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令和元年 第２回通常総会議事録 

 

 

１ 日  時  令和元年７月３１日（水）午後１時３０分～午後２時５５分 

 

２ 場  所  和歌山県自治会館３０４会議室 

 

３ 出  席  和 歌 山 県     和 歌 山 市    橋 本 市 

        有 田 市     御 坊 市    田 辺 市 

紀 美 野 町     紀 の 川 市    岩 出 市 

  かつらぎ町     高 野 町     湯 浅 町 

広 川 町     有 田 川 町    美 浜 町 

  日 高 町     由 良 町    日 高 川 町 

        印 南 町     白 浜 町    す さ み 町 

          那智勝浦町     太 地 町    古 座 川 町 

  和歌山県医師国保組合  和歌山県歯科医師国保組合 

  紀和薬剤師国保組合 

  

４ 書面出席  海 南 市     新 宮 市    九 度 山 町 

み な べ 町        上 富 田 町    串 本 町     

北 山 村 

 

５ 事 務 局  事務局長・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 

  定刻がまいりましたので、只今より令和元年第２回通常総会を開催いたします。 

  本日の総会の出席状況ですが、ご出席いただいております会員さんが２６名、所

用のため書面により審議に加わっていただいております会員さんが７名となって

おり、過半数に達しておりますので、総会が成立することを報告させていただきま

す。 

  開会にあたり、中芝理事長よりご挨拶を申し上げます。 
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理事長 

  本日、令和元年第２回通常総会を開催いたしましたところ、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、皆様もご承知のとおり、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の導入や、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、審査支払機関における公正・中立な審

査といった審査の基本理念の創設、更には、国保連合会業務にデータ分析事業等が

追加されるなど、これまで以上に国保連合会への期待が大きくなっています。 

このような中、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、これまで以上に積極的に取り組むと共に、今年３月に取得いたしました情報

セキュリティマネジメントシステムを的確に運用し、情報資産の安全で適切な管理

に努めてまいりますので、引き続き、なお一層のご尽力を賜りますようお願い申し

上げます。 

結びに、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、平成

３０年度の事業報告、決算並びに令和元年度補正予算等でございます。 

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 

ありがとうございました。 

  続きまして、祝電を２通いただいておりますので、ご披露させていただきます。 

 

  本日、令和元年第２回通常総会が開催されますことを、心よりお慶び申し上げま

す。皆様方のお取り組み、ご尽力に改めて敬意を表しますとともに、深く感謝申し

上げます。新しい令和の時代を迎え、和歌山県国民健康保険団体連合会様の今後

益々のご発展と、皆様方のより一層のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、メッセージ

といたします。 衆議院議員 岸本周平 

      

  和歌山県国民健康保険団体連合会通常総会のご開催を、心よりお慶び申し上げま

す。関係各位のご尽力に、深く敬意を表しますとともに、貴会のますますのご発展

と、ご参集の皆様のご健勝とご多幸を祈念いたします。 参議院議員 鶴保庸介 

 

  以上、祝電を披露させていただきました。 

次に、議長の選出でございますが、慣例により司会者よりご指名させていただい

てよろしいでしょうか。 
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一   同 

（異議なし） 

 

司会 

ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、議長は中芝岩出市

長にお願いいたしたいと思います。中芝市長さん議長席へお願いします。 

 

 （高野町 入室） 

 （出席者２７名に変更） 

 

議長 

ご指名をいただきましたので、議長を務めさせていただきます。 

議事進行に、ご協力の程お願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

報告第１号及び報告第２号について、事務局から一括報告いたします。 

 

事務局 

お手元に通常総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 専決処分について 

１と２は職員が４月末に退職したことに伴う退職手当支給のため、４月２５日に

退職給付引当資産の処分と、平成３１年度一般会計補正予算について理事長専決処

分いたしました。 

  ３につきましては、風しんに関する抗体検査等費用の支払業務の実施にあたり、

事務費や支払を行うための経費、また、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金、

いわゆる指定公費の国庫補助基準額が示されたことに伴う経費など、診療報酬審査

支払特別会計補正予算について、５月１７日の理事会により処分いたしました。 

  １退職給付引当資産の処分については、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。 

  ２一般会計補正予算については、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歳入歳出それぞれ２億１，８３２万８千

