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 令和元年理事会議事録 

 

１ 日  時    令和元年７月１７日（水）午後１時２８分～午後２時４０分 

            

２ 場  所    和歌山市吹上二丁目１番２２号 日赤会館３階会議室    

             

３ 出席者    中芝理事長  （岩 出 市 長） 

       尾花副理事長 （和歌山市長） 

       三軒副理事長 （太 地 町 長） 

岡野常務理事 （学識経験者） 

神出理事   （海 南 市 長） 

       井本理事   （かつらぎ町長） 

       中山理事   （有田川町長） 

       柏井理事   （和歌山県医師国民健康保険組合理事長） 

       坂本理事   （和歌山県国民健康保険団体連合会事務局長） 

            ［書面出席］   

下副理事長  （和歌山県副知事） 

              柏木理事   （御 坊 市 長） 

田岡理事   （新 宮 市 長） 

小谷理事   （みなべ町長） 

       井澗理事   （白 浜 町 長） 

 

        

４ 事務局  事務局次長・参事・総務課長・電算介護課長・審査第１課長・ 

審査第２課長・総務課長補佐・総務課 庶務係長 

 

 

司会 

定刻より少し早いですが、皆様お揃いでございますので、只今から理事会を開催

いたします。 

  本日の理事会は、ご出席いただいております理事さんが８名、所用の為、書面に

より審議に加わっていただいております理事さんが６名となっており、本会規約第

３２条の規定により理事会が成立することを報告させていただきます。 

  なお、尾花副理事長におかれましては、前の会議が長引いているため急遽欠席と

なっております。 

それでは、開会にあたり、中芝理事長よりご挨拶を申し上げます。 



 2 

理事長 

本日、理事会を開催いたしましたところ、理事の皆様方には、大変お忙しい中、

ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、平素は本会の事業運営に対しまして、格段のご支援とご協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

さて、先の国会で可決・成立した改正健康保険法等においては、オンライン資格

確認や、国保データベースシステムを活用した、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施、併せて、国保連合会業務にデータ分析事業等の業務が追加されるなど、

連合会の事業運営についても新たな変革期を迎えようとしております。 

本会といたしましては、審査支払業務の更なる充実・強化をはじめ、各種共同事

業や、国保データベースシステム等を活用した保健事業などについても、今般の法

改正で期待されている役割を適切に発揮できるよう取り組んで参る所存でございま

すので、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。 

本日ご審議いただきます案件は、先にご案内いたしましたとおり、規程の一部改

正や平成３０度の事業報告、決算等、近く開催予定の総会に附議する議案でござい

ます。 

なお、本日の理事会に先立ちまして、この９日に理事保険者課長会議を開催し、

課長さん方に内容を説明させていただいております。 

この後、事務局から説明いたしますので、ご審議の上、ご承認賜りますようお願

いいたしまして、簡単ではございますが、ご挨拶といたします。 

 

司会 

それでは、議事に移らせていただきます。 

はじめに、理事会の議長でございますが、本会規約によりまして、中芝理事長に

お願いいたします。 

 

議長  

規約の定めによりまして、議長を務めさせていただきます。議事進行に、ご協力

の程をお願いいたします。議事に入ります前に、本日の議事録署名人ですが、神出

理事さんと、井本理事さんのお二人にお願いいたします。 

ここで、外部監査の報告をお願いします。 

   

理事 

 （外部監査の報告と理事保険者課長会議での質問事項等について説明を行った。） 

 （尾花副理事長出席の連絡があり、説明中に尾花副理事長入室） 

（出席理事９名、書面出席理事５名に変更） 
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議長 

只今の報告について何かございませんか。 

 

一同    

（質問等なし） 

 

議長       

それでは、議事に入ります。 

報告事項報告第１号「理事長専決処分について」事務局から説明いたします。 

 

