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年頭のごあいさつ

� 理事長　松　田　　　等
　新年明けましておめでとうございます。
　組合員ならびにご家族の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び
申し上げます。
　また、日頃より皆様方には当職別国保組合の運営に格別のご理解、ご協力を賜り、この場をお借り
して厚く御礼申し上げます。
　昨年はロンドンオリンピックでの史上最多のメダル数獲得や、京都大学山中伸弥教授のノーベル賞
受賞など明るい出来事のあった年でありました。一方、東日本大震災の復興の遅れ、原子力発電所の
安全性の問題や節電対策、景気の低迷など厳しい年でもありました。
　昨年末の衆議院総選挙では、これらのほか多くの課題が争点となり、3年 3カ月振りに自公政権が
復活いたしました。
　さて、昨年「社会保障・税一体改革関連法」が成立し、消費税率見直しによる社会保障の財源確保
や少子高齢化に対応した制度の構築が実施されます。後期高齢者医療制度をはじめ社会保障の将来の
在り方について、社会保障制度改革国民会議で検討が始まりました。内容によっては、国保組合に大
きな影響が及ぶ可能性がありますので、今後の動向について注意していきたいと思います。いずれに
いたしましても、安定、安心した社会保障が受けられるような制度の構築を希望しています。
　また、国保組合につきましては、関係法令に基づく適正な運営が求められ、特に組合員資格につい
ては、平成 22 年の全国建設工事業国保組合の無資格加入問題以降、全組合員の資格の再確認を 2～
3年毎に実施するよう厚生労働省から通知が発出されています。
　こうした中、当職別国保組合におきましては、今年度は、前回調査から 3年となりますので、「組
合員資格調査」を実施いたします。国保組合の適用の適正化について、国も注目していることから、
大変重要な調査となりますので、ご協力を賜りますようお願いいたします。
　「特定健診」については、5年目となりましたが、本年度の目標 70％に対し現在の受診率は、10％
代半ばという低い率に止まっています。健康の保持・増進、病気の未然防止のため「特定健診（本人
負担なし）」の毎年 1回の受診をお願いします。
　今後も、国保組合を取り巻く環境は、厳しくなることが予測されますが、組合員、ご家族の皆様の
健康の保持、増進を図るため引き続き努力して参る所存ですので、皆様方の変わらぬご指導ご鞭撻を
お願い申し上げます。
　最後になりましたが、皆様のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせて
いただきます。
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京都の持つ「力」を生かし、
「オール京都」で明日を切り拓こう

