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2021年度 予算のご報告
2021年2月10日に行なわれた「組合会」で予算が承認されておりますので、ご報告いたします。

けんぽっぽインフォメーション
健保からのお知らせと、リクルート健保が行なっているサポート内容についてご案内いたします。

2021年度 保健事業一覧
リクルート健保で行う2021年度の保健事業を一覧にしてご紹介いたします。

リクルート健康保険組合では、皆様の健康のために様々なサポートを行っています。
詳細は健保のホームページにてご確認ください。 リクルート健保ホームページ

（けんぽっぽnet）http://kempo.recruit.co.jp
けんぽっぽ 検索

内容・利用方法等
対象者・年齢条件
（年齢は年度末時点）

利用・案内
期間

自己負担額

単単独独ががんん健健診診
（（婦婦人人科科））

19歳以上の被保険者（女性）
※2021年４月1日から受診日まで継続し
て加入されてる方
※40歳以上の方は、「単独がん健診（婦
人科）」または「人間ドック」のどちらか
を選択

無料

特特定定保保健健指指導導

法令に基づいた「特定保健指導」のご
案内を対象者の自宅宛に郵送します。
ご案内書に沿ってお申し込みくださ
い。

健診を受診した結果、生活習慣
病のリスクが高いと判断された
40歳以上の被保険者・被扶養者

指導期間
　3か月
～6か月

無料

歯歯科科健健診診
健保ＨＰ上の専用サイトから健診の申
込みをしてください。

加入者全員 通年 無料

健保のHPでご紹介しています。詳し
くは各スポーツクラブ直営施設へお問
い合わせください。

加入者全員 通年

法人会員料金
※施設・店舗に
より利用者負担
金額異なります

購入方法等は年2回発行の健保広報誌

「けんぽっぽ」※
に同封している案内

書でご確認ください。
※毎年３月、8月頃発行

加入者全員
ご案内書で
ご確認くださ
い

特別価格で
購入可能

スマートフォンで受けられる禁煙外来
プログラム。平日夜・土日も診療可能
です。
健保ＨＰ上の専用申込フォームから申
込をしてください。

35歳以上の加入者 通年

心心とと体体のの健健康康相相談談
電話やＷＥＢで相談受付
（24時間・年中無休）

無料

メメンンタタルルヘヘルルスス
カカウウンンセセリリンンググ

電話・面談によるメンタルヘルスカウ
ンセリング。受付時間は健保のＨＰで
ご確認ください。

無料
※面談は年度に
つき一人5回ま
で無料。6回目
からは有料。

ベベスストトホホススピピタタルル

ネネッットトワワーークク
®®
ササーービビスス

がんなどの重篤な病気と診断されたと
き、セカンドオピニオンや専門医療機
関への紹介・受診手配

無料

通年

　　フフィィッットトネネススククララブブ
対対象象施施設設：：ススポポーーツツククララブブＮＮＡＡＳＳ、、
ルルネネササンンスス、、ココナナミミススポポーーツツククララ
ブブ、、東東急急ススポポーーツツオオアアシシスス、、テティィッッ
ププネネスス
R3.4より新しくティップネスが加わりまし
た！

事業名

家家庭庭用用常常備備薬薬のの斡斡旋旋

1万円
（一部健診機関

は2万円）
人人間間ドドッックク

フファァミミリリーー健健診診 無料

禁禁煙煙ササポポーートト　　

19歳以上の被扶養者（家族）・
任意継続被保険者（本人）
※2021年４月1日から受診日まで継続し
て加入されてる方

40歳以上被保険者（本人）・
被扶養者（家族）・任意継続被
保険者（本人）
※2021年４月1日から受診日まで継続し
て加入されてる方
※被扶養者・任意継続被保険者は「ファミ
リー健診」もしくは「人間ドック」のどち
らか選択

加入者全員

毎年7月下旬ごろ案内書を対象者の自
宅宛に郵送します。申込方法等は案内
書でご確認ください。

また健保HP上でもご案内しておりま
すので、お手元に案内書がない場合は
HPにてご確認ください。

★会社がご案内している定期健康診断
とは異なる任意の健診です。定期健康
診については、会社にご確認くださ
い。

8月～翌年2月

健健
康康
チチ

クク

健健
康康
相相
談談

※※健健康康相相談談ははテティィーーペペッックク((株株))にに委委託託ししてておおりりまますす。。健健康康相相談談のの33つつののササーービビスス共共通通ののおお問問いい合合わわせせ先先：：00112200--991111--009977