事務局     

本日は、お手元に理事会附議事項のほかに、附議事項を要約した説明要旨、３０

年度各会計決算をとりまとめたＡ３版の会計別決算総体、複式簿記の財務諸表、国

保連合会ガイドブックをお配りさせていただいておりますが、説明は附議事項でさ

せていただきます。附議事項の１ページをご覧ください。 

 

報告第１号 理事長専決処分について 

職員が４月末に退職したことに伴い、退職手当支給のため、記載のとおり理事長

専決処分を行いました。 

 

１ 退職給付引当資産の処分について 

積立金額４億２，７１１万７，３４４円のうち、３０８万４千円を処分し、平成

３１年度一般会計へ繰り入れいたしました。 

 

２ 平成３１年度一般会計補正予算について 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０８万３千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を２億１，８３２万８千円としました。理事長専決処分については以上です。 

 

議長    

只今、報告第１号について説明をいたしましたが、何かご質問等ございませんか。 

 

一同    

（質問等なし） 
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議長    

ないようでございますので、次に議決事項に入ります。 

議案第１号「積立資産管理運用規程の一部を改正する規程について」を議題とし、

事務局から説明いたします。 

 

事務局     

 議案第１号 積立資産管理運用規程の一部を改正する規程について 

国保連合会では、平成２６年の厚労省通知に基づき、収益事業となる５つの特別

会計ごと３つの積立資産を持つことが認められております。しかしながら、昨今、

規制改革推進会議等でＩＣＴ等を活用した審査支払業務の推進が求められている中、

連合会ではこの３つの積立資産以外に積立金を非課税で持つことができず、これま

で審査支払業務を収益事業の対象外とするよう要望してまいりました。 

この結果、自民党税制調査会での検討や厚労省と国税庁との協議等を経て、新た

な積立金が認められ、審査業務の高度化・効率化のための原資として積立限度額の

範囲内で積み立てた場合は、収益事業に該当しないこととなり、３月２７日付けで

厚労省から改正通知が発出されました。このことに伴う規程改正となります。新旧

対照表で説明いたします。 

第４条第２項の第４号に、ＩＣＴ等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化

のための積立資産として、３０％に相当する額を上限に積み立てられることを規定

いたします。 

また、別表第２では、５つの特別会計に新たに積立資産として認められたＩＣＴ

等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産をそれぞれ追加し

ております。以上です。 

 

議長    

議案第１号について説明いたしましたが、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 

一同    

（質問等なし） 

 

議長    

ないようでございますので、議案第１号について、原案のとおり可決することに、

ご異議ございませんか。 

一同    

（異議なし） 
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議長    

異議なしとのことでございますので、議案第１号は原案のとおり可決いたしまし

た。 

  次に、議案第２号「令和元年第２回通常総会の招集について」を議題とし、事務

局から説明いたします。 

 

事務局     

 議案第２号 令和元年第２回通常総会の招集について 

来る７月３１日（水）午後１時３０分から、和歌山県自治会館３０４会議室で開

催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長       

議案第２号について、ご異議ございませんか。 

 

一同      

（異議なし） 

 

議長       

異議なしとのことでございますので、令和元年第２回通常総会については、原案

のとおり招集いたします。 

次に、議案第３号「令和元年第２回通常総会に附議する議案について」、事務局か

ら説明いたします。 

 

事務局     

 議案第３号 令和元年第２回通常総会に附議する議案について 

記載の１５議案を予定しております。 

 

 １ 平成３０年度事業報告の認定について 

事業概況から説明いたします。国保制度改革により平成３０年度は国保連合会に

おいても、長年にわたり培ってきたノウハウと経験等を生かし、新制度が円滑かつ

効率的に運営されるよう、新たな課題に取り組む年度となりました。 

新国保制度の円滑な実施への支援では、新システムの本稼働等への対応を迅速に

行うとともに、安定運用に努めました。 

保険者機能の発揮への支援においては、国保・後期高齢者ヘルスサポート事業や

国保データベースシステムの活用など、データヘルスの推進に努めるとともに、保

険者努力支援制度等のインセンティブを活用した取組推進に向け、積極的に事業展
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開を図りました。 