� 京都府知事　山　田　　啓　二

府民の皆様、あけましておめでとうございます。

昨年は、ロンドンオリンピックでの京都府ゆかりの選手の活躍や、京都大学　山中伸弥教授のノー

ベル賞受賞など、府民にとって大変誇らしい出来事のあった年でありました。その一方で、痛ましい

交通事故の発生や南部地域での豪雨被害、停滞する経済と厳しい雇用環境、生活保護受給世帯の増

加、原子力発電所の安全性をめぐる問題や節電対策など、多くの課題が生じた年でもありました。

昨年の衆議院議員選挙では、エネルギー問題、消費税増税問題、ＴＰＰ交渉参加問題などを巡って

国論が二つに割れ、また領土問題など「対立」が目立った年でもありました。だからこそ、今年は

「和をもって貴しとなす」、この言葉を実践する年にしたいと思います。困難な課題が多く、難しい判

断が求められますが、巳年となる今年は、蛇行することはあっても、着実に前に進んで行きたいもの

です。そのために、私どもはこれまで以上に「熟議」し、その上で「判断」し、みんなが心を合わ

せ、困難に向かって「行動」していかなければなりません。

幸い、京都には、さまざまな機関や団体、そして府民の皆様が連携し、協力して大きな力を発揮す

るという「オール京都」の風土があります。この「オール京都」による取り組みは、昨年も「古典の

日」の法律制定や、「和食」の世界無形文化遺産登録に向けた活動、「京都産業育成コンソーシアム」

による中小企業支援、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするための「京都式

地域包括ケア」など、すでに多くの分野に及んでいます。

また、地域に暮らす皆様が協働して地域づくりに取り組む「地域力再生プロジェクト」は、この六

年間で三千件を上回り、身近な道路などの改善を府民の皆様の提案により行う「府民公募型安心・安

全整備事業」は、この四年間で四千五百件にも上るなど、府民の皆様の協力によって地域を豊かにす

る取り組みが進められました。

府民の皆様お一人お一人が、夢と希望を抱き、生きがいを持って暮らせるような京都をつくってい

くためには、こうした取り組みを、府政運営の三つの基本方向である「府民安心の再構築」、｢共生社

会の実現｣､「京都力の発揮」にそって活かしていくことが必要です。

京都には、伝統・文化の力やブランド力、人材やものづくり産業、学術研究の蓄積などの未来を創

造する力といった比類なき「力」があります。本年三月には、京都縦貫自動車道の沓掛・大山崎間が

開通し、二六年度には全線開通を迎えるとともに、北近畿タンゴ鉄道の再生や JR奈良線の環境整備

を進めることで、府民の皆様の力をさらに結集できる条件が整ってきます。

日本全体が大きな構造変化に直面し、未来への道筋を見いだせない今、京都の持つ「力」を存分に

発揮するためにも、今年の合い言葉は「オール京都」でいきませんか。

この一年の、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。
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好機の兆しをつかみ、
果敢に挑戦し、跳躍する一年に

� 京都市長　門　川　大　作

新年おめでとうございます。

皆様にとって、この一年が喜びの多い年になりますことをお祈り申し上げます。

市長に就任して５度目のお正月を迎えました。

この間、厳しい社会経済状況の中、職員一丸となって行財政改革を進めてきました。市長就任時に

は１万６千人余りであった市職員数を１万３千７百人にまで削減するなど、あらゆる努力を重ね、よ

うやく最大 373 億円あった赤字を解消できました。地下鉄・市バスの経営健全化も着実に前進してい

ます。しかし、まだまだ課題山積です。行財政改革の徹底、中小企業の活性化、雇用の創出、環境、

子育て支援、教育、福祉、安心安全なまちづくりなど、あらゆる分野で京都の力を結集し、市民の皆

様と共に今年も全力投球していく！と、新年に当たり、決意を新たにしています。

私が一貫して大切にしている行動指針、それは、「迷ったときはより困難な方の道を選ぶ」ことで

す。人にも、まちにも何度かチャンスがあります。それに挑戦するかしないかで、未来が決まりま

す。ちょうど「挑む」という字が、「手」偏に「兆し」と書くように、厳しさの中で良い予兆、兆し

が見えても、見ているだけでは、「眺める」だけで終わります。手でその兆しをつかみにいってこ

そ、「挑む」という字になります。そして、兆しをつかんで、足で走り回ってこそ、未来に向かって

大きく「跳ねる」ことができます。

昨年、本市では、市民の皆様と夢や理想を共有した本市の基本計画「はばたけ未来へ！京プラン」

の実施計画を策定し、すでにこれまで、特に重要な事業（リーディング・プロジェクト）の９割以上

に着手してきました。本年はそれらの取組をより一層加速させていく重要な年です。勇気を持って果

敢に挑戦し、京都が未来に大きく跳躍する礎を築くため、引き続き皆様と共に全力を尽くしてまいり

ます。

本年もよろしくお願いいたします。



平成25年１月１日	 〔職別 国保だより〕	 第132号	 （�）

調　剤
13.9%
97,597

歯　科
8.7%
61,602

療養費

合計

単位：千円

5.5%増

23年度

24年度

667,760千円

704,526千円

2.7%
19,227

入院食事料他
1.6%
10,941

入 院 外
38.7%
272,808

入　院 34.4%
242,351

100,000

105,000

95,000

90,000

85,000

80,000

0
年度 H20

95,309
（1.06）

101,722
（1.07）

H21 H22

単位：円
（　　）は前年度比

86,863
（1.04）

円

H23

92,057
（1.06）

H24

89,521
（0.97）

１人当上半期医療費の動向

平成24年度上半期医療費の構成割合

前年度比較

q上半期医療費の集計がまとまりましたr
　平成 24 年度上半期の医療費は、前年より 36,766 千円の増（+5.5％）になり、被保険者一人当りも

増加しています。

　特定健康診査（40歳～ 74歳の被保険者対象）や人間ドック（35歳以上の被保険者対象）の助成をし

ておりますので、積極的に受診し、生活習慣を見直すよう心がけてください。

　今後とも医療費の節減にご協力をお願いします。



	 第132号	 〔職別 国保だより〕	 平成25年１月１日（�）

整骨院・接骨院（柔道整復師）の施術を受けられる方へ  
	保険を使えるのはどんなとき？	

　◆�打撲、捻挫、挫傷（肉離れ等）
　◆�脱臼、骨折は医師の同意が必要です。（応急処置を除く）

	治療をうけるときの注意	

　◆�施術は病気やけがの回復を図る一助であり、日常生活からくる体調不良（疲労・肩こり・腰痛）
やスポーツによる肉体疲労（筋肉疲労・筋肉痛）、加齢による体の痛み、原因不明の痛さなどは
保険の対象となりませんので、ご注意ください。

