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交通事故等で健康保険証を使用するときは 

建設国保への届け出が必要です！ 
 交通事故等が原因でケガをして、国民健康保険（保険証）を使って治療を受けるときは、 
建設国保への「第三者行為（自損事故）による被害届」の届け出が必要となります。 

届け出が必要な場合とは… 

●相手方がいる交通事故（自転車事故も含む）に遭ったとき 

●事故車に同乗していたとき 

●他人の飼っている動物に咬まれてケガをしたとき 

●ゴルフ場で他人の打ったボールが当たったとき 

●スキーやスノーボードで衝突されたとき 

●他人から暴力を受けたとき   など  
                  

過失割合に 

関係なく届け出 

が必要です! 

なぜ届け出が 

必要なの？ 

本来加害者が支払うべき治療費を建設国保が立て

替えて医療機関に支払っています。 

建設国保が加害者（損害保険会社）に立て替えた治

療費を請求するためには届け出が必要となります。 

書類の提出は所属の組合 

（支部）にお願いします。 

わからないことがございましたら、所

属の組合（支部）または本部までお

問い合わせください。 

 

 ① 第三者行為による傷病届 

 ② 事故発生状況報告書 

 ③ 同意書 

 ④ 交通事故証明書（原本・人身事故と記載のもの） 

 