円としました。 

  ３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は、業務勘定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４９７万９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７億１，０１０万円としました。 
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  公費負担医療に関する診療報酬支払勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ５３８万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億

６，７３０万６千円としました。 

  抗体検査等費用に関する支払勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

１億７，５８５万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億  

７，５８５万４千円としました。専決処分については以上です。 

 

報告第２号 規程の制定について 

  記載をしております３つの規程を理事会において制定いたしましたので、報告い

たします。 

 

和国保連規程第６号 事務局規程の一部を改正する規程 

風しんに関する抗体検査等費用の支払業務について、新たに事務分掌に加えるな

ど所要の改正を行ったものです。新旧対照表をご覧ください。 

第３条第４項の審査第１課の事務分掌に第１１号として風しん抗体検査及び定

期予防接種の費用の支払に関することを追加し、第５項の審査第２課の事務分掌に

第５号として出産育児一時金等の計算事務に関することと、第６号に風しん抗体検

査及び定期予防接種の計算事務に関することを追加いたしました。 

また、別表第３では、抗体検査等費用に関する支払勘定を審査第１課の担当とい

たしました。 

 

和国保連規程第７号 診療報酬審査支払特別会計経理規程の一部を改正する規程 

新旧対照表のとおり、国の通知に基づき抗体検査等費用に関する支払勘定を新設

するため、所要の改正を行ったものです。 

 

和国保連規程第８号 積立資産管理運用規程の一部を改正する規程 

  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
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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。以上で報告事項の説明を終わります。 

 

議長 

報告第１号及び報告第２号について報告いたしましたが、何かご質問等ございま

せんか。 

 

一  同 

（質問等なし） 

 

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号から議案第８号までは、平成３０年度の事業報告並びに各会計決算に

ついてでございますので、一括議題とすることにご異議ございませんか。 

 

一  同 

（異議なし） 

 

議長 

それでは、一括議題とし、事務局から説明いたします。 

 

事務局 

議案第１号 平成３０年度事業報告の認定について 

  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

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
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など、審査制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）保健事業への支援では、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（ＫＤＢ）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・強化では、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。 

 （６）療養費の支給の適正化に資する取組への支援では、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。 
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  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

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。 
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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。なお、

本会では、今年度にマスコットキャラクターを正式設定する予定としており、今後

はこれを有効に使いながら、広報事業の一層の充実を図りたいと考えておりますの

で、引き続きご支援・ご協力をお願いいたします。 

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。 

審査状況ですが、表の右下の査定率は合計で０．３０％となっており、前年度と

比較して０．０３ポイントの増となっております。 

また、高点数明細書審査状況ですが、査定率は特別審査を含め０．７４％、前年

度比で０．１ポイント増となっています。なお、国保中央会による特別審査につい

てはこの７月審査分より、対象点数が４０万点から３８万点以上に引き下げられて

いる状況です。 

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。２９年度との比較では、０．９９２倍、金額にして１８億円余り減少し

ております。 

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。資料の方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、保険者負担額ベースでは国保で約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

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。２９年度との比較では、
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１．０５２倍、金額にして３，９００万円余りの増となっています。 

（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、次のペー

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。イ研修会等に関することの（エ）ですが、啓発

用絆創膏を作成し、被保険者に対して傷病届提出の必要性等について周知を図りま

した。 

（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いたしました。２９年度との比較では１．０１３倍、金額に

して１３億円余りの増となっています。 

（７）障害者総合支援事業では、３０年度から審査業務も行っていますが、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。２９年度との比較では１．０４５倍、金額にして１０億円余りの増となって

います。事業報告については以上です。 

 

