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インフルエンザ予防接種補助金 

申請はお済ですか？ 

 組合員や家族がインフルエンザ予防接種を 

受けた場合、年度内(R2.4/1～R3.3/31)に 

1人1回、一律2,000円を上限に助成します。 

 小学生以下は、年度2回接種のため、1回に  

つき2,000円、合計4,000円まで助成します。 

◆必要書類 

 ①領収証(原本) 

 ②接種済証明証又は当該母子手帳(写し) 

 上記2点と印鑑をご持参の上、所属の支部 

 (組合)窓口で申請してください。 

◆補助対象者 

 ①資格取得後6ヶ月以上経過している方 

 ②保険料を完納している世帯 

 ③居住する市町村からの助成対象以外の方  
  ※市町村によって助成される年齢、対象者等が 

        違います） 

   ※65歳以上の方は予防接種法の適用により対象外 

        となります。 

お 知 ら せ 
 ８月１日からの新しい保険証は、届いています

か？ 

 「届いていない」「使おうと思ったら見当たらない」と

いう方は、所属している支部（組合）で再交付の手

続きをお願いいたします。 

 医療費や国民健康保険の給付金（高額療養費・出産育児一時金・療養費など）は、加入されている組合員と 

その家族が負担している保険料と国からの補助金でまかなわれています。 

 国民健康保険の仕組みを理解し、国民健康保険被保険者証（以下、「保険証」という）を正しく使いましょう。 

◆医療機関を受診する際には、必ず保険証を提⽰しましょう。 
月の途中で保険証に変更があったときは、医療機関に必ず新しい保険証を提示してください。 

◆保険証は、資格喪失⽇以降は無効となり使⽤できません。 
資格喪失日以降、保険証は無効となります。無効となった保険証を使用して医療機関を受診した場合

は、本組合が負担した医療費（7または8割分）の返還請求をさせていただくことがあります。資格喪失日以降

は、速やかに保険証を返還しましょう。（返還した医療費は新しい保険者に療養費として申請を行えば、支払

相当額が戻ります。） 

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。 

転居等により住所が変わったときは、支部

（組合）窓口で届け出が必要です。 

☆必要書類 

・マイナンバーの分かるもの、もしくは  

 住民票謄本 

・建設国保の保険証 

 

    編集後記 

 あけましておめでとうございます。 

 寒い日が続きますので、風邪など

ひかないようにご自愛ください。（お） 

 

私たちのこくほ 
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山形県建設国民健康保険組合 

２０２１年 

新年の挨拶 

2021年の新春を迎え、謹んでごあいさつ申し上げます。 

組合員並びに被保険者の皆様に於かれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し 

上げます。また、平素より国保組合運営に格別のご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。     

昨年は新型コロナウイルス感染症が全世界に大流行し、日本全国でも感染が広がり、あたり 

まえの日常をコロナウイルスに奪われてしまい心沈む日々を送られたことと思います。これらは 

 

さて、当国保組合の財源は国庫支出金等と保険料で運営が成り立っていますが国庫支出金等の

割合は歳入の約57%を占めています。これを持続するため令和3年度国庫補助金予算要求行動には、

母体組合の取り組みで組合員・ご家族の方々にハガキ要請にご協力をいただき、全建総連の傘下 

組合として各省庁へ要請行動を行うことが出来ました運動の積み重ねで現行水準の予算が確保され

ています。ご協力に感謝申し上げます。国保組合に共通している運営課題でありますが、近年組合

員と被保険者の方々が減少し続けています。反面、医療費や運営経費は増額していることから、 

経費の削減を図るため組織体制等検討会議で協議を重ね、国保組合の更なる前進に向け育成・強化

を図ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。結びに本年が皆様にとって良き年で 

ありますことをご祈念し、新年のご挨拶といたします。

経済活動にも影響を及ぼし、あらゆる業界が低迷していることから、我々業界にも影響が及び、

から、当国保組合として保険料の減免措置を行ったところです。この感染症がいつ収束するのか

仕事が減り所得が前年より大幅に減少した世帯を対象に保険料の減免を行うようにとの国の通達

明らかな情報は得られませんが、今後の動向を注視し関係機関とも連携を図り、皆様の生活と健康

を支えるための情報発信に努めてまいりますので、皆様方に於かれましても日々基本的な予防対策

に留意をしていただき、健やかにお過ごしいただくよう切望いたします。



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２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2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。（療養費（補装具等）も医療費控除の対象になります。） 