子宮頸がん健診：19歳以上

乳がん健診：35歳以上

1万円



日頃よりリクルート健康保険組合の事業運営にご協力いただき、ありがとうございます。
2021年2月10日に行われましたリクルート健康保険組合第102回組合会にて、2021年度の、一般勘
定（健康保険）、介護勘定（介護保険）の予算が決定いたしましたのでご報告いたします。

一般勘定（健康保険）について

〈収入について〉
保険料収入
保険料収入は、被保険者数の減少等に伴い、約227.62億円
（前年比：95.2％）となる見込みです。

別途積立金繰入
不測の事態に備え、20.00億円を繰り入れます。

〈収入について〉
介護保険料収入
保険料収入は、保険料率改定に伴い、約24.97億円となる見込
みです。

〈支出について〉
介護納付金
介護納付金は、各健保の介護保険加入者の総報酬額を元に、
国が定める計算式によって決まります。
2021年度の介護納付金は、約23.60億円となる見込みです。

〈支出について〉
保険給付費
および1人当たりの保険給付の増加により、約131.85億円
（前年比：112.7％）を見込んでおります。

納付金
納付金は65歳以上の高齢者医療を支えるための拠出金で、各
健保の加入者数や総報酬額などを元に、国が定める計算式によっ
て決まります。
高齢者医療への納付金は、約87.00億円（前年比：81.0％）を見
込んでいます。日本全体の高齢化がますます進む中で、納付金
負担は今後増え続けていく見込みです。

保健事業費
人間ドック、被扶養者向け健康診断、婦人科がん健診などの健
診事業を中心に実施しています。人間ドックの対象である40歳
以上の加入者の増加などにより、約8.44億円（前年比：106..5％）
を見込んでいます。

●2021年度の予算規模は、250億2115万円となります。
　保険料率は、8.00％で、前年度と変更ありません。

介護勘定（介護保険）について
●2021年度の介護保険料率は2.00％に改定となります
新型コロナウィルス感染拡大の影響による保険料収入減
少、今後の介護納付金増加を鑑み、保険料率を改定いたし
ました。　

●�2021年4月1日より枝番が追加される
各種証　
①健康保険被保険者証��②高齢受給者証
③限度額適用認定証　
④限度額適用・標準負担額減額認定証
⑤特定疾病受療証

2021年4月発行分から健康保険証等に枝番を追加します

2020年（令和2年）分の「医療費のお知らせ」について

新規発行分の保険証に枝番2桁が印字されます！

けんぽっぽインフォメーション2021年度　予算のご報告

医療機関で受診の際、医療機関等では患者が加入する医療保険を確認する「資格確認」を行います。
この「資格確認」をマイナンバーカードや健康保険証を用いてオンライン上で行う「オンライン資格確
認」が2021年3月からはじまりました。

このシステムの導入に伴い、2021年4月1日交付分より、新たに発行する被保険者証等※について、本人・家族それ
ぞれ個人ごとに2桁の枝番が印字されます。（枝番は続柄と関係なくランダムに発番されます）
なお、2021年3月31日までに交付された下記の①～⑤の証は継続して使用することが可能ですので、再交付等の手続き
は不要です。

【オンライン資格確認システムのしくみ】
医療機関の窓口でマイナンバーカードを
カードリーダーにかざす、または保険証
を提示することで加入する健保の資格情
報をチェックするしくみです。従来の保
険証は世帯単位の識別でしたが、記号番
号に加えて枝番2桁が追加され、個人の識
別が可能となりました。

※�マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルでの事前登録が必要です。登録の際に必要な枝番が印字されていない保
険証をお持ちの方は、リクルート健保までお問い合せください。事前登録についての詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省HPオンライン資格確認の導入について（医療機関・薬局、システムベンダ向け）より抜粋

リクルート健保では、本人（被保険者）や家族（被扶養者）
が保険証で診察を受けたときの医療費について、年1回「医
療費のお知らせ」を発行しています。
2020年（令和2年）1月～11月診療分の「医療費のお知ら
せ」を2月4日に被保険者のご自宅宛にお送りしましたので
ご確認ください。※紛失による再発行はできませんので、
大切に保管してください。

＜「医療費のお知らせ」を確定申告に利用される方へ＞
「医療費のお知らせ」を確定申告に利用される場合、「医療費のお知
らせ」に記載されていない12月診療分については、ご自身で「医療
費控除の明細書」を作成いただくようお願いいたします。
なお、医療費控除の申告（確定申告）に関するご質問は、最寄りの
税務署にお問い合わせいただけますようお願いいたします。