事務局 

議案第２号から議案第８号、平成３０年度各会計の歳入歳出決算の認定について

説明いたします。 

 

議案第２号 平成３０年度一般会計歳入歳出決算の認定について 

歳入ですが、予算現額の合計２億１，８９８万４千円に対し、収入済額は４億 

７，４１２万９，２１８円、歳出の支出済額は２億１６２万３，７９０円で、歳入

歳出差引残額２億７，２５０万５，４２８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。 

歳入の款１負担金の収入済額は８，８３６万円余りで、被保険者数の減少による

財源不足に対応するため、会員負担金を保険者均等割で５万円引き上げ３８万円に、

被保険者割は各階層で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。款２国庫支出金は４４４万円余りで、

保険運営安定化対策事業補助金として４２７万円余り、保険者共同事業補助金とし

て１７万円が補助されました。款５繰入金、項１特別会計繰入金は５，５２３万円

で、退職給付引当資産、会館の維持管理費及び減価償却引当資産などに充てるため、

記載の特別会計から繰り入れいたしました。項２積立金繰入金、目１退職給付引当

資産繰入金は、職員の退職に伴う積立金の取崩収入です。款６繰越金は２億
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７，４２６万円余りで、このほとんどが２６年度に積立資産を整理した際、各特別

会計で持っていた従前からの繰越金などを、一般会計に繰り入れた、いわゆる紐付

き分となっています。 

歳出の款２総務費、目２一般管理費の支出済額は１億１３９万円余りで、人件費

や職員退職手当、委託料などが主なものです。委託料では、情報セキュリティ強化

のためのＩＳＭＳ認証取得や、永年保存文書の電子化等の経費を新たに支出しまし

た。これらの経費につきましては、各特別会計の業務勘定でも応分に負担をしてお

ります。款３事業費、目１育成指導費の支出済額７０万円余りは、連合会表彰の経

費や国保連支部共同事業助成金などです。目３広報宣伝費の支出済額は

約１，１９４万円で、人件費や機関誌「国保わかやま」の作成経費、テレビ・ラジ

オスポット放送等に係る委託料などです。目６保健事業費１，２０９万円余りは、

連合会保健師や在宅保健師の報酬等をはじめ、保健事業支援・評価委員会の開催経

費、また国保データベースシステムの運用経費などです。款４積立金については、

目１退職給付引当資産として２，３１１万円余りを、目２減価償却引当資産として

１，０６７万円余りをそれぞれ積み立てました。款６諸支出金、目４他会計繰出金

については、第三者行為特別会計の予算不足に充てるため、４００万円余りを繰り

出しました。 

 

議案第３号 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 

  業務勘定は、主に国保診療報酬の審査支払に要する経費を賄っており、予算現額

の合計６億８，５５８万４千円に対し、収入済額は６億５，９１７万７，５１３円、

支出済額は６億４，８４５万８，７６４円で、歳入歳出差引残額１，０７１万

８，７４９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手数料は、国保の審査支払をはじめ各種公費や共同処理など２４種類

の手数料と出産育児一時金等支払事務費で、収入済額は５億７，４４５万円余りと

なっています。 

目１国保診療報酬審査支払手数料の収入済額は２億４，７０１万円余りで、県内

分で年間４３２万件余り、全国決済分では１５万件余りを取り扱いました。被保険

者数の減少に伴い取扱件数が減ったことにより、前年度と比較して８００万円余り

の収入減となっております。一方、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、前年度と比較して６，３００万円余りの収入増となって

おります。款２国庫支出金は、審査支払事業補助金と高齢者医療制度円滑運営臨時

特例交付金合わせて１，１００万円余りが補助されました。款４繰入金、項２積立

金繰入金、目１財政調整基金積立資産繰入金４千万円については、洗い替えによる

積み直しのための取崩収入です。なお、財政調整基金積立資産については、法人税

法上、毎年資産を全額取り崩して実費弁償の範囲内で積み直す、いわゆる洗い替え

を行う必要があり、当業務勘定以外の４つの収益事業を行う特別会計においても洗
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い替えを行っていますが、同様の処理となりますので、以後の説明の方は割愛させ