マッサージの施術を受けられる方へ  
	保険を使えるのはどんなとき？	

　◆�筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに
対象となります。

	治療をうけるときの注意	

　◆�マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書ま
たは、診断書が必要です。詳しくは、マッサージ施術所などにお尋ねください。

　◆�単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となり
ませんので、ご注意ください。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ  
	保険を使えるのはどんなとき？	

　◆�主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛
を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

	治療をうけるときの注意	

　◆�治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または、診断書
が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。

　◆�保険医療機関（病院、診療所など）で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術
を受けても保険の対象となりませんので、ご注意ください。

適正な受診にご協力をお願いします
　国保組合が医療機関に支払う医療費や整骨院などに支払う施術費は、みなさんが負担
する保険料から賄われています。
　国保組合では、大切な保険料を正しく使用するために、みなさんが施術を受けられた
ときの健康保険の適用に不正や誤りがないか、電話などでお問い合わせさせていただく
ことがあります。
　施術内容等の記録、領収書の保管をしていただき、ご協力をお願いします。
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こんなときは所属支部に届出を！こんなときは所属支部に届出を！こんなときは所属支部に届出を！
※必ず、14日以内に届け出てください。
※届出書類および申請書類については、所属の支部にありますのでご確認ください。

こんなときは届出を

こんなときは届出を

こんなときは届出を

そ　

の　

他

資格取得届、住民票、印かん、
健康保険の喪失証明書、被保険者証

資格取得届、住民票、被保険者証、印かん

資格取得届、住民票、印かん、
市町村国保の被保険者証、被保険者証
資格取得届、住民票、印かん、
国保組合の喪失証明書、被保険者証
資格取得届、住民票、被保険者証、
印かん、前の医療保険の離脱証明書など
資格取得届、住民票、印かん、
保護廃止決定通知書、被保険者証

資格喪失（脱退）届、健康保険の被保険者証、
被保険者証、印かん

資格喪失（脱退）届、被保険者証、印かん

資格喪失（脱退）届、死亡診断書、
または除籍住民票、被保険者証、印かん
資格喪失（脱退）届、被保険者証、印かん
※先に他の国保組合に加入している場合は、被保険者証の写し

資格喪失（脱退）届、被保険者証、印かん

資格喪失（脱退）届、新住所地の住民票、
もしくは転出証明書、被保険者証、印かん
資格喪失（脱退）届、保護開始決定通知書、
被保険者証、印かん

届出事項変更届、住民票、被保険者証、
印かん
国民健康保険法第116条該当・非該当届、
在学証明書、被保険者証、印かん
被保険者証等再交付申請書、
被保険者証（紛失した場合以外）、印かん
脱退申請書、資格取得届、住民票、
被保険者証、印かん
資格喪失届、加入申請書、住民票、誓約書、
被保険者証、印かん
 

届出に必要なもの

届出に必要なもの

届出に必要なもの

届出に必要なもの

届出に必要なもの届出に必要なもの

生活保護を受けなくなったとき

健康保険（共済組合）をやめたとき

子供が生まれたとき

市町村の国民健康保険をやめるとき

他の国民健康保険組合をやめたとき

結婚したときなど

健康保険（共済組合）に入ったとき

市町村の国民健康保険に入るとき
（１カ月前に予告を）

死亡したとき

他の国民健康保険に入るとき
（１カ月前に予告を）

建設業をやめたとき（勤務先）

家族が別居（転出）したとき

生活保護を受けることになったとき

住所、氏名などが変わったとき

修学のため、子供が他の市区町村へ
住所を移したとき

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

組合員が別の組合員世帯の家族になるとき

家族が建設業に従事することにより組合員になる
とき

は
い
る
と
き

や
め
る
と
き
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〈組合員資格の適用の適正化について〉