「医療費のお知らせ」は、医療費の総額等をお知
らせすることにより、�実際にかかった医療費と
健康に対する認識を深めていただくこと、また
本人が受診したものか、診療日数に誤りがない
か等、健保では確認できない部分について皆様
にご確認いただくことを目的としております。
受診していない医療機関の記載がある、診療日
数が多い等ありましたらリクルート健保までご
連絡ください。

「医療費のお知らせ」の目的

■一般勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

項目 内容 2020年度
決算見込

2021年度
予算 前年比

収
入
健康保険料
収入

被保険者・事業主からの
保険料収入 23,918,646 22,762,000 95.2%

別途積立金
繰入

健保が保有する
積立金からの繰入 0 2,000,000 −

その他収入 その他の収入 322,937 259,150 80.2%

24,241,583 25,021,150 103.2%

支
出保険給付費 医療費の健保負担分や

一時金・手当金などの給付 11,697,080 13,185,500 112.7%

納付金 高齢者医療制度などへの
納付金、拠出金 10,735,423 8,700,000 81.0%

保健事業費
人間ドック、家族向け健診、
など疾病予防・健康増進へ
の事業費

793,041 844,456 106.5%

財政調整事
業拠出金

健保間での財政調整用の拠
出金 419,103 382,000 91.1%

事務所費 健保の運営費（人件費、賃料。
システム費他） 174,339 203,800 116.9%

その他支出 その他の支出 17,512 19,163 109.4%

予備費 予算を超過した項目への
予備費 1,686,231

23,836,498 25,021,150 105.0%

収支（上記収入−支出） 405,086

単年度収支
（積立金繰入・予備費を除いた収入−支出） 405,086 ▲ 313,769

■介護勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

項目 内容 2020年度
決算見込

2021年度
予算 前年比

収
入
介護保険料
収入

被保険者・事業主からの保
険料収入 2,427,346 2,496,996 102.9%

繰入金 決算残金や準備金からの繰入 100,000 200,000 200.0%

その他収入 その他の収入 4 4 100.0%

2,527,350 2,697,000 106.7%

支
出
介護納付金 国の介護事業実向け納付金 2,427,663 2,360,000 97.2%

その他支出 その他の支出 122 600 493.4%

予備費 予算を超過した項目への
予備費 336,400

2,427,784 2,697,000 111.1%

収支（上記収入 - 支出） 99,566 0

単年度収支
（積立金繰入・予備費を除いた収入−支出） ▲434 136,400



日頃よりリクルート健康保険組合の事業運営にご協力いただき、ありがとうございます。
2021年2月10日に行われましたリクルート健康保険組合第102回組合会にて、2021年度の、一般勘
定（健康保険）、介護勘定（介護保険）の予算が決定いたしましたのでご報告いたします。

一般勘定（健康保険）について

〈収入について〉
保険料収入
保険料収入は、被保険者数の減少等に伴い、約227.62億円
（前年比：95.2％）となる見込みです。

別途積立金繰入
不測の事態に備え、20.00億円を繰り入れます。

〈収入について〉
介護保険料収入
保険料収入は、保険料率改定に伴い、約24.97億円となる見込
みです。

〈支出について〉
介護納付金
介護納付金は、各健保の介護保険加入者の総報酬額を元に、
国が定める計算式によって決まります。
2021年度の介護納付金は、約23.60億円となる見込みです。

〈支出について〉
保険給付費
および1人当たりの保険給付の増加により、約131.85億円
（前年比：112.7％）を見込んでおります。

納付金
納付金は65歳以上の高齢者医療を支えるための拠出金で、各
健保の加入者数や総報酬額などを元に、国が定める計算式によっ
て決まります。
高齢者医療への納付金は、約87.00億円（前年比：81.0％）を見
込んでいます。日本全体の高齢化がますます進む中で、納付金
負担は今後増え続けていく見込みです。

保健事業費
人間ドック、被扶養者向け健康診断、婦人科がん健診などの健
診事業を中心に実施しています。人間ドックの対象である40歳
以上の加入者の増加などにより、約8.44億円（前年比：106..5％）
を見込んでいます。

●2021年度の予算規模は、250億2115万円となります。
　保険料率は、8.00％で、前年度と変更ありません。

介護勘定（介護保険）について
●2021年度の介護保険料率は2.00％に改定となります
新型コロナウィルス感染拡大の影響による保険料収入減
少、今後の介護納付金増加を鑑み、保険料率を改定いたし
ました。　

●�2021年4月1日より枝番が追加される
各種証　
①健康保険被保険者証��②高齢受給者証
③限度額適用認定証　
④限度額適用・標準負担額減額認定証
⑤特定疾病受療証