ていただきます。目２減価償却引当資産繰入金１４０万円余りは、保険者レセプト

点検システム機器等の購入に充てるための積立金の取崩収入となります。 

歳出ですが、款１総務費は審査支払及び共同処理に要した経費で、項１審査支払

管理費、目１一般管理費の支出済額約２億４，３４３万円は、人件費や電算処理業

務など委託電算会社に支払う委託料が主なものとなります。項２共同処理管理費は

１億６，２５１万円余りで、人件費や委託電算会社に支払う委託料が主なものです。 

款２審査委員会費は３，０５４万円余りで、審査委員会の開催経費や委員の報酬等

を賄っており、後期高齢者の業務勘定と折半しております。款５積立金、目１財政

調整基金積立資産として洗い替えによる５千万円を、目２減価償却引当資産として

１億８００万円余りを積み立てました。款７諸支出金、目３他会計繰出金は、退職

給付引当資産などに充てるため、１，６８３万円余りを一般会計に繰り出しました。 

診療報酬支払勘定は、予算現額の合計８９９億９，０４０万５千円に対し、収入

済額は８０１億１，０５６万６，４５０円、支出済額は７９９億１，６８０万

９，１８１円となっております。歳入歳出差引残額１億９，３７５万７，２６９円

のほとんどは、３１年２月分における市町村国保への概算請求による過納分で、全

額繰り越した後、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種類の公費の受払を経理し

ており、予算現額の合計４３億９，４１７万４千円に対し、収入済額は３７億

９，８１５万４，２１４円、支出済額は３７億１，７８５万１，６９６円となって

おります。歳入歳出差引残額８，０３０万２，５１８円のほとんどは国から概算で

手当てされた指定公費分で、こちらも全額を翌年度に繰り越した後、指定公費分は

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４億８，０５６万５千円

に対し、収入・支出済額はいずれも３億６，３５５万７，２４２円です。 

 

議案第４号 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 

業務勘定は、後期高齢者医療診療報酬の審査支払に要する経費を賄っており、予

算現額の合計６億３，２６０万４千円に対し、収入済額は６億７，１０７万

４，９６９円、支出済額は６億１，１６６万３，７６６円で、歳入歳出差引残額

５，９４１万１，２０３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。 

歳入の款１手数料は、審査支払手数料をはじめ各種公費や代行処理手数料の

１９種類で、収入済額は５億６，７０７万円余りです。目１後期高齢者医療診療報

酬審査支払手数料の収入済額は３億８９７万円余りで、３０年度は１円引き下げ

６８円としましたが、予定以上に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か月分を更に１０円引き下げ５８円とすることで、１，１００万円余り
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を減額する調整を行いました。款２国庫支出金の収入済額１５３万４千円について