 ※①～③は建設国保のHPよりダウンロードできます。 

編集後記 

▼今年度も「就労形態・業務内容・労災加入
状況調査」を実施いたしますので、ご提出をお
願いいたします。 
 

▼これから暑くなりますので、体調管理には注
意してくださいね。（西） 

保健師による 

健康電話相談を実施しています 

◆相談日  月曜日～金曜日 
※事務所にいる時はいつでも対応します。 

◆時　　間  10 ： 00～16 ： 00 
◆電　　話  023-666-7727 
 ※個人情報は厳守いたします。 
 ※お気軽にお電話ください。 

提 出 書 類 

　山形県建設国民健康保険組合 （建設国保組合） は、母体組合である建設労働

組合に加入し、建設関係の仕事に従事している方々が加入する国保組合です。 

 そのため、建設国保組合の運営にあたり、厚生労働省から異業種の紛れ込みがない

か、加入後も建設業に従事しているか等の資格確認の徹底を強く求められております。

 また、健康保険適用除外の承認を受けた事業所の事業主・従業員等への国庫補助金の割合は、他の

一般被保険者の約半分と低くなっていることから、国庫補助金の事務処理を適正に行うために、毎年事業

所調査を実施し、健康保険適用除外の承認状況や、従業員の異動等を管理しており

ます。 

 今年も6月から順次組合員の皆様に申告書を送付させていただきます。皆様方には

大変ご負担をおかけいたしますが、調査へのご理解とご協力をお願いいたします。 

私たちのこくほ 
令和2年6月15日 第130号 

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 

全ての組合員を対象に 

就労形態・業務内容・労災加入状況 調査を実施します 

①「就労形態・業務内容・労災加入状況申告書」 

（全ての組合員からご提出いただきます） 

 提出時期：7月頃を予定 

 ※「建設業に従事する者であることを証明する書類」を追加で提出をお願いする場合があります。 

②「標準報酬月額決定通知書」 

（法人事業主または従業員が厚生年金保険に加入の個人事業主の方） 

 提出時期：10月頃を予定 

 調査の詳細については、所属する組合 （国保組合支部） を通じて、改めてお知ら

せいたします。 

 私たちの建設国保組合を健全・適正に運営していくための大変重要な調査となりま

すので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 



日本国内においては、令和2年1月に初めて確認されて以降、新型コロナウイルス感染症の感染者が

多数確認されております。感染から発症までは1～14日（多くは5日前後）程度と言われており、発熱や

のどの痛み、長引く咳や強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。くしゃみなどの飛沫や

接触により感染しますので、予防には、風邪や季節型インフルエンザ対策と同じように、一人ひとりが

手洗いや咳エチケットなどの通常の感染症対策をとっていただくことが重要です。

◆こまめな手洗いや

アルコール製剤での消毒

・外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前 

などこまめに手を洗いましょう。

・石けんで洗い終わったら十分に水で流し、

清潔なタオルやペーパータオルでよくふき

取って乾かしましょう。

・アルコール製剤での消毒も効果的です。

◆咳エチケットで 

  感染を広げない 

・咳が出るときはマスクをする。

・咳やくしゃみをする時は、マスクやティッ

シュ・袖口などで口と鼻をおさえる

・使ったティッシュは、すぐゴミ箱へ。

・近くに人がいるときは、顔をそむける。

現在、70～74歳の方が医療機関を受診する際は、被保険者証と高齢受給者証

が一体となった「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示する

ようお願いしております。 

高齢受給者証は、国の定めにより毎年8月1日が更新となっておりますので、

今年度も6月中旬頃から高齢受給者証の更新作業を行います。 

一部負担額の割合を決定し、高齢受給者証を交付するには、世帯全員の所得・課税状況

を確認する必要があります。大変お手数ではございますが、「所得額・控除額・課税額が

記載されている証明書」をご提出くださるようご協力をお願いいたします。 

なお、新しい「被保険者証兼高齢受給者証」が届きましたら、記載内容に間違いがない

かご確認いただき、有効期限が過ぎた「被保険者証兼高齢受給者証」については、はさみ

等で裁断の上、破棄してください。 

有効期限を過ぎた「被保険者証兼高齢受給者証」については、8月以降使用

しないようお願いいたします。 

 
 
 

 

 

 

栄養・食生活の管理  寝る前のスマホはダメ 

趣味などでストレス解消      身体活動・運動        

禁煙     節酒   寝酒は NG・飲みすぎ注意  

入浴   38～40℃のぬるめのお湯に 10～20分程度ゆったりと・・・※ 

～ 山形県保険者協議会第 16 回共同広報キャンペーン ～ 

10歳以上では全国と比べてやや多くの睡眠時間がとれている山形

県でも、20歳以上になると睡眠時間を十分にとれていないと感じて 

いる人は４人に１人以上います。また女性のほうが男性

より十分な睡眠をとれていないと感じており、女性は家

事や育児の負担が大きいため、男性よりもさらに睡眠時

間が短く平日・ 

週末を問わず、 

慢性的な睡眠 

不足状態にある 

といえます。 

★ ★ ★ ★ ★  

新型コロナウイルス 

感染症対策のためにも 

ゆっくり眠って免疫力 

を UPしましょう！ 

 

ゆっくり眠るためには、昼間の悩みを寝床に持ち込まないこと

や、眠ろうとして頑張らないことも大切です※。また、疲れを

感じたら無理をしないことも大事です。ゆっくり休む時間をつ

くりいつも頑張っている自分をいたわってあげましょう。 

参考【厚生労働省e-ヘルスネット】 

 

 
 

参考（※部分）【お風呂に入ろう！【睡眠編】ファイテン株式会社】 

 

参考（ 部分）【山形新聞 20200427※渡辺範雄京都大教授による「健康な睡眠のための 10 カ条」】 

≪山形県≫睡眠による休養を十分とれていない者

の割合（２０歳以上）【平成２８年県民健康・栄養調査】  山形県の特徴 

≪睡眠時間ランキング≫ 
１位 秋田県 ８時間０２分  ２位 青森県 ７時間５９分 

３位 山形県 ７時間５６分 (※全国平均 ７時間４０分) 

 

１日あたりの睡眠時間（１０歳以上、土日を含む週全体の平均）/社会生活基本

調査から分かる４７都道府県ランキング（平成２８年社会生活基本調査結果より） 

参考【江崎グリコ株式会社ホームページ】  

慢性的な睡眠不足は、 

記憶力減退など精神機能の低下、 

日中の眠気や意欲低下、食欲増大に

つながり、生活習慣病として 

私たちの健康に大きく影響します。 

生活習慣病予防のためにも 

睡眠はとても大切です。 
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