2021年4月発行分から健康保険証等に枝番を追加します

2020年（令和2年）分の「医療費のお知らせ」について

新規発行分の保険証に枝番2桁が印字されます！

けんぽっぽインフォメーション2021年度　予算のご報告

医療機関で受診の際、医療機関等では患者が加入する医療保険を確認する「資格確認」を行います。
この「資格確認」をマイナンバーカードや健康保険証を用いてオンライン上で行う「オンライン資格確
認」が2021年3月からはじまりました。

このシステムの導入に伴い、2021年4月1日交付分より、新たに発行する被保険者証等※について、本人・家族それ
ぞれ個人ごとに2桁の枝番が印字されます。（枝番は続柄と関係なくランダムに発番されます）
なお、2021年3月31日までに交付された下記の①～⑤の証は継続して使用することが可能ですので、再交付等の手続き
は不要です。

【オンライン資格確認システムのしくみ】
医療機関の窓口でマイナンバーカードを
カードリーダーにかざす、または保険証
を提示することで加入する健保の資格情
報をチェックするしくみです。従来の保
険証は世帯単位の識別でしたが、記号番
号に加えて枝番2桁が追加され、個人の識
別が可能となりました。

※�マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルでの事前登録が必要です。登録の際に必要な枝番が印字されていない保
険証をお持ちの方は、リクルート健保までお問い合せください。事前登録についての詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省HPオンライン資格確認の導入について（医療機関・薬局、システムベンダ向け）より抜粋

リクルート健保では、本人（被保険者）や家族（被扶養者）
が保険証で診察を受けたときの医療費について、年1回「医
療費のお知らせ」を発行しています。
2020年（令和2年）1月～11月診療分の「医療費のお知ら
せ」を2月4日に被保険者のご自宅宛にお送りしましたので
ご確認ください。※紛失による再発行はできませんので、
大切に保管してください。

＜「医療費のお知らせ」を確定申告に利用される方へ＞
「医療費のお知らせ」を確定申告に利用される場合、「医療費のお知
らせ」に記載されていない12月診療分については、ご自身で「医療
費控除の明細書」を作成いただくようお願いいたします。
なお、医療費控除の申告（確定申告）に関するご質問は、最寄りの
税務署にお問い合わせいただけますようお願いいたします。

「医療費のお知らせ」は、医療費の総額等をお知
らせすることにより、�実際にかかった医療費と
健康に対する認識を深めていただくこと、また
本人が受診したものか、診療日数に誤りがない
か等、健保では確認できない部分について皆様
にご確認いただくことを目的としております。
受診していない医療機関の記載がある、診療日
数が多い等ありましたらリクルート健保までご
連絡ください。

「医療費のお知らせ」の目的

■一般勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

項目 内容 2020年度
決算見込

2021年度
予算 前年比

収
入
健康保険料
収入

被保険者・事業主からの
保険料収入 23,918,646 22,762,000 95.2%

別途積立金
繰入

健保が保有する
積立金からの繰入 0 2,000,000 −

その他収入 その他の収入 322,937 259,150 80.2%

24,241,583 25,021,150 103.2%

支
出保険給付費 医療費の健保負担分や

一時金・手当金などの給付 11,697,080 13,185,500 112.7%

納付金 高齢者医療制度などへの
納付金、拠出金 10,735,423 8,700,000 81.0%

保健事業費
人間ドック、家族向け健診、
など疾病予防・健康増進へ
の事業費

793,041 844,456 106.5%

財政調整事
業拠出金

健保間での財政調整用の拠
出金 419,103 382,000 91.1%

事務所費 健保の運営費（人件費、賃料。
システム費他） 174,339 203,800 116.9%

その他支出 その他の支出 17,512 19,163 109.4%

予備費 予算を超過した項目への
予備費 1,686,231

23,836,498 25,021,150 105.0%

収支（上記収入−支出） 405,086

単年度収支
（積立金繰入・予備費を除いた収入−支出） 405,086 ▲ 313,769

■介護勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

項目 内容 2020年度
決算見込

2021年度
予算 前年比

収
入
介護保険料
収入

被保険者・事業主からの保
険料収入 2,427,346 2,496,996 102.9%

繰入金 決算残金や準備金からの繰入 100,000 200,000 200.0%

その他収入 その他の収入 4 4 100.0%

2,527,350 2,697,000 106.7%

支
出
介護納付金 国の介護事業実向け納付金 2,427,663 2,360,000 97.2%

その他支出 その他の支出 122 600 493.4%

予備費 予算を超過した項目への
予備費 336,400

2,427,784 2,697,000 111.1%

収支（上記収入 - 支出） 99,566 0

単年度収支
（積立金繰入・予備費を除いた収入−支出） ▲434 136,400
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2021年度 予算のご報告
2021年2月10日に行なわれた「組合会」で予算が承認されておりますので、ご報告いたします。

