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2020年 

新年の挨拶 

 

佐藤 四男 

 新年あけましておめでとうございます。 

 昨年、徳仁天皇が即位され新しい時代を迎え、組合員やご家族の皆様には、輝かしい

新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。皆様には、日頃から建設国保運営に対しご

支援とご協力をいただいていることに厚く御礼申し上げます。 

 さて、時代は平成から令和へと変わりました。当建設国保組合も歴史は永く流れ行く

時代とともに、半世紀にわたり相扶共済の精神に基づき、建設労働者の命と健康を守り

保険者の自立確保のもと効率的な事業運営により保険者機能を発揮してまいりました。

また、近年健康増進疾病予防の側面に於いて、国保組合としての役割を果たしてこられ

たことは、被保険者皆様の運営に対する深いご理解があればこそと感謝申し上げます。 

 国の医療制度は「治療」から「予防」へと大きく舵を切り、国民の健康に対する関心

が益々高まってきていることから、今まで以上に保険者機能を発揮し保健事業の拡充強

化に努力してまいりますのでさらなるご協力をお願いします。 

 現在の国民健康保険制度は、団塊の世代全員が後期高齢者になる2025年に備え、市町

村国保の財政を強化する目的で、消費税増税分等を財源として、多額の財政支援が行わ

れておりますが、人口減少と少子高齢化の進展や医療技術の高度化等による医療費の高

騰が進んでおり、当建設国保組合も市町村国保と同様に今後の対応を考慮しなければな

りません。現役世代の減少に伴い被保険者は、ここ10年間で約4,500名が減少、その流れ

に歯止めがかからない状況です。また、高齢化が進み、65歳以上の前期高齢者が年々増

加傾向にあることから、若年世代の組合員確保が急務であります。被保険者が減少する

ことにより、保険料収入や国庫補助金の実質的減額が生じ、財政がひっ迫することが予

想されますので、母体組合と連携を図り組織拡大にもご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 結びに新しい年が皆様にとって素晴らしい１年となることをご祈念申し上げ、新年の

ご挨拶といたします。 

令和2年1月1日  子年   

 

理事長 

山形県建設国民健康保険組合 
山形市北町三丁目１番７号 

TEL 023（666）7727 
FAX 023（681）6607 

HP http://yamaken-kokuho.or.jp/ 
E-mail  info@yamaken-kokuho.or.jp 
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 インフルエンザは、いったん流行が始まると、感染力が強く短期間で拡大し、

一般的なかぜと違い重症化しやすく、肺炎などを合併して死に至ることもありま

す。正しい予防法を実践することが大切です。 

 風邪とインフルエンザの違いについて 

    風邪       インフルエンザ 

 症 状 鼻水やのどの痛みなど

の局所症状。 

38℃以上の発熱やせき、のどの痛み、 

全身の倦怠感や関節の痛みなどの全身症状。 

流行の時期 一年を通し風邪をひく

ことがあります。 

1月～2月に流行のピーク。 

ただし、4月、5月まで散発的に流行することもあります。 

インフルエンザがうつらないようにするには？ 

①飛沫感染、接触感染といった感染経路を断つことが大事です。 

 ・外出時は、手洗い・うがいを心がけましょう。 

 ・インフルエンザが流行してきたら、適時 マスクを着用。 

 ・アルコールを含んだ消毒薬で手を消毒することも効果的です。 

②普段からの健康管理も重要です。栄養と睡眠を十分にとり、抵抗力を高めて 

  おきましょう。 

③予防接種 

 ・予防接種は発症する可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを 

  防ぎます。 

 ・ワクチンの効果が持続する期間は、一般的には５ヶ月間。 

 ・流行するウイルスの型も変わるので、毎年、定期的に接種することが望まれます。 

どんな症状がでたら医療機関へ行けばいいの？ 

 

 比較的急速に38℃以上の発熱があり、咳やのどの痛み、全身の倦怠感を伴う場合はインフルエ

ンザに感染している可能性があります。こういった症状がある場合は、早めに医療機関を受診しま

しょう。 

 お年寄りやお子さん、妊婦さん、持病のある方（慢性閉塞性肺疾患・喘息・慢性心疾患・糖尿病な

ど）そして、重症化のサイン（呼吸困難・胸の痛み・嘔吐や下痢が続く・症状の悪化）がみられる場

合は、すぐに医療機関を受診してください。 

 

インフルエンザ予防接種補助金    

申請を受付けております 
 

 

 

申請していない方は、領収書（原本）と接

種済証明書または母子手帳（写し）で申請

できます。 

※資格取得後6ヶ月以上経過した方が対象と

なります。 

さい。 

 

所属の支部（組合）の窓口で申請してくだ



医療費通知書の送付と確定申告での利用について 

・1月下旬に皆様に送付する「医療費通知書」は確定申告（医療費控除）の申告手続きに使うことがで 

 きます。 

・今回のお知らせはハガキでなく、封筒でお送りしますのでご注意ください。 

・このお知らせを申告書に添付することで、医療費の明細の記入を省略できます。 

・このお知らせには令和元年１０月までにかかった医療費だけが表示されていますので、そのあと 

 の１１月と１２月にかかったものについては保管している領収書により『医療費控除の明細書』に 

 追加記入して申告する必要がありますのでご注意ください。 

・確定申告（医療費控除）に関することは、“税務署”へお問い合わせください。 

※このお知らせの対象期間内（令和元年10月まで）にかかった医療費でも、レセプト審査の状況によって 

 は、このお知らせに表示されていないときがあります。 

※医療費控除の対象となる医療費で、このお知らせに表示されていないもの（11月と12月にかかった分を  

 含む）があるときは、別途、医療機関等からの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」に追加記入し 

