝日・12/30～1/3は休業

※フリーコールは，携帯電話，PHS，一部一般電話からはご利用いただけません。

検索えらべる

お家で使えるサービス

令和元年度末

普通貸付　　　　　　3,057 件   
15 億 4,180 万円 

特別貸付　　　　　　　871 件
3 億 5,191 万円

住宅貸付　　　　　　　574 件
11 億 7,174 万円

特別住宅貸付　　　　　　1 件
1,800 万円

合　計　　　　　　　4,503 件
30 億 8,345 万円

　貸付事業では，臨時の出費，結婚，教育，
葬祭，住宅・土地の購入等に必要な資金の貸
付けを行っています。
　本事業の収支状況は，貸付金利息等の収入
が約 1億 2千 8 百万円，支払利息等の支出が
約 1億円となり，約 2千 8百万円の当期利益
金を計上しました。
　なお，令和元年度末の貸付状況は，表 3の
とおりです。

表 3　貸付件数・貸付金額

えらべる倶楽部のご紹介です !

貸　付　事　業

前頁へ 表紙へ 次頁へ
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　内臓脂肪の蓄積（肥満）によって，高血圧，高血糖，脂質異常が合併した状態です。
動脈硬化が急速に進んで心臓病，脳卒中，糖尿病の合併症などを招きます。

　年齢を重ねるとメタボリックシンドローム（メタボ）になる人が増えてきます。
　日頃から健康に気を使い，楽しい生活を送りましょう。

腹囲

男性

85ｃｍ以上

女性

90ｃｍ以上

血圧
収縮期血圧 130mmHg以上かつ／
または
拡張期血圧 85mmHg以上

血糖
空腹時血糖 110mg/dL 以上
または
HbA1c6.0％以上

脂質
中性脂肪 150mg/dL 以上かつ／
または
HDLコレステロール 40mg/dL 未満

３項目のうち

２つ以上に該当

メタボ基準該当
（基準該当）

１つ該当
メタボ予備群該当

これに
加えて

２　飲酒
　お酒の飲みすぎに注意
　過度の飲酒は全身の臓器や血管に負担をかけるだけでなく，肥満や血圧
の上昇を招き，生活習慣病や認知症の発症の原因にもなります。週に２回
は「休肝日」をつくる，水と交互に飲む，おつまみは低カロリーのものを
選ぶなど，節度をもって飲酒を楽しむようにしましょう。
３　運動
　運動不足は肥満のもと
　摂取するエネルギーが消費するエネルギーを超えると内臓脂肪の蓄積の
原因になります。運動の時間が取れない場合は，普段より長めに歩く，階
段を使う，簡単な筋トレをするなど，日常生活に無理のない運動を取り入
れ内臓脂肪を減らす工夫をしましょう。なお，飛沫防止でマスク等を着用
して運動する場合は，熱中症の原因となりますので，他の人と距離が取れ
る場合は外す，水分をこまめにとるなどの対策を心がけましょう。
４　たばこ
　生活習慣病やがんのリスクを高めます。
　たばこの煙には有害物質が多く含まれており，内臓脂肪の蓄積及び動脈
硬化の原因になります。また，加熱式たばこにもニコチンや発がん性物質
など多くの有害物質が含まれています。禁煙アイテムや禁煙外来を利用し，
禁煙にチャレンジしてみましょう。

１　食事
　食習慣を見直し，太りにくいようにする。
　食べすぎは，内臓脂肪が増える要因のひとつです。朝食を抜いたり，偏っ
た食事をしたり，深夜の食事などは肥満につながりますので注意しましょ
う。また，早食いも食べすぎのもとです。よく噛んでゆっくり食べるよう
に心がけましょう。

見直そう，健康習慣

メタボとは？

メタボの予防・改善のカギは，減量して内臓脂肪を減らすことです。

No！

〜人間ドックの早期受診にご協力をお願いします〜

前頁へ 表紙へ 次頁へ
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共済組合 保険者全体
特定健康診査 90％以上 70％以上
特定保健指導 45％以上 45％以上

団体積立貯金  8 月 28 日（金）～
 9 月 11 日（金）  

月 1,000 円から積立可能
月 2 回の払戻し

団体傷害疾病保険   9 月   1 日（火）～
  9 月 18 日（金）

団体割引率 30％！！
「ケガ」「病気」の補償制度
ガン重点補償タイプが人気！

団体定期保険
総合医療保険

11 月 16 日（月）～
12 月 16 日（水）

「死亡」・所定の「高度障がい」状態に備えて！
医療保険の加入者は年々増加中！

団体積立年金保険 11 月 16 日（月）～
12 月 16 日（水）

人生 100 年時代！退職後の生活に備えて！
公的年金の補てんにコツコツと

実施率 令和元年度の加算率 令和 2 年度の加算率
特
定
健
診

45％未満 2.0％ 5.0％

45％以上 55％未満 0.5％ 1.0％

特
定
保
健
指
導

0.1％未満 2.0％ 5.0％

0.1％以上 2.75％未満 0.5％
1.0％

2.75％以上 5.5％未満 0.25％

5.5％以上 10％未満 ― 0.5％ 

　特定健康診査及び特定保健指導の実施率が低い組合に対しては，高齢者
医療制度の拠出金が加算されるペナルティが課され，反対に実施率が高く
総合的に保健事業に取り組んでいる場合は減算される制度があります。
　平成 30 年度における当組合の特定保健指導の実施率は約 1.3％と国共済
20 組合の中で最も低い状況で加算の対象となっており，令和 3年度の後
期高齢者支援金にペナルティが加算される見込みです。健康管理は生活や
仕事の安定に直結しますので，特定健康診査及び特定保健指導の積極的な
受診にご協力をよろしくお願いいたします。

