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新年のご挨拶 

 

佐藤 四男 

 

  

 新年あけましておめでとうございます。 

 組合員ご家族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、皆様方には日頃より、建設国保の運営に特段のご理解とご協力をいただいておりますことに

心より感謝申し上げます。 

 当国保組合の運営は国民皆保険制度により、国庫補助金と皆様からの保険料で成り立っています。

政府は社会保障費自然増額分5,000億円の抑制計画の中、母体組合皆様の予算要求取り組みの成果で、

国庫補助金は現行水準が確保されています。しかし、少子高齢化に伴い被保険者は、平成7年の被保険

者数の推移と比較しますと47％減少しています。そうした中、国庫補助金の動きといたしましては、

これまでは加入者の所得に関係なく、定率で32％補助金をいただいておりましたが、平成27年の制度

改正により定率補助13％から32％まで11の区分に細かく分けられ、段階的に補助金の引き下げが始

まっています。これに伴い５年に一度実施してきた所得調査を今年度から３年に一度の定期調査を実

施することも決定しております。この所得調査は国からの補助金を大きく左右するものです。組合員

とご家族皆様方の調査へのご理解とご協力をお願いします。 

 制度改正により、加入者の健康保持・増進を目指す保健事業への積極的な取り組みは、国からも激

励されており、国保組合に対するインセンティブという形で補助金に反映されることが、今年度以降

本格的に導入されます。当組合もそれに応えるよう事業計画を立て邁進してまいります。国を挙げて

「治療医療」から「予防医療」へと大きく舵を切っていることを皆様も強く意識していただきたいと

思います。 

 市町村国保は大改革に向けて平成30年度から県が運営主体となります。これにより市町村国保は県

単位に一本化されるわけですが、国保法の改正案に伴う附帯決議では、「国保組合については、今後

とも自主的な運営に基づいた保険者機能を発揮できるよう必要な支援を行う」とされております。こ

のことから、何ら影響もなく当国保組合については、今年度以降も現在の独立した形を維持しなが

ら、組合組織の良さを活かした運営ができますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 最後になりましたが、組合員並びにご家族皆様にとって健康で素晴らしい１年となりますよう心か

ら祈念申し上げ、新年のご挨拶と致します。                      

戌年 

平成30年1月1日      理事長 

 

 特定健診の受診方法や当国保組合と契約

している健診・医療機関名がホームページ

に掲載されました。ぜひ参考にして下さい。 

http://yamaken-kokuho.or.jp 

  

  

 

  

 平成30年4月からの医療保険料について、平成29年7月組合会にて法人事業所における事業主、

従業員について、新たに区分を設ける方針を提案し検討しているところです。その内容は、法

人事業所の事業主については3,000円、従業員については800円をプラスする考えです。 

 また、年齢による保険料区分についても、27歳以下の若い方は200円の値下げ、28歳から69歳

までの方は200円の値上げ、70歳以上の方は500円の値上げを提案しています。家族(一家)、成

人女子は200円の値上げ、成人男子は300円値上げで提案しています。 

 法人事業所の事業主は年齢区分による保険料、プラス事業主分3,000円になります。例えば27

歳以下は3,000円マイナス200円で2,800円値上げ、70歳以上は3,000円プラス500円で3,500円の

値上げになります。従業員の方も同様に27歳以下は800円マイナス200円で600円、70歳以上は

800円プラス500円で1,300円の値上げになります。 

 平成30年2月の組合会にて審議することになりますので、ご協力の程お願いします。 

医療保険料について 

は

  タイプ別ストレス解消法 

体調不良型（慢性的なス

トレスが痛みなど症状と

して現れるタイプ） 

抑うつ型（自己否定感が

強くトラブルが自分のせ

いだと思うタイプ） 

イライラ型（心の中の葛

藤が感情表現に現れるタ

イプ） 

気合で乗り切ろうをせず、

十分な睡眠、ゆっくりお風

呂に入り辛い部分を温める

などして、心と体をリラッ

クス。 

頑張った自分にプレゼント

する、動物や自然に触れ合

うなど一人でのリラックス

が効果的。飲み会など華や

かな場所はかえって逆効果

です。 

冷静になろうとするより思

いっきり体を動かす、ス

ポーツ観戦で応援をする、

新聞を破くなどして、イラ

イラを発散させましょう。 

「インフルエンザの 

予防接種について」  
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 

お住まいの市町村にお問い合わせください 

忙しいこの時期ストレスと上手に 

付き合いましょう♡ 



平成３０年1月から 

建設国保の手続きが一部変わります  

  

