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平成３１年理事会議事録 

 

１ 日  時    平成３１年２月１５日（金）午後１時２９分～午後２時３８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） 

下副理事長  （和歌山県副知事） 

三軒副理事長 （太 地 町 長） 

岡野常務理事 （学識経験者） 

中山理事   （有田川町長） 

       小谷理事   （みなべ町長） 

       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］   

尾花副理事長 （和歌山市長） 

神出理事   （海 南 市 長） 

柏木理事   （御 坊 市 長） 

田岡理事   （新 宮 市 長） 

井本理事   （かつらぎ町長） 

井澗理事   （白 浜 町 長） 

 

４ 事務局  事務局次長・参事・事業課長・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、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。 

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。 
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理事長    

本日、理事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、格別のご支援とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

さて、皆様方もご承知のとおり、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり持

続可能なものとするための新たな国保制度が昨年４月に施行され、都道府県が

国保の財政運営の責任を負うとともに、国保に投入される公費の拡充など財政

支援の強化が図られたところです。 

このように国保を取り巻く環境が大きく変動する中、３１年度の事業運営に

つきましては、審査業務の充実・強化や国保データベースシステムの活用推進

など既存事業の更なる充実・強化に加え、各種システム等の円滑稼働、更には

情報セキュリティ対策の強化及び災害対応などを重点事項に掲げ、これまで以

上に保険者支援の向上に取り組む所存でございますので、今後とも、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、

規程の一部改正や事業計画、予算等、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８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 

ありがとうございました。 

  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。 

 

理事長 

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、中山理事さんと小谷理

事さんのお二人にお願いいたします。 

それでは議事に入ります。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。 
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事務局 

  （事務局から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。） 

 

  それでは、附議事項の説明をいたします。 

 お手元に附議事項を要約した説明要旨と３１年度各会計予算を取りまとめ

たＡ３版の「会計別予算総体（総括表）」をお配りしておりますが、本日は附

議事項で説明いたします。また、総会当日は、複式簿記の収支予算書もお配り

させていただく予定としていますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、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 

以下の２件については急を要しましたので、国保法の規定により２月１日付

けで専決処分したので報告いたします。 

１ 退職給付引当資産の処分 

職員が１月末で退職したことに伴い、２月に退職金を支給する必要がある

ことから、積立金額４億５０２万円余りのうち１０２万５千円を処分し、一般

会計へ繰入れいたしました。 

 

 ２ 平成３０年度一般会計補正予算 

退職手当支給のために１０２万４千円を増額補正し、歳入歳出の予算総額を

１億７,０３６万２千円としました。歳入歳出補正予算については、別表のと

おりでございます。 

 

議長 

報告第１号について説明いたしましたが、何か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、次に議決事項に入ります。 

  議案第１号から議案第５号までは、規程の一部改正等でございますので、

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。 



4 

 

議長 

異議なしとのことでございますので、議案第１号から議案第５号まで、事務

局から説明いたします。 

 

事務局 

議案第１号 処務規程の一部を改正する規程について 

新旧対照表をお願いします。第２７条の２で、永年保存文書の電子化につい

て新たに規定します。永年保存文書については、保存場所の問題や劣化が進ん

でいることから、紙媒体で３年間保存後に電子化することができることとしま

す。また、電子化した場合はこれを原本として、原本でなくなった紙について

は、所定の手続きを経て廃棄することとします。 

 

 議案第２号 診療報酬審査委員会規程の一部を改正する規程について 

新旧対照表をお願いします。第１０条で審査委員の担当について新たに規定

します。診療報酬審査委員がどこの医療機関を審査するかについて、自ら開設

又は診療に従事している医療機関等については担当しないこと等、これまで審

査委員の分担に関する取扱要領に定めていたものを本規程の中で明文化する

ものです。 

 