は、同額を後期高齢者医療審査支払システム負担金として国保中央会へ支出いたし

ました。款５繰入金、項２積立金繰入金、目２減価償却引当資産繰入金６２１万円

余りについては、広域連合業務等処理システムの機器購入などに充てるための取崩

収入です。 

歳出ですが、款１総務費、目１一般管理費の支出済額３億２，８３３万円余りは

人件費の他、電算処理業務に係る運用管理などの委託料が主なものとなります。項

２代行処理管理費は１億３，０４３万円余りで、人件費や委託電算会社に支払う委

託料が主なものとなっています。款４国保中央会システム負担金については、後期

高齢者医療審査支払システムやレセプトオンライン請求システム負担金等として、

１，６０３万円余りを支出いたしました。款５積立金では、目２減価償却引当資産

として２，５８１万円を積み立てました。款７諸支出金については、備考欄のとお

り退職給付引当資産などに充てるため、２，４９９万円を一般会計へ繰り出しまし

た。 

後期高齢者医療診療報酬支払勘定は、歳入ですが、予算現額の合計１，４３１億

６，０００万２千円に対し、収入済額は１，３８８億８，７４５万８，１４１円、

歳出の支出済額は１，３８８億８，６６２万９，５０２円となっており、歳入歳出

差引残額８２万８，６３９円は翌年度へ繰り越します。資料にはありませんが取扱

件数の増により、前年度と比べ支払ベースで１１億円余り、率にして約０．８４％

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

払を経理しており、合計で予算現額１２億１，５５２万５千円に対し、収入済額は

１０億８，５５２万７，８０６円、支出済額は１０億８，５５１万８，０２５円と

なっており、歳入歳出差引残額９，７８１円は翌年度へ繰り越します。公費全体の

６割を占める重度心身障害児分の減少が大きく、資料にはありませんが、前年度と

比べ公費全体の支払ベースで７００万円余り、率にして約０．６７％の減となって

います。 

 

議案第５号 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 

業務勘定は、特定健診等の業務に要する費用を経理する勘定で、合計で予算現額

３，１７０万５千円に対し、収入済額は３，６３５万７，８１５円、支出済額は 

２，６１７万７，６８３円で、歳入歳出差引残額１，０１８万１３２円は翌年度へ

繰り越します。 

歳入の款１手数料は、国保の特定健診・保健指導と後期高齢者健康診査の２種類

で、どちらも費用決済業務及びデータ管理業務が主なものとなります。収入済額の

合計は３，０７７万円余りで、目１国保で１，７４４万円余り、目２後期で

１，３３３万円余りとなっており、受診件数の伸びに伴い、後期分が前年度と比べ
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て約１０％増加している状況です。 

歳出ですが、款１総務費の支出済額は１，６０２万円余りで、人件費の他、シス

テムの運用管理やハード・ソフトの保守料等の委託料が主なものです。款２積立金

については、目２減価償却引当資産として４６０万円を積み立てました。款４負担

金については、システムの維持管理費用として、３５５万円余りを中央会へ支出い

たしました。 

特定健康診査・特定保健指導等支払勘定は、合計で予算現額６億６５０万２千円

に対し、収入・支出済額はいずれも５億４，９３９万５，３５３円で、前年度と比

べて１，１９６万円余り、率にして２．２３％伸びています。 

後期高齢者健康診査支払勘定は、合計で予算現額２億４，７００万２千円に対し、

収入・支出済額いずれも２億３，９３６万４，３８２円となっており、受診件数の

伸びに伴い、前年度と比べ２，７３２万円、率にして１２．８８％の増となってい

ます。 

 

議案第６号 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 

歳入は合計で予算現額３億７，６１７万円に対し、収入済額は３億７，１１３万

５７８円、支出済額は３億６，５２１万８，７７９円で、歳入歳出差引残額

５９１万１，７９９円は翌年度へ繰り越します。歳入の款１損害賠償金受入金３億

４，１１１万円余りは損保会社からの受入金で、前年度と比べ約３，２００万円の

減となっています。款２手数料の収入済額は約１，８６０万円で、内訳は備考欄の

とおりです。款３国庫支出金は求償専門員の人件費と研修開催に係る経費として、

８８万４千円の補助を受けました。款４繰入金４０２万円については、歳入不足を

補填するための一般会計からの繰り入れとなります。 

歳出ですが、款１総務費の支出済額は２，４９５万円余りで、人件費の他、シス

テム運用や広報用絆創膏作成業務などの委託料が主なものです。款２損害賠償金支

出金は保険者への支出金で、支出済額は３億４，０２６万円余りです。 

 

議案第７号 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 

業務勘定は、介護給付費の審査支払業務に要する経費や主治医意見書料の受払を

経理しており、歳入合計ですが、予算現額３億２，４８４万８千円に対し、収

入済額は２億８，４４８万５，５４８円、歳出の支出済額は２億４，９２６万

８，７９１円で、歳入歳出差引残額３，５２１万６，７５７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、項１手数料は１５種類の審査支払手数料と、共同処理事務手