  

 インフルエンザの予防接種により、発症や重症化を予防することが、

ある程度可能です。新型コロナ予防のためにも、インフルエンザの流行期は感

染予防をこころがけましょう。 

感染予防のためのポイント（インフルエンザと新型コロナの予防方法は同じです） 

 

①人との距離を保ち「３つの密」を避ける 

●感染予防の大切なキーワードが「３つの密」。密閉、密集、密接の 

 「３密」を避けることが、感染の拡大を防ぎます。 

●１つでも感染の危険は高まりますが、３つの密が重なると 

「クラスター発生（多人数が同時に感染すること）」のリスクが 

  はね上がります。できるかぎり「ゼロ密」を目指しましょう。 

換気の悪い 

密閉空間 

 

大人数 

が集まる 

密集場所 

 

  近くで 

会話する 

密閉空間 

重なると 

 とくに危険！ 

②マスク着用で「咳エチケット」を守る 

③しっかり「手洗い」でウイルス除去 

●咳・くしゃみをする時はマスクをする。マスクが無く、咳やくしゃみ  

  をする時はティッシュなどで口と鼻をおさえる。 

  （間に合わない時は袖口で）。 

●使用したティッシュはすぐゴミ箱へ捨てる。 

●こまめに手を洗い感染を防ぐ 

  （石けんで10秒もみ洗いし、そのあと流水で15秒すすぐことで、ウイルスを 

  かなり洗い流すことができます。2回繰り返すと、さらに除去できます。） 

④適度な湿度・換気と体調管理 

●空気が乾燥するとのどの防御機能が低下し、 

  インフルエンザにかかりやすくなります。 

●適度な湿度（50～60％）を保つことが大切です。 

●適度な換気を行いましょう。 

◆インフルエンザの主な症状 

 ・インフルエンザにかかると、38度以上の高熱・ 

 頭痛・関節痛・筋肉痛などの全身症状。 

 

 ※新型コロナでも同じような症状がでる場合が 

 あります。 新型コロナの主な症状としては、他 

 に味覚異常・臭覚異常があります。 

 

◆発症から2日以内に治療薬 
・発症してから2日以内が、インフルエンザの治療薬（抗インフル

エンザ薬）が効く期間です。 

・重症化のサイン（息切れ・呼吸困難・嘔吐や下痢が続く・胸の

痛みが続く・症状が長引き悪化してきた）が見られたら、早めに

医療機関に電話で相談して受診しましょう。 

◆無理しないで休む 
・症状が軽くても無理をして出勤したり、登校することは禁物で

す。発症後、5日を経過し、かつ解熱後2日間（幼児は3日間）は

自宅で療養しましょう。 

「国民健康保険の医療費のお知らせ」の見方

医 療 を 受 け た 方 医 療 機 関 等 の 名 称 受診
年月

医療費の
区分

日数
（回数）

医療費の
総額（円）

支払った
医療費の額（円）

＊

医療費控除見込額
（Ｒ２.１～Ｒ２.10）

円 医療費の総額の合計（円）及び
支払った医療費の額の合計（円）

◆確定申告のとき「その年中に実際に支払った

　医療費の額」として使えます。

このお知らせに表示されたもののうち、令和２年中

（１月から 10 月まで）に支払われた　の合計金額です。

◆確定申告のとき「医療費通知に記載された

　医療費の額」として使えます。

このお知らせに表示されたすべて（令和元年 11 月から

令和２年10 月までの１年間）の　の合計金額です。

　審査の結果、医療費が減額になったことによって、支払い額に１万円以上の差額が出たものに“＊”を表示しています。
　「医療費の総額」　の合計金額です。

　医科入院、医科通院、歯科、調剤、訪問（訪問看護ステーション）、柔整（接骨院）、その他（あんま、はり・きゅう、
　 マッサージ）、食事（入院時食事療養費）の区分です。