けんぽっぽインフォメーション
健保からのお知らせと、リクルート健保が行なっているサポート内容についてご案内いたします。

2021年度 保健事業一覧
リクルート健保で行う2021年度の保健事業を一覧にしてご紹介いたします。

リクルート健康保険組合では、皆様の健康のために様々なサポートを行っています。
詳細は健保のホームページにてご確認ください。 リクルート健保ホームページ

（けんぽっぽnet）http://kempo.recruit.co.jp
けんぽっぽ 検索

内容・利用方法等
対象者・年齢条件
（年齢は年度末時点）

利用・案内
期間

自己負担額

単単独独ががんん健健診診
（（婦婦人人科科））

19歳以上の被保険者（女性）
※2021年４月1日から受診日まで継続し
て加入されてる方
※40歳以上の方は、「単独がん健診（婦
人科）」または「人間ドック」のどちらか
を選択

無料

特特定定保保健健指指導導

法令に基づいた「特定保健指導」のご
案内を対象者の自宅宛に郵送します。
ご案内書に沿ってお申し込みくださ
い。

健診を受診した結果、生活習慣
病のリスクが高いと判断された
40歳以上の被保険者・被扶養者

指導期間
　3か月
～6か月

無料

歯歯科科健健診診
健保ＨＰ上の専用サイトから健診の申
込みをしてください。

加入者全員 通年 無料

健保のHPでご紹介しています。詳し
くは各スポーツクラブ直営施設へお問
い合わせください。

加入者全員 通年

法人会員料金
※施設・店舗に
より利用者負担
金額異なります

購入方法等は年2回発行の健保広報誌

「けんぽっぽ」※
に同封している案内

書でご確認ください。
※毎年３月、8月頃発行

加入者全員
ご案内書で
ご確認くださ
い

特別価格で
購入可能

スマートフォンで受けられる禁煙外来
プログラム。平日夜・土日も診療可能
です。
健保ＨＰ上の専用申込フォームから申
込をしてください。

35歳以上の加入者 通年

心心とと体体のの健健康康相相談談
電話やＷＥＢで相談受付
（24時間・年中無休）

無料

メメンンタタルルヘヘルルスス
カカウウンンセセリリンンググ

電話・面談によるメンタルヘルスカウ
ンセリング。受付時間は健保のＨＰで
ご確認ください。

無料
※面談は年度に
つき一人5回ま
で無料。6回目
からは有料。

ベベスストトホホススピピタタルル

ネネッットトワワーークク
®®
ササーービビスス

がんなどの重篤な病気と診断されたと
き、セカンドオピニオンや専門医療機
関への紹介・受診手配

無料

通年

　　フフィィッットトネネススククララブブ
対対象象施施設設：：ススポポーーツツククララブブＮＮＡＡＳＳ、、
ルルネネササンンスス、、ココナナミミススポポーーツツククララ
ブブ、、東東急急ススポポーーツツオオアアシシスス、、テティィッッ
ププネネスス
R3.4より新しくティップネスが加わりまし
た！

事業名

家家庭庭用用常常備備薬薬のの斡斡旋旋

1万円
（一部健診機関

は2万円）
人人間間ドドッックク

フファァミミリリーー健健診診 無料

禁禁煙煙ササポポーートト　　

19歳以上の被扶養者（家族）・
任意継続被保険者（本人）
※2021年４月1日から受診日まで継続し
て加入されてる方

40歳以上被保険者（本人）・
被扶養者（家族）・任意継続被
保険者（本人）
※2021年４月1日から受診日まで継続し
て加入されてる方
※被扶養者・任意継続被保険者は「ファミ
リー健診」もしくは「人間ドック」のどち
らか選択

加入者全員

毎年7月下旬ごろ案内書を対象者の自
宅宛に郵送します。申込方法等は案内
書でご確認ください。

また健保HP上でもご案内しておりま
すので、お手元に案内書がない場合は
HPにてご確認ください。

★会社がご案内している定期健康診断
とは異なる任意の健診です。定期健康
診については、会社にご確認くださ
い。

8月～翌年2月

健健
康康
チチ

クク

健健
康康
相相
談談

※※健健康康相相談談ははテティィーーペペッックク((株株))にに委委託託ししてておおりりまますす。。健健康康相相談談のの33つつののササーービビスス共共通通ののおお問問いい合合わわせせ先先：：00112200--991111--009977

子宮頸がん健診：19歳以上

乳がん健診：35歳以上

1万円
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