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保健師電話相談 

相談日  月～金 

     事務所にいる時はいつでも 

     対応いたします。 

時 間  10：00～16：00 

電 話  023-666-7727 

 

     個人情報は厳守いたします。 

保険料の賦課区分として、法人保険料が 

新しく賦課されます。 
平成30年                                                  

４月から 

法人事業所の保険料区分に該当する方について 

法人事業所の保険料区分に該当する方は、法人事業主と従業員の方です。 

法人事業所で役員になっている組合員及び法人事業所に雇用されている組合員（従業員・臨時従

業員）が対象となります。 

 

法人事業所に在籍する組合員は、年齢区分による保険料に法人区分の保険料が賦課されます。 

 

   法人事業所の事業主 ⇒ 年齢区分の保険料  ＋   3,000円 

 

   法人事業所の従業員 ⇒ 年齢区分の保険料  ＋    800円 

 

 平成30年4月から特定健康診査の詳細な検診項目に血清クレアチ

ニン検査（eGFR）が追加されました。特定健康診査（40歳～74歳の方

が対象）を受診された方で、医師が必要と判断された場合に血清クレ

アチニン検査を行うことになります。 

 

※血清クレアチニン検査（eGFR）とは、腎機能の状態を判断するため   

の検査で、糖尿病性腎症に対する重症化予防対策として、国が定め

たものです。 

 

 

 以下に該当する場合は、異動の発生日から１４日以内に所属の支部（組合）で手続き

を行ないましょう。 

 ※届け出の際には、全ての申請で印鑑とマイナンバーの記入が必要です。 

 

◆出生 
・母子手帳（写し） 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの 

(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ記載の住民票原本等） 

◆結婚 
・今まで加入していた保険証の写し 

 （協会けんぽ・健保組合に加入していた場合は健康  

  保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票） 

◆退職 
 （退職し、組合員が入っている建設国保組合の世帯 

  に入る場合） 

・離職票または退職証明書または健康保険・厚生年金 

 保険被保険者資格等喪失連絡票 

 
 

資格取得 

住所変更 

◆住所変更 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの、建設国保組合の保険証 

専門学校・大学・大学院に進学 

資格喪失 

◆協会けんぽに加入 
・新たに加入した協会けんぽの保険証の写し  

◆死亡 
・死亡診断書（写し）または埋火葬許可証 

◆離婚 
・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ、住所が変わったことがわかるもの, 

◆生活保護適用 
・福祉事務所からの生活保護開始年月日が記載さ  

 れている書類（写し） 

 

※包括喪失（世帯全員喪失）は、通知カード等の写し

は必要ありません。 

 資格喪失や住所変更の場合は、建設国保組合の

保険証は必ず返還しましょう。 

保険証を紛失またはき損により再交付 

◆紛失 
・支部(組合)にて通知カード等の写しを添付し再交付 

 申請書と紛失届に押印し提出 

◆き損 
・支部(組合)にて再交付申請書に押印し、き損した 

 保険証と一緒に提出 

 

※紛失に気が付いたら、直ちに警察へ届出ましょう。 

 

◆学生の申請 
・在学証明書又は学生証の写し 

 必要事項が記載されているかご確認下さい！ 

私たちのこくほ 
平成30年4月15日 第115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 

専門学校・大学・大学院を卒業 

必要事項 
 *氏名   *生年月日  *有効期限 

 *入学年月日（発行年月日・入学年度でも）

◆�非該当届の申請書(喪失する方は不要) 

 

 以下に該当する場合は、異動の発生日から１４日以内に所属の支部（組合）で手続き

を行ないましょう。 

 ※届け出の際には、全ての申請で印鑑とマイナンバーの記入が必要です。 

 

◆出生 
・母子手帳（写し） 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの 

(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ記載の住民票原本等） 

◆結婚 
・今まで加入していた保険証の写し 

 （協会けんぽ・健保組合に加入していた場合は健康  

  保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票） 

◆退職 
 （退職し、組合員が入っている建設国保組合の世帯 

  に入る場合） 

・離職票または退職証明書または健康保険・厚生年金 

 保険被保険者資格等喪失連絡票 

 
 

資格取得 

住所変更 

◆住所変更 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの、建設国保組合の保険証 

専門学校・大学・大学院に進学 

資格喪失 

◆協会けんぽに加入 
・新たに加入した協会けんぽの保険証の写し  

◆死亡 
・死亡診断書（写し）または埋火葬許可証 

◆離婚 
・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ、住所が変わったことがわかるもの, 

◆生活保護適用 
・福祉事務所からの生活保護開始年月日が記載さ  

 れている書類（写し） 

 