審査支払業務改革の着実な実施に係る取組では、診療報酬改定に伴うコンピュー

タチェックルールの公開や審査基準の統一、審査事務共助項目の見直し等の実現に

向け貢献いたしました。 

また、審査の充実・強化のための対応として、審査関連システムの機能強化等に

対応するとともに、コンピュータチェックの精緻化や未実施項目の整理に協力する

など、審査精度の向上に向けた取組を推進しました。 

重点事項ですが、３０年度に重点事項として掲げた、記載の９項目に対する取組

状況について説明いたします。 

（１）国民健康保険運営方針に基づく業務支援では、和歌山県国保運営方針連携

会議等に参画するとともに、適正な保険給付や保健事業等の効果的な実施、事務の

標準化・共同化に向けての支援など、国保制度の円滑な推進のための業務に積極的

に取り組みました。 

（２）情報セキュリティ対策の強化及び災害対応では、本会が取扱っている診療

報酬明細書等の極めて機密性の高い情報資産を適切に管理するため、情報セキュリ

ティマネジメントシステム、いわゆるＩＳＭＳの認証を３１年３月に取得しました。 

また、災害時等においても必要な資源を確保し、優先度の高い業務を遅滞なく実

施できるよう、３１年２月に業務継続計画を策定いたしました。 

（３）保健事業への支援としては、国保・後期高齢者ヘルスサポート事業におい

て、保健事業支援・評価委員会によるデータヘルス計画の策定や個別保健事業の企

画・実施・評価等に関する助言を行うとともに、事業の評価方法等をテーマに研修

会を開催しました。 

また、国保データベースシステムの安定運用に努めるとともに、活用促進を図る

ため、説明会やツールを使った糖尿病性腎症重症化予防の対象者把握のための支援

も行いました。 

（４）審査業務の充実・強化については、診療報酬改定にあたり、審査担当職員

の知識の習得やコンピュータチェック項目の設定など、的確に対応しました。 

また、審査の一層の充実・強化のため、審査支援システムを活用した縦覧・横覧・

突合点検や、ＤＰＣ点検システムによる診断群分類点検に新たに取り組んだほか、

適正かつ公平な審査の実現に向けては、全国共通の審査基準の設定など、連合会間

の差異解消に貢献いたしました。 

（５）次期国保総合システムの安定稼働及び共同処理事業の充実では、平成３０

年２月に機器更改した国保総合システムの安定運用に努めるとともに、４月に連携

を開始した国保情報集約システムについても、被保険者の資格情報の集約管理や高

額療養費の多数回該当の判定、また、市町村間における情報連携などの業務を迅速

かつ確実に実施しました。 
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（６）療養費の支給の適正化に資する取組への支援としては、基礎的な確認事項