数料、特別徴収経由機関業務手数料があり、収入済額は１億２，２２７万円余りと

なっています。介護予防の訪問介護と通所介護が、３０年度に介護予防・日常生活
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支援総合事業に完全移行されたことにより、目１介護給付費審査支払手数料から、

目２介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料へ移行している状況です。 

款２国庫支出金は、特別徴収情報経由事務関連事業として５５７万円が手当されま

した。款４負担金は、介護保険者からの負担金で、収入済額は９０９万円余りとな

っております。款５主治医意見書料等受入金は、保険者から主治医意見書料等を受

入れ、同額を医療機関へ支払いました。 

歳出ですが、款１総務費、項１審査支払管理費、目１一般管理費の支出済額

６，８５１万円余りについては、人件費やシステムの運用管理費などの委託料が主

なものとなります。項２介護サ－ビス苦情処理管理費は人件費が主なもので、支出

済額は約４３３万円です。項３特別徴収経由機関業務費は、人件費やシステムの運

用管理費などの委託料が主なもので、支出済額は７７９万円余りとなっています。 

款２審査委員会費及び款３介護サ－ビス苦情処理委員費は、いずれも審査委員会委

員の報酬等です。款４国保中央会負担金は、審査支払等システム負担金などで、合

計で３，１００万円余りを国保中央会へ支出いたしました。款７積立金ですが、目

２減価償却引当資産として４７０万円余りを積み立てました。款９諸支出金につい

ては、備考欄に記載のとおり一般会計に８７０万円余りを繰出しました。 

介護給付費等支払勘定については、合計で予算現額１，０３１億

７，２００万５千円に対し、収入済額は９７８億７，１９９万１，７６４円、

支出済額は９７８億７，１５８万８，７１６円で、歳入歳出差引残額

４０３，０４８円は翌年度へ繰り越します。先程、業務勘定のところで申し上げた

とおり、介護予防・日常生活支援総合事業の創設により、介護給付費は前年度に比

べ支払ベースで４億円余り減少している一方で、介護予防・日常生活支援総合事業

費が１７億円余り増加している状況です。 

公費負担医療等に関する報酬等支払勘定では、１３種類の公費の受払を経理して

おり、合計で予算現額１０億５，８０６万６千円に対し、収入済額は８億

７，１２９万８，４２４円、歳出の支出済額は８億７，１２９万５，６０８円で、

歳入歳出差引残額２，８１６円は翌年度へ繰り越します。 

 

議案第８号 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 

  業務勘定は、障害介護給付費等の審査支払業務に要する経費を経理しており、合

計で予算現額４，８０１万７千円に対し、収入済額は６，７８５万２，２３４円、

支出済額は４，４６１万２，９５４円で、歳入歳出差引残額２，３２３万

９，２８０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、収入済額は４，０５９万円余りとなっており、資料にはありませんが、処

理件数の伸びに伴い前年度と比較して２１９万円余り、率にして５．７２％の増と

なっています。 
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 歳出ですが、款１総務費、項１審査支払管理費の支出済額は２，３２８万円余り

で、人件費の他、システムの運用管理費などの委託料が主なものです。款２国保中

央会負担金は、共同受付システム等負担金などで、支出済額は１，０６１万円余り

となっています。款６諸支出金、目１他会計繰出金では、備考欄に記載のとおり

４６３万円余りを一般会計に繰り出しました。 

障害介護給付費支払勘定ですが、合計で予算現額２１８億８，８００万２千円に

対し、収入・支出済額はいずれも２０９億６，６６１万６，０５４円で、資料には

ありませんが前年度と比較して８億円余り、率にして４．０４％の増となります。 

障害児給付費支払勘定ですが、予算現額の合計３７億６，８０１万２千円に対し、

収入・支出済額はいずれも３６億６５６万３，９８７円で、２９年度との比較で

２億円余り、率にして７．２１％の増となっています。以上で、議案第１号事業報

告の認定についてから、議案第８号までの各会計決算の認定についての説明を終わ

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、

２５億２，３００万円、その下の資産合計は２９８億５，７００万円余りとなりま

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退職金の支払に対す

る引当金など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。以上で説明を終わりま

す。 

   