※包括喪失（世帯全員喪失）は、通知カード等の写し

は必要ありません。 

 資格喪失や住所変更の場合は、建設国保組合の

保険証は必ず返還しましょう。 

保険証を紛失またはき損により再交付 

◆紛失 
・支部(組合)にて通知カード等の写しを添付し再交付 

 申請書と紛失届に押印し提出 

◆き損 
・支部(組合)にて再交付申請書に押印し、き損した 

 保険証と一緒に提出 

 

※紛失に気が付いたら、直ちに警察へ届出ましょう。 

 

◆学生の申請 
・在学証明書又は学生証の写し 

 必要事項が記載されているかご確認下さい！ 

私たちのこくほ 
平成30年4月15日 第115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 

専門学校・大学・大学院を卒業 

必要事項 
 *氏名   *生年月日  *有効期限 

 *入学年月日（発行年月日・入学年度でも）

◆�非該当届の申請書(喪失する方は不要) 学



Ⅰ．支部（組合）主催の集団健診で受診される場合  

 Ⅱ．個人的に受診される場合 1   

Ⅲ．個人的に受診される場合 ２ 

別紙３は、平成29年度の 

受診券に同封しておりま

す。桃色の用紙です。 

受診券 

特定健康診査（健康診断）を受診される場合は、 

 下記のものを持参くださり窓口に提出してください。 

       ①同封の「受診券」（必ず提出してください。） 

       ②被保険者証（保険証） 

       ③昨年の健診結果表（お持ちの方は持参ください。） 

 
 
  
【健診料金の支払方法】 

 特定健康診査を受診されますと、13,500円まで建設国保で補助しますので、当日は、13,500円を超

えた料金をお支払ください。尚、詳しい日程等は、支部（組合）に問い合わせてください。（※朝日・

西川支部は市町村で実施する健診を受診することになります。） 

 
 

  

（健診機関に必ず予約をしてから受診ください。） 

 

 ①別紙２の「山形県建設国保組合の特定健康診査契約機関一覧表」 

 ②別紙３の「平成30年度 特定健康診査実施機関一覧表（集合契約Ｂ）」 

 ③その他  「市町村で実施する健診を受診」 

【健診料金の支払方法】 

  ① ② ③の医療機関・健診機関で受診された方の特定健康診査の料金は、国保組合より直接医 

 療機関・健診機関に支払われます。特定健康診査と一緒に受けられた「がん検診」等は、当日、全 

 額お支払いいただいてから後日、領収書と特定健康診査の結果表を一緒に添えて、補助金の交付申 

 請を支部（組合）窓口で行ってください。（補助金13,500円から特定健康診査料を差し引いた金額が 

 支給になります。） 

 

 ・鶴岡協立病院で受診の場合は、当日は、13,500円を超えた料金をお支払いください。 

 

 

 

（Ⅰ・Ⅱ以外の医療機関・健診機関で受診される場合） 

（健診機関に必ず予約をしてから受診ください。）  

 

【健診料金の支払方法】 

 当日、全額お支払いいただいてから、後日、領収書（特定健康診査の料金がわかるもの。）と特定健

康診査の結果表の写しを一緒に添えて、補助金（13,500円※特定健康診査を受けないと補助対象には

なりません。）の交付申請を支部窓口で行ってください。  

平成30年度 特定健康診査・がん検診などの受診方法について 

  健康家庭について 

平成30年度の健康家庭表彰は、健診(特定健診）を受けてい

ることが必要になりました。 

別紙３は、平成30年度の

受診券に同封しておりま

す。水色の用紙です。 

※支部（組合）によっては日程変更する場合もありますので必ず支部に確認してください。 
朝日・西川支部は、市町村の健診です。（市町村の健診日程は、各市町村にお問い合わせ下さい。） 