 議案第３号 診療報酬審査支払業務規程の一部を改正する規程について 

新旧対照表をお願いします。第１４条から１６条及び第３５条に規定してい

る概算払制度については、平成１９年度から休止しているものでありますが、

新国保制度の施行により制度に馴染まないことから、これを削除します。 

第１７条第２項の前項で、診療報酬及びその手数料は原則として審査が終わ

った月の翌月の７日までに払い込みを請求することとしていますが、今般の法

改正で、県及び市町村の会計年度区分上、３月受付分を当該年度で処理するた

めには３月中に請求する必要があることから、３月２０日から２２日までに請

求することとするものです。 

  第７章の第２３条から３３条の支払資金の貸付は、保険者の支払資金不足

に充てるための貸付について定めていましたが、国保組合も含め平成２３年

度から貸付の実績もなく、また、市町村国保については新制度施行により借

入の必要もなくなることから削除するものです。 

 

 議案第４号 保険者事務共同処理業務規程の一部を改正する規程について 

新旧対照表をお願いします。別表第１は、本会が受託する共同処理業務にお

いて作成する帳票名等について記載していますが、今回、高額療養費（外来年
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間合算）などについて新たに追加して整備しました。 

 

 議案第５号 第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業規程の一部を改正 

する規程について 

新旧対照表をお願いします。第２条共同処理の範囲については、これまで保

険者間で委託範囲に違いがあったため、全保険者から委託されるものを一般業

務、個別の保険者から委託されるものを特別業務として区分していましたが、

今般、これまでの特別業務についても全保険者から委託されることとなったた

め、その区分を廃止いたしました。 

第４条では、連合会に委託する際の提出書類を整備、第８条損害賠償金の受

領及び送金では、これまでは損保会社からの損害賠償金を毎月２０日に締めて、

月末までに保険者に通知し、翌月５日に振り込んでいましたが、３月末の入金

分が翌年度支払となることから、月末締め、翌１０日通知、２０日振込に変更

し、損保会社から入金されたものは、当該年度内に保険者に振り込むこととし

ます。説明は以上です。 

 

 

議長 

議案第１号から議案第５号までを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１号から議案第５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１号から議案第５号は原案のと

おり可決いたしました。 

  次に、議案第６号「理事会・総会の議事録の公開について」を議題とし、

事務局から説明いたします。 
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事務局 

議案第６号 理事会・総会の議事録公開について 

国からの議事録公開検討の依頼文書を受け、平成３１年２月の理事会・総会

から議事録を公表するものです。Ａ４縦版の別添資料をご覧ください。１ペー

ジに理事会、６ページに総会の議事録の作成及び公表要領を、また、それぞれ

の公表する議事録の形式を記載しております。 

また、公表する議事録には理事や会員、事務局といった記載のみとすること

で個人名を公開しないこととします。 

なお、公表の方法は、連合会ホームページに掲載することにしています。議

事録の作成及び公表についての説明は以上です。 

 

議長 

議案第６号理事会・総会の議事録公開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６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６号は原案のとおり可決いたし

ました。 

  次に、議案第７号「平成３１年第１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７号 平成３１年第１回通常総会の招集について 

第１回通常総会は、来る２月２８日（木）午後１時３０分から、日赤会館３

階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。 
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議長 

議案第７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、平成３１年第１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８号「平成３１年第１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。 

  なお、議案第８号は２７題ございますので、まず１から６までを説明し、

そこで一旦ご意見・ご質問等を伺い、引き続き７から２７までを説明した上

で、一括して議案第８号について皆様にお諮りいたしたいと思います。それ

では事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

議案第８号 平成３１年度第１回通常総会に附議する議案について 

１ 退職給付引当資産の処分について 

職員２名の退職にかかる退職手当支給のため、積立金額４億５０２万   

４,７０２円のうち、４,４６０万２千円を処分し、平成３０年度一般会計へ繰

入れいたします。 

  

 ２ 平成３０年度一般会計補正予算について 

先程説明いたしました退職手当の支給と第三者行為特別会計へ繰り出すた

めの増額補正です。 

 別表をお願いします。歳入の款５繰入金は退職給付引当資産繰入金で、  

４,４６０万２千円を増額し、歳出の款２総務費で退職手当の支払に充てます。

歳入の款６繰越金は前年度繰越金で４０２万円を増額し、歳出の款６諸支出金

として第三者行為特別会計へ繰り出します。 

 