や柔整算定状況一覧の利活用等に関する研修会を地区別に開催したほか、７月から

支給申請書のイメージ画像を保険者へ提供することにより、被保険者からの問い合

わせ対応や確認事務、長期施術の点検（調査）の効率化に貢献しました。 

（７）第三者行為求償事務受託範囲の拡大では、加害者直接請求事務については

加害者との交渉を円滑に進め、効果的に収納に結びつけたほか、委任解除や限度額

オーバーとなる案件の直接請求への移行の可能性を保険者に情報提供するなど受託

拡大に努めました。 

また、御坊市周辺地域の集団食中毒事故では、保健所や教育委員会との連絡調整

を密に図りつつ、対象者の抽出や請求額の算定等を円滑に行ったことで、国保のみ

ならず公費分も含めてほぼ全案件の請求・収納につなげました。 

（８）介護保険事業の取組強化では、平成３０年度の制度改正や報酬改定におい

て、保険者や関係機関との連携を密にし、各種異動情報等の登録を確実に実施する

など、新制度等への円滑な移行等に努めました。 

また、介護給付適正化対策事業においては、医療情報と介護給付費明細書の突合

点検や、介護給付費縦覧点検処理を実施するなど、保険者の介護給付適正化を積極

的に支援しました。 

（９）障害介護給付費等の審査事務の開始では、本会と市町村等との役割分担等

について市町村等担当者説明会で説明するとともに、市町村等における二次審査が

効率的・効果的に実施できるよう、出力項目の追加やエラーメッセージの見直しを

行った一次審査の結果を提供しました。 

３事業実施状況ですが、（１）一般事業のア会務運営等に関することでは、総会等

を開催するとともに、国保中央会や近畿地方協議会等が開催する諸会議に出席しま

した。（ア）総会ですが、３０年４月から県が会員に加入したことや、規約の改正に

より役員の定数を変更したことに伴う理事の選任について、３０年４月１日に書面

審議をいたしました。 

また、７月３１日と翌年２月２８日には通常総会を開催いたしました。主な議題

については記載のとおりです。 

（イ）理事会は、理事会推薦の役員候補者と、規約の改正により定数が変更され

たことに伴う、副理事長と常務理事の選任について、また、介護保険法や障害者総

合支援法等の改正に伴う規程の一部改正について、４月１日と２５日に書面により

開催いたしました。７月１７日と翌年２月１５日は通常総会に附議する議案等につ

いてご審議をいただきました。 

  （ウ）監事会は６月２９日に、２９年度事業報告並びに各会計歳入歳出決算等に

ついて監査をいただきました。 

 （エ）理事長・副理事長・常務理事会議は、理事会に附議する議案等について審
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議していただきました。 

 （カ）国保中央会の諸会議ですが、国保総合システムや国保情報集約システムな

どの説明会など、記載の会議に出席いたしました。国保中央会では会議等に係る経

費削減のため、９月２７日のテレビ会議利用説明会を皮切りに、各連合会との既存

のネットワークを利用したテレビ会議を導入している状況です。このことによる 

３０年度の節減効果は全国規模で約２千万円、和歌山県単独でも約７０万円となる

結果が出ている状況です。 

  イ協議会に関することでは、（ア）国保運営協議会会長会議を３１年１月１７日に

開催しました。当日は、国保運営協議会会長や国保主管課長など５３名に出席をい

ただき、国保中央会の原理事長を招いてご講演をいただきました。 

ウ広報宣伝に関することでは、機関誌「国保わかやま」を例年どおり４回発行す

るとともに、保険料（税）収納率向上や特定健診受診率向上に対する支援として、

テレビ、ラジオのスポット放送や啓発用ティッシュの作成などを行いました。 

エ調査・研究に関することでは、３０年１０月２９日に国保事務検討委員会を開

催し、３１年度の手数料等についてのご意見をいただきました。 

オ事業振興に関することでは、３０年１１月１６日に国保制度改善強化全国大会

が開催され、中芝理事長をはじめ８名に参加いただきました。また、大会に先立ち、

前日には県選出国会議員への陳情を行いました。 

カ保健事業に関することでは、（エ）在宅保健師の会による健康づくり活動支援と

して、在宅保健師による特定健診未受診者対策等支援事業を記載の４市町に対し行

いました。 

（２）国保診療報酬に関する事業の（ア）審査委員会の開催等では、診療報酬審

査委員会を毎月開催し、５１名の審査委員により適正かつ公平な審査を行いました。 

イ支払業務に関することの（ア）診療報酬等の保険医療機関等への支払では、表

の右下の合計のところですが、国保・後期合わせて２，２３４億円余りの支払を行

いました。 

②共同処理業務のア保険者事務共同処理に関することでは、全保険者に共通する

（ア）一般業務として記載の８種類の業務を実施いたしました。（イ）特別業務は、

医療費通知や後発医薬品利用差額通知の作成など、特別に委託を受けた５種類の業

務を行いました。資料には記載しておりませんが、後発医薬品差額通知の送付後の

３０年２月から３１年１月までの１年間に、後発医薬品に切り替えた方の薬剤費を

集計したところ、国保で約４，２００万円、調査時期が少し異なりますが、後期分

を合わせますと保険者負担で約１億３千万円もの削減効果が出ている状況です。 

（ウ）国保情報集約システムで行う業務では、重点事項でも触れましたが、３０

年度からの国保改革により記載の業務を行いました。 

（４）特定健康診査等事業のア支払業務に関することでは、表にありますように
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国保と後期合わせ、７億８千万円余りの支払を行いました。 