 て申告していただく必要があります。なお、そのとき作成に使った領収書は５年間大切に保存してくだ 

 さい。 

～ 山形県保険者協議会第 15回共同広報キャンペーン ～ 

20 歳以上の 1 日の平均食塩摂取量 【国民健康・栄養調査より】 平成２４年、２８年 

 
男性８ｇ未満  女性７ｇ未満 

（日本人の食事摂取基準 2015 年版より） 

高血圧の方は６ｇ未満 
（高血圧治療ガイドライン２０１９より） 

１日の食塩摂取量の目標

値 

山形県・山形県保険者協議会 
 

■めん類のスープは、なるべく多く残す ※スープを残すと約４ｇの減塩に！

■調味料を極力控える ※とりすぎ注意：しお、みそ、しょうゆ、めんつゆ、ソース、ドレッシングなど

■塩分の多い食べ物は、 回に食べる量や回数を減らす
※みそ汁は具だくさんにして、なるべく１日１杯に！ 杯減らすと ～ ｇの減塩になります

毎日少しずつ始める 「減塩生活」 のポイント  

※山形県保険者協議会とは、県内の医療保険者により被保険者の健康保持増進と円滑な事業を行うために設立された団体です。 

平成 年と比べると減っている！が、

全国よりも高く、

目標値よりも高い・・・

目標７ｇ 

目標８ｇ 

 

◆高血圧の診断基準◆ １日１回血圧測定を！ 

○診察室血圧：１４０/９０mmHg以上  

○家庭血圧（自宅での血圧測定値）：１３５/８５mmHg以上 

山形県 は、高血圧 の原因となる 

「食塩摂取量」 
が多い！ 

【山形県民の健康と食生活のすがたより】（※部分） 
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れておりますが、人口減少と少子高齢化の進展や医療技術の高度化等による医療費の高

騰が進んでおり、当建設国保組合も市町村国保と同様に今後の対応を考慮しなければな

りません。現役世代の減少に伴い被保険者は、ここ10年間で約4,500名が減少、その流れ

に歯止めがかからない状況です。また、高齢化が進み、65歳以上の前期高齢者が年々増

加傾向にあることから、若年世代の組合員確保が急務であります。被保険者が減少する

ことにより、保険料収入や国庫補助金の実質的減額が生じ、財政がひっ迫することが予

想されますので、母体組合と連携を図り組織拡大にもご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 結びに新しい年が皆様にとって素晴らしい１年となることをご祈念申し上げ、新年の

ご挨拶といたします。 

令和2年1月1日  子年   
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 インフルエンザは、いったん流行が始まると、感染力が強く短期間で拡大し、

一般的なかぜと違い重症化しやすく、肺炎などを合併して死に至ることもありま

す。正しい予防法を実践することが大切です。 

 風邪とインフルエンザの違いについて 

    風邪       インフルエンザ 

 症 状 鼻水やのどの痛みなど

の局所症状。 

38℃以上の発熱やせき、のどの痛み、 

全身の倦怠感や関節の痛みなどの全身症状。 

流行の時期 一年を通し風邪をひく

ことがあります。 

1月～2月に流行のピーク。 

ただし、4月、5月まで散発的に流行することもあります。 

インフルエンザがうつらないようにするには？ 

①飛沫感染、接触感染といった感染経路を断つことが大事です。 

 ・外出時は、手洗い・うがいを心がけましょう。 

 ・インフルエンザが流行してきたら、適時 マスクを着用。 

 ・アルコールを含んだ消毒薬で手を消毒することも効果的です。 

②普段からの健康管理も重要です。栄養と睡眠を十分にとり、抵抗力を高めて 

  おきましょう。 

③予防接種 

 ・予防接種は発症する可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを 

  防ぎます。 

 ・ワクチンの効果が持続する期間は、一般的には５ヶ月間。 

 ・流行するウイルスの型も変わるので、毎年、定期的に接種することが望まれます。 

どんな症状がでたら医療機関へ行けばいいの？ 

 

 比較的急速に38℃以上の発熱があり、咳やのどの痛み、全身の倦怠感を伴う場合はインフルエ

ンザに感染している可能性があります。こういった症状がある場合は、早めに医療機関を受診しま

しょう。 

 お年寄りやお子さん、妊婦さん、持病のある方（慢性閉塞性肺疾患・喘息・慢性心疾患・糖尿病な

ど）そして、重症化のサイン（呼吸困難・胸の痛み・嘔吐や下痢が続く・症状の悪化）がみられる場

合は、すぐに医療機関を受診してください。 

 

インフルエンザ予防接種補助金    

申請を受付けております 
 

 

 

申請していない方は、領収書（原本）と接

種済証明書または母子手帳（写し）で申請

できます。 

※資格取得後6ヶ月以上経過した方が対象と

なります。 

さい。 

 

所属の支部（組合）の窓口で申請してくだ