 ３ 平成３０年度診療報酬審査支払特別会計補正予算について 

歳出予算に剰余も見込まれることから、業務勘定の当初予算で積み切れなか

った資産を積み立てるため、歳出の組換えを行うものです。 

  事項別明細書をお願いします。歳出の款１総務費で４３６万円、款８予備

費で７６４万円それぞれ減額し、款５積立金、項１積立金、目１財政調整基
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金積立資産を１千万円、目２減価償却引当資産を２００万円それぞれ増額い

たします。 

 

 ４ 平成３０年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計補正予算について 

国保と同様に後期高齢者業務勘定の当初予算で積み切れなかった資産を積

み立てるため、歳出の組換えを行うものです。 

事項別明細書をお願いします。歳出の款１総務費で人件費、委託料、公課費

を９８万６千円、款８予備費で４５１万４千円減額し、款５積立金、項１積立

金、目１財政調整基金積立資産を４００万円、目２減価償却引当資産を１５０

万円それぞれ増額いたします。 

  

５ 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補正 

予算について 

損害賠償金の収納が当初予算ほど見込めないための減額と、手数料の減収に

伴う歳入の不足分を一般会計から繰入れるための補正です。 

別表をお願いします。歳入の款１損害賠償金受入金を６千万円、款２手数料

を６３１万４千円それぞれ減額し、款４繰入金を４０２万円、款５繰越金を 

２９万５千円それぞれ増額します。歳出の款２損害賠償金支出金を６千万円、

款５予備費を１９９万９千円それぞれ減額いたします。 

 

 ６ 平成３０年度介護保険事業関係業務特別会計補正予算について 

介護予防・日常生活支援総合事業の受払が当初予算ほど見込めないため、減

額補正するものです。 

別表をお願いします。介護予防・日常生活支援総合事業の受入金及び支出金

をそれぞれ７億円減額する補正ですが、３０年度予算については、２９年度は

段階的に総合事業に移行したことから、その伸びを勘案して予算計上しました

が、予算編成時よりも実際の伸びがそれほど伸びなかったことによる補正です。

説明は以上です。 

 

議長 

議案第８号の１から６までを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。 
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議長 

それでは、議案第８号の７から２７までを事務局から説明いたします。 

 

事務局 

７ 平成３１年度事業計画について 

１最近の情勢として大きく４点挙げております。１つ目、国保制度の施行と

都道府県の役割強化では、新たな国保制度の施行に伴い、都道府県の役割が増

大するとともに、保険者努力支援制度の本格実施により、健康づくりなどの取

り組みが一層強化されることから、これまで以上に国保連合会への期待が大き

くなってまいります。 

 ２つ目、審査支払業務の効率化・高度化の推進では、支払基金計画の公表を

受け、国保連合会及び国保中央会においても、ＩＣＴの活用等による審査業務

の高度化・効率化に一層取り組むことが必要となってまいります。 

  ３つ目、データヘルス改革の推進では、データヘルス改革によりビッグデ

ータの利活用の推進に向けた取組みが進む中、今後も国保データベーシステ

ムを活用し、保険者支援を強化するとともにデータヘルス改革へも対応して

いく必要があります。 

  ４つ目、介護保険等の保険者への支援と地域包括ケアシステムの構築では、

連合会は介護給付費等の適正化の取り組みを一層強化するとともに、国保や

後期高齢者医療、介護保険等に総合的に関わってきた知識等を活かし、地域

包括ケアシステムの構築を積極的に支援していくことが求められています。 

 

 ２事業運営については以下の９項目を重点事項に掲げ、効率的・効果的に実

施してまいります。 

（１）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

レセプト等、極めて機密性の高い情報資産を適切に管理するため、組織全体で

情報セキュリティ対策の強化に取り組みます。また、近年、日本各地で多くの

災害等が発生している状況を踏まえ、本会の業務継続計画に基づき、災害時に

おいても優先度の高い業務を遅滞なく実施できるよう努めてまいります。 

ＩＳＭＳの取得については、３０年度内に取得するよう進めており、昨年 

１２月に要綱や要領を制定したところです。お手元の情報セキュリティ基本方

針については、連合会職員が一丸となって情報資産の管理に努めるための方針

であり、この内容をホームページに掲載し、関係者に周知いたします。 

  また、業務継続計画の策定につきましては、お手元に業務継続計画の概要

と計画（案）を提出しております。基本方針は本会の支払業務が期日通りに

行えるように努めることと、既往歴の照会対応業務を行うこととしておりま
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すので、後程、見ていただければと思います。 