支部 支部  集団健診の日程（予定）  健康診断実施機関  健診機関の 

(組合） （組合の連絡先） 電話番号 

田川  0235-22-2832  

平成30年4月(4/7)山戸・8月庄内町・11月 

鼠ヶ関・12月三川・平成31年1月～2月 
荘内地区健康管理センター 0235-22-6445 

平成30年7月～11月（大山） 鶴岡協立病院 0235-23-6060 

平成30年8月～11月（大山･湯の浜） 協立大山診療所 0235-33-1165 

平成30年4月(4/13)大蔵 
やまがた健康推進機構       

最上検診センター 
0233-23-3411 

飽海  0234-35-2880  

平成30年6月･8月･11月・平成31年3月 
やまがた健康推進機構       

庄内検診センター 
0234-26-1882 

平成30年4月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

山形  023-633-1928  

平成31年1月～3月  
やまがた健康推進機構       

山形検診センター 
023-688-6511  

平成31年2～3月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

平成30年9月・平成31年1月～3月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

平成31年1月～3月 
山形市医師会 

山形市医師会健診センター 
023-645-7222 

北村山  0237-35-2323  

平成30年4月 
やまがた健康推進機構       

山形検診センター 
023-688-6511 

平成30年11月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

平成30年4月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

最上  0233-22-4577  

平成30年4月  
やまがた健康推進機構       

最上検診センター 
0233-23-3411  

平成30年5月（真室川） 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

飯豊 0238-72-3555 平成30年6月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

高畠 0238-52-2531 平成30年8月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

川西  0238-42-2928  平成30年6月～7月  
やまがた健康推進機構       

南陽検診センター 
0238-43-6303  

南陽  0238-43-3309  平成30年9月～12月  
やまがた健康推進機構       

南陽検診センター 
0238-43-6303  

米沢  0238-21-3360  平成30年4月～平成31年3月  
やまがた健康推進機構       

米沢検診センター 
0238-21-8811  

村山 0237-53-2870 平成30年5月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

天童 023-653-2633  ータンセ診健形山会協祉福働労本日全 月7年03成平 023-643-6778 

河北 0237-72-5211 平成30年7月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

大江  0237-62-5639  平成30年10月  
やまがた健康推進機構       

山形検診センター 
023-688-6511  

寒河江 0237-84-3951 平成30年9月～10月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

小国 0238-62-5858 平成30年9月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

長井 0238-88-5424 平成30年6月～7月 
やまがた健康推進機構       

南陽検診センター 
0238-43-6303 

 平成30年度 支部（組合）集団健診の予定日程 



Ⅰ．支部（組合）主催の集団健診で受診される場合  

 Ⅱ．個人的に受診される場合 1   

Ⅲ．個人的に受診される場合 ２ 

別紙３は、平成29年度の 

受診券に同封しておりま

す。桃色の用紙です。 

受診券 

特定健康診査（健康診断）を受診される場合は、 

 下記のものを持参くださり窓口に提出してください。 

       ①同封の「受診券」（必ず提出してください。） 

       ②被保険者証（保険証） 

       ③昨年の健診結果表（お持ちの方は持参ください。） 

 
 
  
【健診料金の支払方法】 

 特定健康診査を受診されますと、13,500円まで建設国保で補助しますので、当日は、13,500円を超

えた料金をお支払ください。尚、詳しい日程等は、支部（組合）に問い合わせてください。（※朝日・

西川支部は市町村で実施する健診を受診することになります。） 

 
 

  

（健診機関に必ず予約をしてから受診ください。） 

 

 ①別紙２の「山形県建設国保組合の特定健康診査契約機関一覧表」 

 ②別紙３の「平成30年度 特定健康診査実施機関一覧表（集合契約Ｂ）」 

 ③その他  「市町村で実施する健診を受診」 

【健診料金の支払方法】 

  ① ② ③の医療機関・健診機関で受診された方の特定健康診査の料金は、国保組合より直接医 

 療機関・健診機関に支払われます。特定健康診査と一緒に受けられた「がん検診」等は、当日、全 

 額お支払いいただいてから後日、領収書と特定健康診査の結果表を一緒に添えて、補助金の交付申 

 請を支部（組合）窓口で行ってください。（補助金13,500円から特定健康診査料を差し引いた金額が 

 支給になります。） 

 

 ・鶴岡協立病院で受診の場合は、当日は、13,500円を超えた料金をお支払いください。 

 

 

 

（Ⅰ・Ⅱ以外の医療機関・健診機関で受診される場合） 

（健診機関に必ず予約をしてから受診ください。）  

 