（５）第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業に関することでは、（ア）一般業

務の下の表ですが、自賠責・自動車保険の収納額は３億４千万円余り、次ページの

上の表は個人賠償責任保険等の収納額で２５万円余りとなっています。その下の表

は個人賠償責任保険等の内訳を載せておりますが、重点事項で申し上げました御坊

市周辺での食中毒事故分の収納額が１０万円余りと少額となっているのは、保険者

への送金が翌年度となったためで、翌年度の送金分と合わせますと約１１０万円を

回収した状況となっています。 

（６）介護保険事業のア審査業務に関することでは、（ア）に記載のとおり介護医

療部会と審査部会を毎月開催しました。 

イ支払業務に関することでは、表の右下の合計欄ですが９８７億４，２００万円

余りを事業所等へ支払しました。 

（７）障害者総合支援事業では、３０年度から審査業務も行い、支払業務では、

表の合計欄にありますように２４５億円余りを事業所等へ支払いたしました。事業

報告については以上です。この後、決算等については総務課長より説明いたします。 

 

事務局 

私からは、平成３０年度各会計の歳入歳出決算から最後まで説明いたします。 

先に、決算の総体から説明いたしますので、お手元のＡ３縦版の平成３０年度会

計別決算総体をご覧ください。 

１ページにありますように３０年度の会計は、一番上の一般会計と青色で塗って

おります６つの特別会計となっています。２９年度まではもう一つ保険財政共同安

定化事業・高額医療費共同事業特別会計がございましたが、新国保制度施行により

廃止されております。 

すべての会計の合計は、予算現額３，７２２億円に対し、収入済額は３，５０９

億円、支出済額は３，５０２億円となっています。 

その下の黄色のところですが、収益事業特別会計となります５つの業務勘定の合

計は、予算現額１７億２，２００万円に対し、手数料等の収入済額は１７億    

１，８００万円、診療報酬や介護報酬などの審査支払の経費などに使った支出済額

は１５億８千万円で、支出済額総額の０.４５％となっています。附議事項本体に戻

っていただき、６７ページをお願いします。ここからは各会計の決算状況について

説明いたします。 

 

２ 平成３０年度一般会計歳入歳出決算の認定について 

歳入の予算現額の合計２億１，８００万円に対し、収入済額は４億７，４００万

円、収入済額の主なものは前年度からの繰越金で、その大部分は特別会計の紐付き
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分となっています。歳出の支出済額の合計は２億１００万円で、歳入歳出差引残額

２億７，２００万円は翌年度へ繰り越します。事項別明細書をお願いします。 

歳入の款１負担金ですが、被保険者数減少による財源不足に対応するため、会員

負担金を保険者均等割で５万円、被保険者割を各階層で６５円それぞれ引き上げる

とともに、３０年度から会員となった県にも均等割を負担していただきました。 

歳出の款２総務費、目２一般管理費では、委託料のところで情報セキュリティ強

化のため、ＩＳＭＳ認証取得や永年保存文書の電子化等の経費を支出しました。こ

れらの経費につきましては、特別会計の業務勘定も応分の負担としております。 

 