平成29年10月から新規加入、一部取得、住所、氏名変更の手続きで情報連携本

格運用が開始されました。加入等の手続き時には中間サーバーの住基ネットで

同一住所の世帯員、住所、氏名変更等の情報照会をしております。これによ

り、建設国保の新規加入、一部取得、住所及び氏名変更の手続き等について、

原則住民票の提出は不要になりますが、場合によってはご提出いただくことが

あります。 

  

（1）組合員が手続きを行う場合(イ、ロのいずれかをご持参下さい） 

イ．個人番号カード(番号確認と本人確認が併せてできます） 

  ロ．通知カード＋本人確認書類(①か②） 

①運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在

留カード等 

②上記①がないときは「健康保険証」＋「年金手帳」 

  ※加入対象となる方の個人番号カード及び通知カードの写しは不要です。    

 

（2）本人以外が手続きを行う場合 

  イ．本人の委任状（同じ世帯の被保険者である場合は必要ありません） 

ロ．窓口にきた方の本人確認書類(運転免許証・旅券等） 

ハ．手続き対象者全員の通知カード         

※出生の場合はマイナンバーのある住民票か通知カードが必要ですが、市

町村への出生届出時に個人番号が付番されますので、その書類でも可能で

す。 

個人番号は申請

者が書類に記入

してください！ 

本 人 確 認 書 類 は 

お持ちですか？ 

氏名の漢字は

住民票と同じ

に書いてくだ

さい 

①休養 
 つい無理をして疲れを

ためたり、睡眠不足が続

くと、抵抗力が 

弱まります。 

 

②加湿・適温 
 室内の温度は20℃前後、湿度は加

湿器などで50～60％にするとインフ

ルエンザにかかりにくい環境です。 

③栄養 
 食事のバランスにも気を

配りウイルスをよせつけな

い体をつくりましょう。 

⑦マスク 
 人込みへの外出時な

どはマスク

を着用。 

⑥人込みを避ける 
 人込みへの外出は必要

以外は控える。 

④うがい・手洗い 
 うがいは、のどについた

ウ イ ル ス か ら 感

染を防ぎます。ま

た、手 洗 い は 接

触 に よ る 感

染 を 防 ぎ ま

す。 

⑤予防接種 
 ワクチン接種後、効果が出るまで平

均２週間ほどかかります。ワクチンに

よる免疫持続期間は約５ヵ

月間。 

（※インフルエンザ予防接

種補助金制度あり） 

～インフルエンザの危険が高まる時期です～ 
 インフルエンザは普通のかぜとは異なり、１～4日間の潜伏期間を経て突然

38℃以上の「高熱」や、関節痛、筋肉痛、頭痛などの他、全身倦怠感、食欲

不振などの「全身症状」が強く現れるのが特徴です。また、重

症化しやすいため、気管支炎や肺炎を併発しやすく、特に幼

児・高齢者の場合は死に至る場合もあるため注意しましょう。 

ジェネリック医薬品とは 
 先発医薬品と同等の効能効果をもつ医薬品で、
先発医薬品よりも費用を安く抑える事が出来ま
す。「ジェネリック医薬品お願いカード」を医療機関
や調剤薬局に提示することでジェネリック医薬品
について相談にのってもらう事ができます。 

ジェネリック医薬品を利用することで、自己負担額が軽減するだけではなく、建設国保組合

の医療費の節減にも繋がります。長期間薬を服用している方は、今服用している薬を見直してみ

ましょう。また、薬は飲み合わせによっては副作用を生じることがあります。お薬手帳を活用

することで、医師や薬剤師から適切な処方やアドバイスを受けることができます。

お薬手帳は調剤薬局の窓口でもらえますので、活用してはいかがでしょうか。 

なお、1･3･5･7･9･11月の奇数月に受診した分は、ジェネリック医薬品に切り替えた場合

の差額をはがきでお知らせします。 
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単位に一本化されるわけですが、国保法の改正案に伴う附帯決議では、「国保組合については、今後
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抑うつ型（自己否定感が

強くトラブルが自分のせ

いだと思うタイプ） 
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かな場所はかえって逆効果

です。 

冷静になろうとするより思

いっきり体を動かす、ス

ポーツ観戦で応援をする、

新聞を破くなどして、イラ

イラを発散させましょう。 

「インフルエンザの 

予防接種について」  
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 

お住まいの市町村にお問い合わせください 

忙しいこの時期ストレスと上手に 

付き合いましょう♡ 