議長 

議案第１号から議案第８号まで説明いたしましたが、ここで監事さんより監査結

果報告をお願いします。 

 

監事 

すさみ町長の岩田です。私から監査結果の報告をさせていただきます。 

附議事項の監査結果報告書にあるとおり、去る、６月２８日に田辺市の真砂市長

さんと共に平成３０年度事業報告並びに各会計歳入歳出決算及び財産管理状況に

ついて、関係帳簿と証拠書類等に基づき監査をいたしました結果、いずれも的確に

処理されておりましたので、報告いたします。 
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議長 

どうもありがとうございました。 

それでは、議案第１号から議案第８号までについて、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号から議案第８号まで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 

議案第１号から議案第８号まで、いずれも原案のとおり可決いたしました。 

次に、議案第９号から議案第１５号は、資産の処分及び各会計補正予算について

でございますので、一括議題とすることにご異議ございませんか。 

 

一  同 

（異議なし） 

 

議長 

それでは、一括議題とし、事務局から説明いたします。 

 

事務局 

議案第９号 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 

２，２１６万８，４２０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。 

 

議案第１０号 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。 

 歳入ですが、款２国庫支出金は、国保データベースシステムの機器更改に係る費

用が当初より安くなったことに伴い、１，２１６万３千円減額し、款５繰入金は減
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価償却引当資産の取り崩し分として４２万２千円、款７諸収入は県から受託する医

療費分析事業に係るデータ抽出等作業経費として６６１万５千円それぞれ増額い

たします。 

 歳出ですが、款２総務費はファンコイルユニット修繕料として４２万２千円、款

６諸支出金はデータ抽出等委託料として６６１万５千円それぞれ増額し、款３事業

費はシステム機器構築等の値下げ分として、１，２１６万３千円減額いたします。 

 

議案第１１号 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。積立金ですが、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。 

  診療報酬支払勘定歳入歳出予算補正は、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歳入歳出予算補正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。 

 

議案第１２号 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も、国保の業務勘定と同様にＩＣＴ等活用に係る積 

立のため歳出の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。 

 

議案第１３号 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、歳出の組み替えにより補正を行います。歳出予算の款６予備費を１千円

減額し、款２積立金を１千円増額いたします。 



 18 

議案第１４号 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 

  業務勘定においてＩＣＴ等活用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、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。 

 

議案第１５号 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 

  介護保険と同様に、障害者総合支援業務勘定において、ＩＣＴ等活用のための積

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、歳

出予算の款７予備費を２千円減額し、款４積立金を２千円増額します。以上で、議

案第９号から議案第１５号の説明を終わります。 

 

議長 

議案第９号から議案第１５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 

（特になし） 

 

議長 

ないようでございますので、議案第９号から議案第１５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 

議案第９号から議案第１５号は、原案のとおり可決いたしました。 

以上をもちまして、本日の議案審議は、すべて終了いたしましたが、折角の機会

でございますので何かございませんか。 

 

一  同 

  （特になし） 

 

議長 

ないようでございますので、以上をもちまして閉会といたします。 
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理事長 

本日は、会員の皆様方には、大変お忙しいところご出席をいただき、ご審議を賜

りまして、誠にありがとうございました。 

予定いたしておりました議案につきましては、全て原案どおりご承認いただきま

したことに、厚くお礼申し上げます。 

時節柄、皆様方には、健康に充分ご留意いただき、一層のご活躍をお祈り申し上

げまして、閉会の言葉に代えさせていただきます。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

（時：午後２時５５分） 
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以上、令和元年第２回通常総会の議事録は、事実と相違ないことを証明い

たします。 

 

 

議事録署名人 

 

 

議 長                        印 

 