職別国保に加入できる人
　○　現在、建設業に従事しておられる人、及びそのご家族

　○　規約に定める母体組合に所属されている人

　○　住民票が規約に定める地区内（地域）にある人

　㊟　ただし、新規の法人事業所の事業主や従業員は新規加入することはできません。

健保適用除外承認申請の手続きはお済みですか
　○　個人事業所から株式・有限会社等の法人事業所に事業形態を変更したとき

　○　個人事業所で従業員を５人以上雇用する事実に至ったとき

　○　法人事業所において、従業員を雇い入れたとき

　◇　�上記に該当した場合、法律で社会保険（健康保険、厚生年金保険）が強制適用されます。ただ

し、年金事務所に健保適用除外承認申請を行い、承認を受けていただくことにより、健康保険

は職別国保の被保険者として残ることができます。

　㊟　�厚労省の通達により、やむを得ない場合を除き、事実の発生から５日以内に手続きをするよう

に義務付けられていますので、ご協力をお願いします。

職別国保の組合員資格に適用しなくなったとき
　○　転廃業等により、建設業に従事しなくなったとき

　○　所属の母体組合を脱退したとき

　○�　社会保険の強制適用の事実が発生したにもかかわらず、健保適用除外承認申請（原則、５日以

内）を怠ったとき

　◇�　上記に該当した場合、速やかに、支部事務局に申し出て、職別国保の脱退手続きを行い、他の

健康保険等への切り替えをお願いします。

※　地区（地域）
《京都府》府内全市町村

《滋賀県》�大津市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、野洲市の区域のうち旧野洲町の区域、湖南市、

甲賀市の区域のうち旧甲南町の区域、高島市の区域のうち旧高島町の区域、東近江市の区

域のうち旧八日市市、旧五個荘町及び旧能登川町の区域、安土町

《大阪府》大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、交野市、寝屋川市

《兵庫県》神戸市、西宮市、伊丹市、宝塚市、豊岡市、丹波市の区域のうち旧市島町の区域

《奈良県》奈良市の区域のうち旧奈良市の区域、天理市

《三重県》伊賀市
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平成 23 年度特定健診・特定保健指導法定報告結果
　平成 23 年度の特定健診・特定保健指導について、国へ実施報告（法定報告）をいたしましたので、下表のと
おり当組合の実施計画と併せてお知らせします。

【平成 23 年度法定報告値】
対象者数 受診者数 実 施 率

特 定 健 診 3,385 名 1,319 名 39.0%
保 健 指 導 0,239 名 0,038 名 15.9%

※保健指導実施者数は、平成 23 年度内に指導を完了した人数。

【実施目標及び実績値】
� 年　度　
　項　目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

特定健診目標値 20% 30% 50% 60% 70%
特定健診実施率 30.1% 27.6% 34.3% 39.0% 実施中
保健指導目標値 10% 20% 30% 40% 45%
保健指導実施率 0% 2.2% 4.9% 15.9% 実施中

平成 23 年度の特定健診・特定保健指導の実施結果
　平成 23 年度において、特定健診は目標値 60％に対して 39.0％、特定保健指導は目標値 40％に対して 15.9％の
実施となりました。本年度も過去 4年間で最も高い実施率になりましたが、国が定めた 24 年度の目標値には遠
く及ばない受診状況になっています。

特定健診
○�　特定健診の受診方法は、半日ドック及び一般健診が 61.7％（前年度 60.2％）、定期健診・レディース健診が
4.7％（23 年度新設）、特定健診単独受診が 29.0％（前年度 35.1％）、その他（健診結果のデータ提供等）が
4.6％（前年度 4.8％）となりました。
○�　また、男女別の健診実施率は、男性が 44.0％（前年度 38.9％）、女性が 32.7％（前年度 28.4％）となり、前
年度に引き続き、労働安全衛生法による定期健康診断を受診する機会が多い男性の受診率が高い結果になりま
した。

特定保健指導
○�　特定健診受診者における、特定保健指導の対象者割合は 18.1％（前年度 19.4％）で、その内訳は「積極的支
援」が 46.9％（前年度 48.9％）「動機づけ支援」が 53.1％（前年度 51.1％）となりました。
○�　また、男女別の保健指導実施率では、男性 14.8％（前年度 4.4％）、女性 22.2％（前年度 6.7％）となり、保
健指導終了者数は 22 年度の 11 名（男性 8名、女性 3名）から 38 名（男性 30 名、女性 8名）へと大幅に増加
しました。

平成 24 年度の特定健診はもう受診されましたか？
特定健診は 40 歳～ 74 歳の組合員・ご家族の皆様が対象です！

特定健診・特定保健指導の未受診者にはお知らせをしています
　本年度も特定健診及び特定保健指導の未受診者には、保健師及び管理栄養士による電話勧奨を行っ
ております。特定健診は毎年 1回、特定保健指導は対象となられた方、それぞれ必ず受診していただ
きますようお願い申し上げます。

平成 24 年度特定健診のご案内は P13 をご覧ください ⇒
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　平成 24 年度の特定健診をお受けになられていない方には「特定健診未受診ハガキ」を送付いたし
ましたが、ご受診いただけましたでしょうか。
　まだお済みでない方は、下記の健診コース（�①～⑤�）からいずれかを選択して、必ず今年度中
（平成 25 年 3 月 31 日まで）にご受診いただきますようお願い申し上げます。