　医療を受けた日数または回数です。
　国民健康保険で受けた医療費の総額です。
　医療機関等の窓口などで支払われた金額（「医療費の総額」　に対する１～３割の自己負担額）です。

※実際に支払われた金額は10円未満を四捨五入した金額ですが、こちらの金額は四捨五入する前の金額で表示されています。

※国民健康保険の給付対象にならない費用（入院時の個室料、診断書等の文書料、歯科の差額材料費など）は含まれていません。

※国や市町村などで実施する医療費助成を受けたときや高額療養費の支給を受けたときなどは、表示された金額が実際に支払われ

　た金額と異なることがあります。

・「医療機関等の名称」欄について、特殊文字は表示されませんので、必要に応じて加筆するなどして名称を補完
　してご利用ください。
・このお知らせには、国民健康保険の加入中にかかったもののうち国民健康保険の給付対象になったものだけを
　表示しています。後期高齢者医療や被用者保険などに加入してかかったものは表示されません。
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　医療費の額」として使えます。

このお知らせに表示されたもののうち、令和２年中

（１月から 10 月まで）に支払われた　の合計金額です。

◆確定申告のとき「医療費通知に記載された

　医療費の額」として使えます。

このお知らせに表示されたすべて（令和元年 11 月から

令和２年10 月までの１年間）の　の合計金額です。

　審査の結果、医療費が減額になったことによって、支払い額に１万円以上の差額が出たものに“＊”を表示しています。
　「医療費の総額」　の合計金額です。

　医科入院、医科通院、歯科、調剤、訪問（訪問看護ステーション）、柔整（接骨院）、その他（あんま、はり・きゅう、
　 マッサージ）、食事（入院時食事療養費）の区分です。

　医療を受けた日数または回数です。
　国民健康保険で受けた医療費の総額です。
　医療機関等の窓口などで支払われた金額（「医療費の総額」　に対する１～３割の自己負担額）です。

※実際に支払われた金額は10円未満を四捨五入した金額ですが、こちらの金額は四捨五入する前の金額で表示されています。

※国民健康保険の給付対象にならない費用（入院時の個室料、診断書等の文書料、歯科の差額材料費など）は含まれていません。

※国や市町村などで実施する医療費助成を受けたときや高額療養費の支給を受けたときなどは、表示された金額が実際に支払われ

　た金額と異なることがあります。

・「医療機関等の名称」欄について、特殊文字は表示されませんので、必要に応じて加筆するなどして名称を補完
　してご利用ください。
・このお知らせには、国民健康保険の加入中にかかったもののうち国民健康保険の給付対象になったものだけを
　表示しています。後期高齢者医療や被用者保険などに加入してかかったものは表示されません。

注意事項

●5●4
●6
●3●2●1

●4●4

●2

●1

●4
●3

●3

●3

●6
●5

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２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2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。（療養費（装具等）も医療費控除の対象になります。） 



http://yamaken-kokuho.or.jp/

1 134

HP

3

 

 

 

インフルエンザ予防接種補助金 

申請はお済ですか？ 

 組合員や家族がインフルエンザ予防接種を 

受けた場合、年度内(R2.4/1～R3.3/31)に 

1人1回、一律2,000円を上限に助成します。 

 小学生以下は、年度2回接種のため、1回に  

つき2,000円、合計4,000円まで助成します。 

◆必要書類 

 ①領収証(原本) 

 ②接種済証明証又は当該母子手帳(写し) 