 ３ 平成３０年度診療報酬審査支払特別会計歳入歳出決算の認定について 

業務勘定ですが、予算現額の合計６億８，５００万円に対し、収入済額は６億  

５，９００万円、支出済額の合計は６億４，８００万円で、歳入歳出差引残額１千

万円は翌年度へ繰り越します。事項別明細書をお願いします。 

歳入の款１手数料、目１国保診療報酬審査支払手数料は、被保険者数の減少に伴

い取扱件数が減ったことにより、前年度決算と比較しまして８００万円余りの収入

減となっております。また、目２４共同処理手数料では、国保情報集約システム手

数料の新設により、６，５００万円の収入があり、前年度と比較して６，３００万

円余りの増となっております。 

診療報酬支払勘定は、予算現額の合計８９９億９千万円に対し、収入済額の合計

は８０１億１千万円、支出済額の合計は７９９億１，６００万円となっており、歳

入歳出差引残額１億９，３００万円は市町村国保に係る３１年２月分の概算請求の

過納分を翌年度に繰り越し、精算により保険者に返還いたします。 

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定は、２２種類の公費の受け払いを経理し

ており、予算現額の合計４３億９，４００万円に対し、収入済額の合計は３７億  

９，８００万円、支出済額の合計は３７億１，７００万円となっております。歳入

歳出差引残額８千万円は指定公費医療費の残額で、翌年度に繰り越して精算により

国庫に返還いたします。 

出産育児一時金等に関する支払勘定は、予算現額の合計４億８千万円に対し、収

入済額及び支出済額の合計は３億６，３００万円です。備考欄にありますように、

月平均では３千万円余りとなっています。 

 

 ４ 平成３０年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出決算の認定に  

ついて 

後期高齢者業務勘定は、予算現額の合計６億３，２００万円に対し、収入済額の

合計は６億７，１００万円、支出済額の合計は６億１，１００万円で、歳入歳出差

引残額５，９００万円は翌年度へ繰り越します。事項別明細書で説明いたします。 
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款１手数料、目１後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料については、３０年度

は１円引き下げ６８円としましたが、予定以上の歳入増が見込まれたため、３１年

１月から３月審査までの３か月分について、更に１０円引き下げ５８円とすること

で、１，１００万円余り減額する調整を行いました。 

後期高齢者医療診療報酬支払勘定は、予算現額の合計１，４３１億６千万円に対

し、収入済額及び支出済額の合計は１，３８８億８，７００万円です。取扱件数の

増により、資料にはありませんが前年度比で０.８％伸びている状況です。 

後期高齢者医療に係る公費負担医療に関する支払勘定では、１６種類の公費の受

け払いを経理しており、予算現額の合計１２億１，５００万円に対し、収入済額及

び支出済額の合計は１０億８，５００万円です。目１４重度心身障害児の取扱件数

が減ったことにより、資料にはありませんが前年度比で２.９％の減となっています。 

 

 ５ 平成３０年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

特定健康診査等業務勘定は、予算現額の合計３，１００万円に対し、収入済額の

合計は３，６００万円、支出済額の合計は２，６００万円で、歳入歳出差引残額   

１千万円は翌年度へ繰り越します。 

特定健康診査・特定保健指導等支払勘定は、予算現額の合計６億６００万円に対

し、収入済額及び支出済額の合計は５億４，９００万円です。 

後期高齢者健康診査支払勘定は、予算現額の合計２億４，７００万円に対し、収

入済額及び支出済額の合計は２億３，９００万円です。受診件数の増に伴い、資料

にはありませんが前年度比で１２.９％の増となっています。 

 

 ６ 平成３０年度第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

予算現額の合計３億７，６００万円に対し、収入済額の合計は３億７，１００万

円、支出済額の合計は３億６，５００万円で、歳入歳出差引残額５９０万円は翌年

度へ繰り越します。損保会社から回収して保険者に支払った損害賠償金は、款２損

害賠償金支出金で、３億４千万円を支出いたしました。 

 

 

 ７ 平成３０年度介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出決算の認定について 

介護保険業務勘定は、予算現額の合計３億２，４００万円に対し、収入済額の合

計は２億８，４００万円、支出済額の合計は２億４，９００万円で、歳入歳出差引

残額３，５００万円は翌年度へ繰り越します。事項別明細書をお願いします。 

歳入の款１手数料、目２介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料は、
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介護予防の訪問介護と通所介護が、平成２９年４月から段階的に介護予防・日常生