【特定健診の受診方法】
健診コース 検　査　内　容 個人負担金

①	特定健診（単独） 高血圧や脂質異常症、糖尿病などに関する一般的な健康診断です。 無　料

②� �定 期 健 診 特定健診項目に労働安全衛生法の法定項目を追加した健診です。 01,000 円

③� �レディース健診 特定健診項目に婦人科（乳がん・子宮がん）を追加した健診です。 01,000 円

④� �一 般 健 診 33 項目（特定健診項目を含む）からなる総合的な健康診断です。 03,000 円

⑤� �半 日 ド ッ ク 約 70 項目（特定健診項目を含む）からなる総合的な健康診断です。 10,000 円

（１）　�予約方法や受診機関など詳しくは、特定健診受診券（6月に送付済み）に同封いたしました、健康診査
の案内冊子「平成24年度職別国保各種健康診査のご案内」をご参照ください。

（２）　�特定健診受診券や健康診査の案内冊子を紛失された場合には、再送付いたしますので、京都府建設業
職別連合国民健康保険組合�事務局（電話 075︲801⊖0478）までご連絡ください。

①特定健診（単独）の受診要綱
対 象 者 ● 40 歳～ 74 歳の当組合被保険者（組合員・ご家族）の皆様

健診期間 ●平成 24 年 6 月～平成 25 年 3 月 31 日

受診回数 ●年度内に１回限り（②～⑤の健診と重複して受診はできません）

費　　用 ●無料（職別国保が全額負担）

健診内容

●基本健診（必須）
問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、医師の診察
●詳細健診（医師が必要と判断した場合のみ実施）
貧血検査、心電図、眼底検査

受診場所

●京都府（既に送付しました特定健診受診先一覧をご参照ください）
滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、福井県、三重県
●�京都府外で受診される場合は、ご希望の医療機関に特定健診が受診可能かどうかご確認ください。
（殆どの医療機関で実施されています）

申込み先 ●各医療機関に直接ご予約してください。

健診当日
持参する物

●被保険者証　●特定健康診査受診券（黄色厚紙）
（京都府建設業職別連合国民健康保険組合が発行したもの）

平成 24 年度 特定健診受診率速報値
対象者数 3,543 名　　受診者数 551 名　　受診率 15.6％　　12 月 1 日現在

平成 24 年度
特定健診・特定保健指導目標値

健診  ₇₀％　　保健指導  ₄₅％

必ずご受診ください !
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組合員資格調査のお願い
　今月中頃に郵送します「組合員資格調査」は加入資格の適正化を図るための重要な調査ですの

で、必ずご回答をくださいますようお願いします。

　私たちの国保組合は国民健康保険法や組合規約で厳格に定められた建設業に従事する者で組織

された公法人です。法律等を遵守することにより、多額の国庫補助金が交付されています。万一、

組合員資格のない者が加入されておられますと、補助金の返還に止まらず、所属団体にも責任が

及ぶことにもなりかねません。

　何卒、今回の調査に組合員各位のご理解とご協力を重ねてお願いします。

　なお、この資格調査は国保法、規約に基づいて実施します。もし、提出を拒んだり、放置され

ますと現在の組合員資格が確認出来ないため、職別国保の資格を継続することが難しくなります

のでご注意ください。

　また、調査票等は所属支部へ提出となりますので、ご不明な点がありましたら所属支部までご

連絡ください。

　【調査目的】組合員（被保険者）の資格の適正化

　【調査対象】平成24年12月末現在在籍の組合員

　【提出書類】「組合員資格調査票」・「添付書類」

　【提 出 先】所属支部

　詳しくは郵送します書類をご確認ください。

※�この回答をいただいた調査票については、個人情報保護法

に基づき目的以外に使用することはありません。

各種健康診査に関するお知らせ
■一般健診の個人負担額の引き下げについて
　従来、一般健診の個人負担額は5,700円としておりましたが、より多くの皆様に受診していただけ
るよう、本年度（24年度）から個人負担額を3,000円に改定しておりますので、是非ご利用くださ
い。受診方法など、詳しくは所属支部までお問い合わせください。

【一般健診】

約35項目からなる総合的な健康診査です。特定健診、胸部X線検査、胃部X線検査、心電
図検査なども含まれています。また、労働安全衛生法の法定健診項目も満たしています。

※検査項目数	⇒	 特定健診 	＜	 定期健診 ・ レディース健診 	＜	 一般健診 	＜	 半日ドック

特定健診（無料）は必ず年１回、毎年受診しましょう！！