 上記2点と印鑑をご持参の上、所属の支部 

 (組合)窓口で申請してください。 

◆補助対象者 

 ①資格取得後6ヶ月以上経過している方 

 ②保険料を完納している世帯 

 ③居住する市町村からの助成対象以外の方  
  ※市町村によって助成される年齢、対象者等が 

        違います） 

   ※65歳以上の方は予防接種法の適用により対象外 

        となります。 

お 知 ら せ 
 ８月１日からの新しい保険証は、届いています

か？ 

 「届いていない」「使おうと思ったら見当たらない」と

いう方は、所属している支部（組合）で再交付の手

続きをお願いいたします。 

 医療費や国民健康保険の給付金（高額療養費・出産育児一時金・療養費など）は、加入されている組合員と 

その家族が負担している保険料と国からの補助金でまかなわれています。 

 国民健康保険の仕組みを理解し、国民健康保険被保険者証（以下、「保険証」という）を正しく使いましょう。 

◆医療機関を受診する際には、必ず保険証を提⽰しましょう。 
月の途中で保険証に変更があったときは、医療機関に必ず新しい保険証を提示してください。 

◆保険証は、資格喪失⽇以降は無効となり使⽤できません。 
資格喪失日以降、保険証は無効となります。無効となった保険証を使用して医療機関を受診した場合

は、本組合が負担した医療費（7または8割分）の返還請求をさせていただくことがあります。資格喪失日以降

は、速やかに保険証を返還しましょう。（返還した医療費は新しい保険者に療養費として申請を行えば、支払

相当額が戻ります。） 

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。 

転居等により住所が変わったときは、支部

（組合）窓口で届け出が必要です。 

☆必要書類 

・マイナンバーの分かるもの、もしくは  

 住民票謄本 

・建設国保の保険証 

 

    編集後記 

 あけましておめでとうございます。 

 寒い日が続きますので、風邪など

ひかないようにご自愛ください。（お） 

 

私たちのこくほ 

 

 

佐藤 四男 
令和3年1月1日  丑年   

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 

令和3年1月15日 第134号 

山形県建設国民健康保険組合 

２０２１年 

新年の挨拶 

2021年の新春を迎え、謹んでごあいさつ申し上げます。 

組合員並びに被保険者の皆様に於かれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し 

上げます。また、平素より国保組合運営に格別のご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。     

昨年は新型コロナウイルス感染症が全世界に大流行し、日本全国でも感染が広がり、あたり 

まえの日常をコロナウイルスに奪われてしまい心沈む日々を送られたことと思います。これらは 

 

さて、当国保組合の財源は国庫支出金等と保険料で運営が成り立っていますが国庫支出金等の

割合は歳入の約57%を占めています。これを持続するため令和3年度国庫補助金予算要求行動には、

母体組合の取り組みで組合員・ご家族の方々にハガキ要請にご協力をいただき、全建総連の傘下 

組合として各省庁へ要請行動を行うことが出来ました運動の積み重ねで現行水準の予算が確保され

ています。ご協力に感謝申し上げます。国保組合に共通している運営課題でありますが、近年組合

員と被保険者の方々が減少し続けています。反面、医療費や運営経費は増額していることから、 

経費の削減を図るため組織体制等検討会議で協議を重ね、国保組合の更なる前進に向け育成・強化

を図ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。結びに本年が皆様にとって良き年で 

ありますことをご祈念し、新年のご挨拶といたします。

経済活動にも影響を及ぼし、あらゆる業界が低迷していることから、我々業界にも影響が及び、

から、当国保組合として保険料の減免措置を行ったところです。この感染症がいつ収束するのか

仕事が減り所得が前年より大幅に減少した世帯を対象に保険料の減免を行うようにとの国の通達

明らかな情報は得られませんが、今後の動向を注視し関係機関とも連携を図り、皆様の生活と健康

を支えるための情報発信に努めてまいりますので、皆様方に於かれましても日々基本的な予防対策

に留意をしていただき、健やかにお過ごしいただくよう切望いたします。