　今年も各種事業の募集時期がやってきます！
　各種事業とも，募集は「年・一回」ですので，お忘れのないようお願い
します。

～特定健康診査及び特定保健指導の実施率が低い場合はペナルティが
課されることを知っていますか？～

特定健康診査等実施計画における目標（平成30年度から令和5年度まで）

加算率（平成 30年度）

募集予定時期（令和２年度）
※募集時期は予定であり正確な期間については募集パンフレット等を参照ください。

特定健康診査及び特定保健指導について

各 種 貯 金 事 業 大 募 集 ！

前頁へ 表紙へ 次頁へ
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H31.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2 R2.3

（%）

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

81.5

82.0

82.5

83.0

81.98%

政府目標:令和2年9月までに利用率80%

ジェネリック医薬品の利用率の推移ジェネリック医薬品の利用率の推移ジェネリック医薬品の利用率の推移

平成 30 年度 8.12 ‰

令 和 元 年 度 8.32 ‰

令 和 ２ 年 度 8.26 ‰

　平成 29 年度より介護掛金率が上昇の一途をたどっておりましたが，本年度
は昨年度より 0.06‰引き下げられました！

　なお，短期掛金率は昨年度と変わらず 41.50‰となっております。

　ジェネリック医薬品の利用率については，2020 年 3 月号において，２か月
連続で政府目標である 80％を達成したことをお知らせしましたが，その後も
80％超を維持し，令和２年３月時点では利用率 81.98％という高利用率を記録
しました。
　ジェネリック医薬品の利用率については，当組合が負担する医療費のほか，
後期高齢者支援金の加算・減算制度の評価項目の一つに挙げられており，現在
の高水準を維持することが当組合の支出抑制につながり，結果として組合員皆
様から徴収している短期掛金にもつながりますので，今後もジェネリック医薬
品の積極的な利用にご協力ください。

　介護保険法に基づき原則として 40 歳以上 65 歳未満の組合員の方に負
担していただいている掛金のことです。40歳になった月から支払い義務
が生じ，毎月の給料から控除されています。
　組合員の皆様から徴収した介護掛金と事業主からの負担金を合わせて，
毎月社会保険診療支払基金へ介護納付金を支払っています。

介護掛金とは？

ジェネリック薬

介護掛金率の変更

ジェネリック医薬品利用率速報！

前頁へ 表紙へ 次頁へ



予 備 校

BANK

会計課

きょうさい君

　毎年この時期に発行する「共済だより」は，決算に関する情報提供を主としています。共済組合の
事業は，主に組合員一人一人からの掛金等を財源として運営されておりますので，その財務状況に
ついて，組合員の皆様に是非とも知っていただきたいと考えています。
「共済ってどんなことしているの？」と思っているあなた。そんなあなたとご家族のために「刑務共
済だより」は重要な情報をわかりやすく掲載しております。今後も組合員の健康増進や福利厚生に
係るよりよいサポートを行っていけるよう，努力していきたいと考えておりますので，皆様のご協
力をお願いいたします。
　なお，次回の発行は来年３月の予定です。お楽しみにお待ちください。

子供が予備校に通うことが決まったんだけど，貯
金を使ってしまうと何かあったときに不安だな
ぁ･･･銀行に行ってお金を借りようかなぁ･･･き
ょうさい君どこかいい銀行を知らないかな？

55 万円が 1 年分の費用なんだけど，借りたらど
んな感じで返済するのかな？

利息が思ってたより安いね。

うん。行ってみるよ！

けいむ君

けいむ君，銀行まで行かなくても共済組合の貸付
に「特別貸付」というものがあって，今年度から予
備校への入学金や授業料であっても「特別貸付」
に該当して，低い金利でお金を借りられることに
なったよ。

仮に55万円を月々の給料から２年間の24回払い
で返済するとすると特別貸付の年利が1.86％だ
から，2万3千円くらいを月々返済して，56万円
くらいを返済することになるかな。返済の回数
やボーナスのときにもいくらか返すなんて選べ
るんだよ。

令和元年度に一般貸付を除く貸付の利率が下が
ったんだよ。今年度はさらに住宅貸付の利率も
下がっているよ（1.27％）！住宅貸付は家を建
てるときだけではなく，増改築や修繕でも借り
られるから，もしそんな機会があったら，銀行
に任せっぱなしにしないで比較検討したらいい
と思うよ。
　とりあえず，予備校の費用について会計課に
相談に行ってみたらどうかな？

※貸付に関する条件，その他については所属所（施設）の共済担当者にご相談ください。

教えて！ＫＹＯＳＡＩ君（第25回）
～「共済貸付について」～

教えて！ＫＹＯＳＡＩ君（第25回）
～「共済貸付について」～
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