活支援総合事業に移行され、３０年度に完全移行となったことから、収入済額では

前年度と比較して約２倍となっている状況です。 

介護給付費等支払勘定は、予算現額の合計１，０３１億７，２００万円に対し、

収入済額及び支出済額の合計は９７８億７，１００万円です。 

公費負担医療等に関する報酬等支払勘定は、１３種類の公費の受け払いを経理し

ており、予算現額の合計１０億５，８００万円に対し、収入済額及び支出済額の合

計は８億７，１００万円です。 

 

 ８ 平成３０年度障害者総合支援法関係業務等特別会計歳入歳出決算の認定に  

ついて 

障害者総合支援業務勘定は、予算現額の合計４，８００万円に対し、収入済額の

合計は６，７００万円、支出済額の合計は４，４００万円、歳入歳出差引残額    

２，３００万円は翌年度へ繰り越します。 

歳入の款１手数料、項１障害介護給付費等審査支払手数料は目に示す３種類の手

数料で、いずれも処理件数の伸びに伴い前年度と比較して収入増となっています。 

障害介護給付費支払勘定は、予算現額の合計２１８億８，８００万円に対し、収

入済額及び支出済額の合計は２０９億６，６００万円です。 

障害児給付費支払勘定は、予算現額の合計３７億６，８００万円に対し、収入済

額及び支出済額の合計は３６億６００万円です。以上で決算の説明は終わります。 

 

 財産目録 

平成３１年３月３１日現在の財産目録です。表の一番上の流動資産は出納整理期

間内の未収金等となりますが、流動資産合計で２７３億３，４００万円余りとなり

ます。 

その下は、積立資産と建物などの固定資産となりますが、固定資産合計は、次の

ページ真ん中よりやや上の欄で２５億２，３００万円、その下の資産合計は２９８

億５，７００円余りとなります。 

また、その下にあります流動負債は１年以内に支払期限が到達する債務となりま

すが、合計で２６９億８千万円余り、その下の固定負債は職員の貸付けなどで、４

億２，１００万円余りで、負債合計は２７４億円余りとなります。 

一番下の正味財産は２４億５，５００万円余りとなります。 

 

 監査結果報告書 

監査結果報告書です。去る６月２８日に監事であります田辺市長の真砂監事さん、

すさみ町長の岩田監事さんのお二人から監査をいただきました。 
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 ９ 一般会計減価償却引当資産の処分について 

事務室のファンコイルユニット修繕のため、一般会計減価償却引当資産４億  

２，２００万円のうち４２万２千円を処分し、令和元年度一般会計へ繰り入れます。 

 

 １０ 令和元年度一般会計補正予算について 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５１２万６千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，３２０万２千円といたします。事項別明細書

で説明いたします。 

款２国庫補助金は、ＫＤＢシステム機器更改の額が確定したことによる減額補正

で、款５繰入金は、減価償却引当資産を処分したものを繰り入れるため、款７諸収

入は、県から医療費分析事業に係るデータ抽出等業務の委託を受けること等により

それぞれ増額補正を行うものです。 

歳出は、それらに対応した補正となります。 

 

１１ 令和元年度診療報酬審査支払特別会計補正予算について 

業務勘定の歳出予算の款８予備費を１千円減額し、款５積立金を１千円増額しま

す。 

診療報酬支払勘定は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９，３７５万

６千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８５８億７，３７５万８千円とし

ます。 

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ８，０３０万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３８億     

４，７６０万７千円とします。 

業務勘定の事項別明細書は、先ほど規程改正のところで説明しましたＩＣＴ等を

活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産を積み立てるため、歳

出の組み替えによる補正をいたします。款５積立金に目を新設のうえ１千円増額し、

款８予備費を１千円減額いたします。 

積立額ですが、現時点で積立の具体的な内容が明らかになっていないことから、

名目予算といたしました。なお、収益事業の対象となる他の特別会計についても同

様に補正いたします。 

診療報酬支払勘定は、決算のところで説明しました、２月診療（３月審査）分の

診療報酬概算払分を精算して市町村国保の保険者へ返還するため増額補正をいたし

ます。 

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定も先ほど説明しました、指定公費に係る

交付金を精算して国庫へ返還するため増額補正を行うものです。 
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１２ 令和元年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計補正予算について 