【健診料金の支払方法】 

 当日、全額お支払いいただいてから、後日、領収書（特定健康診査の料金がわかるもの。）と特定健

康診査の結果表の写しを一緒に添えて、補助金（13,500円※特定健康診査を受けないと補助対象には

なりません。）の交付申請を支部窓口で行ってください。  

平成30年度 特定健康診査・がん検診などの受診方法について 

  健康家庭について 

平成30年度の健康家庭表彰は、健診(特定健診）を受けてい

ることが必要になりました。 

別紙３は、平成30年度の

受診券に同封しておりま

す。水色の用紙です。 

※支部（組合）によっては日程変更する場合もありますので必ず支部に確認してください。 
朝日・西川支部は、市町村の健診です。（市町村の健診日程は、各市町村にお問い合わせ下さい。） 

支部 支部  集団健診の日程（予定）  健康診断実施機関  健診機関の 

(組合） （組合の連絡先） 電話番号 

田川  0235-22-2832  

平成30年4月(4/7)山戸・8月庄内町・11月 

鼠ヶ関・12月三川・平成31年1月～2月 
荘内地区健康管理センター 0235-22-6445 

平成30年7月～11月（大山） 鶴岡協立病院 0235-23-6060 

平成30年8月～11月（大山･湯の浜） 協立大山診療所 0235-33-1165 

平成30年4月(4/13)大蔵 
やまがた健康推進機構       

最上検診センター 
0233-23-3411 

飽海  0234-35-2880  

平成30年6月･8月･11月・平成31年3月 
やまがた健康推進機構       

庄内検診センター 
0234-26-1882 

平成30年4月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

山形  023-633-1928  

平成31年1月～3月  
やまがた健康推進機構       

山形検診センター 
023-688-6511  

平成31年2～3月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

平成30年9月・平成31年1月～3月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

平成31年1月～3月 
山形市医師会 

山形市医師会健診センター 
023-645-7222 

北村山  0237-35-2323  

平成30年4月 
やまがた健康推進機構       

山形検診センター 
023-688-6511 

平成30年11月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

平成30年4月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

最上  0233-22-4577  

平成30年4月  
やまがた健康推進機構       

最上検診センター 
0233-23-3411  

平成30年5月（真室川） 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

飯豊 0238-72-3555 平成30年6月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

高畠 0238-52-2531 平成30年8月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

川西  0238-42-2928  平成30年6月～7月  
やまがた健康推進機構       

南陽検診センター 
0238-43-6303  

南陽  0238-43-3309  平成30年9月～12月  
やまがた健康推進機構       

南陽検診センター 
0238-43-6303  

米沢  0238-21-3360  平成30年4月～平成31年3月  
やまがた健康推進機構       

米沢検診センター 
0238-21-8811  

村山 0237-53-2870 平成30年5月 
日本健康管理協会 

山形健康管理センター 
023-681-7760 

天童 023-653-2633  ータンセ診健形山会協祉福働労本日全 月7年03成平 023-643-6778 

河北 0237-72-5211 平成30年7月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

大江  0237-62-5639  平成30年10月  
やまがた健康推進機構       

山形検診センター 
023-688-6511  

寒河江 0237-84-3951 平成30年9月～10月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

小国 0238-62-5858 平成30年9月 全日本労働福祉協会山形健診センター 023-643-6778 

長井 0238-88-5424 平成30年6月～7月 
やまがた健康推進機構       

南陽検診センター 
0238-43-6303 

 平成30年度 支部（組合）集団健診の予定日程 
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保健師電話相談 

相談日  月～金 

     事務所にいる時はいつでも 

     対応いたします。 

時 間  10：00～16：00 

電 話  023-666-7727 

 

     個人情報は厳守いたします。 

保険料の賦課区分として、法人保険料が 

新しく賦課されます。 
平成30年                                                  

４月から 

法人事業所の保険料区分に該当する方について 

法人事業所の保険料区分に該当する方は、法人事業主と従業員の方です。 

法人事業所で役員になっている組合員及び法人事業所に雇用されている組合員（従業員・臨時従

業員）が対象となります。 

 

法人事業所に在籍する組合員は、年齢区分による保険料に法人区分の保険料が賦課されます。 

 

   法人事業所の事業主 ⇒ 年齢区分の保険料  ＋   3,000円 

 

   法人事業所の従業員 ⇒ 年齢区分の保険料  ＋    800円 

 

 平成30年4月から特定健康診査の詳細な検診項目に血清クレアチ

ニン検査（eGFR）が追加されました。特定健康診査（40歳～74歳の方

が対象）を受診された方で、医師が必要と判断された場合に血清クレ

アチニン検査を行うことになります。 

 