後期高齢者業務勘定について、先ほどの業務勘定と同様にＩＣＴ等の積立のため、

組み替えによる補正をいたします。歳出予算の款８予備費を１千円減額し、款５積

立金を１千円増額いたします。 

  

１３ 令和元年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計補正予算について 

同様に、ＩＣＴ等の積立てのため、歳出の組み替えにより補正を行います。 

 

１４ 令和元年度介護保険事業関係業務特別会計補正予算について 

介護保険業務勘定の歳出予算の款１０予備費を２千円減額し、款７積立金を２千

円増額します。ＩＣＴ等のための積立と併せて、従前から認められておりますシス

テム導入作業経費の積立のための補正です。 

 

 

１５ 令和元年度障害者総合支援法関係業務等特別会計補正予算について 

介護保険業務勘定と同様、障害者総合支援業務勘定においてＩＣＴ等の積立のた

め、歳出予算の組み替えを行います。説明は以上です。 

 

議長    

只今、議案第３号について説明いたしましたが、何かご意見、ご質問等ございま

せんか。 

 

理事 

  附議事項説明要旨の１４ページの③後期高齢者健康診査支払勘定について、「前

年度決算と比べて、１２．８８％の増」とあるが、その要因は何か。 

 

事務局 

  正確な要因は連合会において把握できておりませんが、平成２９年度より後期高

齢者健康診査が無料化となり、受診率が伸びた影響がそのまま推移していること、

また、被保険者数の増加の２点が要因として考えられます。 

   

理事 

  無料化となっているが、本市においては受診率が伸びない。もし、わかれば教え

ていただきたい。 
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事務局 

  わかりました。 

 

理事 

  同じページの６）介護保険事業関係業務特別会計①介護保険業務勘定について、

「主治医意見書料の受払いが約１２％減った」要因はなにか。 

 

事務局 

  介護保険のうち、平成２８年度から段階的に総合事業に移行いたしました。その

関係により、減少していると考えられます。 

  また、更新認定の有効期限の上限が１年から３年に延長されたため、主治医意見

書料の件数が減少していると考えられます。 

 

理事 

  今年度からＩＣＴに係る積み立てを行うとしており、税制上有利になると思うが、

予備費を減額して、ＩＣＴに係る積み立てを行う場合においても、税制上有利なの

か。 

 

事務局 

  いくら積めるという見通しがまだ立っておりません。厚労省から通知が来て、全

国の連合会が実施していくが、和歌山県の場合は、いくら積めるという目途が立っ

ておりませんので、一旦予備費から１千円持ってきて、名目予算といたします。 

 

理事 

  金額がはっきりすれば、歳出に組み込んでいくということか。 

 

事務局 

  計画を立てられれば、歳出に組み込んでいきます。 

 

議長 

  他にございませんか。 

 

一同 

  （特になし。） 
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議長    

ないようでございますので、議案第３号について、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。 

 

一同    

（異議なし） 

 

議長    

異議なしとのことでございますので、議案第３号については、原案のとおり可決

いたしました。 

以上をもちまして、予定されております議案審議は、すべて終了いたしましたが、

他に何かございませんか。 

 

 

一同    

（特になし） 

 

議長    

特にないようでございますので、本日の理事会は、以上をもって終わらせていた

だきます。 

    議事進行にご協力をいただきありがとうございました。 

 

（時：午後２時４０分） 
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以上理事会の議事録は事実と相違ないことを証明いたします。 

 

 

議事録署名人 

 

理  事   海 南 市 長                    印 

 

 

理  事   かつらぎ町長                    印 