※血清クレアチニン検査（eGFR）とは、腎機能の状態を判断するため   

の検査で、糖尿病性腎症に対する重症化予防対策として、国が定め

たものです。 

 

 

 以下に該当する場合は、異動の発生日から１４日以内に所属の支部（組合）で手続き

を行ないましょう。 

 ※届け出の際には、全ての申請で印鑑とマイナンバーの記入が必要です。 

 

◆出生 
・母子手帳（写し） 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの 

(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ記載の住民票原本等） 

◆結婚 
・今まで加入していた保険証の写し 

 （協会けんぽ・健保組合に加入していた場合は健康  

  保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票） 

◆退職 
 （退職し、組合員が入っている建設国保組合の世帯 

  に入る場合） 

・離職票または退職証明書または健康保険・厚生年金 

 保険被保険者資格等喪失連絡票 

 
 

資格取得 

住所変更 

◆住所変更 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの、建設国保組合の保険証 

専門学校・大学・大学院に進学 

資格喪失 

◆協会けんぽに加入 
・新たに加入した協会けんぽの保険証の写し  

◆死亡 
・死亡診断書（写し）または埋火葬許可証 

◆離婚 
・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ、住所が変わったことがわかるもの, 

◆生活保護適用 
・福祉事務所からの生活保護開始年月日が記載さ  

 れている書類（写し） 

 

※包括喪失（世帯全員喪失）は、通知カード等の写し

は必要ありません。 

 資格喪失や住所変更の場合は、建設国保組合の

保険証は必ず返還しましょう。 

保険証を紛失またはき損により再交付 

◆紛失 
・支部(組合)にて通知カード等の写しを添付し再交付 

 申請書と紛失届に押印し提出 

◆き損 
・支部(組合)にて再交付申請書に押印し、き損した 

 保険証と一緒に提出 

 

※紛失に気が付いたら、直ちに警察へ届出ましょう。 

 

◆学生の申請 
・在学証明書又は学生証の写し 

 必要事項が記載されているかご確認下さい！ 

私たちのこくほ 
平成30年4月15日 第115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 

専門学校・大学・大学院を卒業 

必要事項 
 *氏名   *生年月日  *有効期限 

 *入学年月日（発行年月日・入学年度でも）

◆�非該当届の申請書(喪失する方は不要) 

 

 以下に該当する場合は、異動の発生日から１４日以内に所属の支部（組合）で手続き

を行ないましょう。 

 ※届け出の際には、全ての申請で印鑑とマイナンバーの記入が必要です。 

 

◆出生 
・母子手帳（写し） 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの 

(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ記載の住民票原本等） 

◆結婚 
・今まで加入していた保険証の写し 

 （協会けんぽ・健保組合に加入していた場合は健康  

  保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票） 

◆退職 
 （退職し、組合員が入っている建設国保組合の世帯 

  に入る場合） 

・離職票または退職証明書または健康保険・厚生年金 

 保険被保険者資格等喪失連絡票 

 
 

資格取得 

住所変更 

◆住所変更 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの分かるもの、建設国保組合の保険証 

専門学校・大学・大学院に進学 

資格喪失 

◆協会けんぽに加入 
・新たに加入した協会けんぽの保険証の写し  

◆死亡 
・死亡診断書（写し）または埋火葬許可証 

◆離婚 
・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ、住所が変わったことがわかるもの, 

◆生活保護適用 
・福祉事務所からの生活保護開始年月日が記載さ  

 れている書類（写し） 

 

※包括喪失（世帯全員喪失）は、通知カード等の写し

は必要ありません。 

 資格喪失や住所変更の場合は、建設国保組合の

保険証は必ず返還しましょう。 

保険証を紛失またはき損により再交付 

◆紛失 
・支部(組合)にて通知カード等の写しを添付し再交付 

 申請書と紛失届に押印し提出 

◆き損 
・支部(組合)にて再交付申請書に押印し、き損した 

 保険証と一緒に提出 

 

※紛失に気が付いたら、直ちに警察へ届出ましょう。 

 

◆学生の申請 
・在学証明書又は学生証の写し 

 必要事項が記載されているかご確認下さい！ 

私たちのこくほ 
平成30年4月15日 第115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 

専門学校・大学・大学院を卒業 

必要事項 
 *氏名   *生年月日  *有効期限 

 *入学年月日（発行年月日・入学年度でも）

◆�非該当届の申請書(喪失する方は不要) 学