 

（２）国保データベース（ＫＤＢ）システムの更なる活用促進と医療費分析

事業の推進では、保険者における国保データベースシステムの活用方法につい

て、引き続き周知に努め、更なる活用促進につなげます。また、医療費データ

等の分析業務に対する職員のスキルアップに取り組むことにより、保険者等か

らの疑問や要望等に対応できるよう努めてまいります。 

 

（３）国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の推進では、保健事業支援・評

価委員会において、支援保険者が作成した事業計画等に対する助言を中心とし

た支援に、引き続き取り組んでまいります。また、平成３０年４月にまとめら

れた高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインでは、国保から後期高齢者

医療まで、継続した取り組みの必要性が挙げられていることから、ヘルスサポ

ート事業に係る研修等の際には、市町村及び国保組合と後期高齢者広域連合と

の連携を視野に入れた取り組みを進めてまいります。 

 

（４）国保データベース（ＫＤＢ）システム及び特定健診等データ管理シス

テムの機器更改への対応では、２０２０年度に両システムの機器更改を迎える

ことから、保険者業務に混乱を来さないよう万全の準備で臨みます。 

 

（５）審査業務の充実・強化では、全国標準システムの活用等により審査

の充実・強化を一層図るとともに、審査基準の差異解消や特別審査対象点数

の引き下げなどの審査支払改革に取り組んでまいります。また、３１年４月

からの風しん対策については、抗体検査等に係る請求・支払事務を正確かつ

迅速に実施してまいります。 

 

（６）基幹システムの安定運用及びオンライン資格確認等システム構築への

対応では、国保総合や国保情報集約システムなどの基幹系システムについては、

引き続き安定的な運用に努めるとともに、２０２０年度に予定しているオンラ

イン資格確認等システムにおいても円滑な構築を図ってまいります。 

 

（７）次期後期高齢者医療請求支払システムの円滑稼働では、２０２０年

３月からの円滑稼働に向け、広域連合との調整など迅速かつ確実に実施して

まいります。 

 

（８）第三者行為求償事務の充実では、従来の求償事務はもとより、個人
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賠償責任保険や加害者直接請求等についても、保険者との連携強化や求償ア

ドバイザーの有効活用等により一層の充実に努めてまいります。また、被保

険者からの傷病届提出の促進を図るため、引き続き傷病届提出啓発に係る広

報事業を展開してまいります。 

 

（９）次期介護保険・障害者総合支援システムの円滑稼働では、２０２０年

５月稼働に向け、２０１９年度中の機器更改等を確実に行ってまいります。ま

た、審査支払ＤＢサーバ等の主要機能を共同運用センターに集約し、仮想化技

術を活用することにより、サーバ等の設置台数削減や統一的なセキュリティ対

策を講じてまいります。 

 

  ３事業の概要については、３０年度と変更のある箇所のみ説明いたします。 

（１）一般事業の一番下にあります、ウ広報宣伝に関することでは、広報事

業の一層の充実と和歌山県をより強くアピールすることを目的に、マスコット

キャラクターを正式に設定いたします。みかんをモチーフとしたデザインを用

い、国保と健康の大切さを伝えられるキャラクターにすることを目指し、ホー

ムページへの掲載やティッシュ、冊子などへの印刷のほか、マグネットシート

やイベント用ジャンパーの作成なども考えています。 

なお、マスコットキャラクターの名称については、保険者の皆様にお諮りす

ることを考えております。 

本日、お手元にお配りしております２種類のティッシュをご覧いただきます

と、保険税では風船、健診の方では腹回りを測定するためのメジャーを持って

いるのが、マスコットキャラクターとなります。また、それぞれの標語につい

ては、保険者の皆様から応募いただいた作品の中から選ばせていただいたもの

で、３０年度につきましては、保険税は海南市さん、健診では有田市さんの標

語をそれぞれ採用させていただきました。 

クその他ですが、ねんりんピック紀の国わかやま２０１９については、健康

福祉の向上に関する本会の役割を認識するとともに、大会の開催趣旨に賛同し、

会期中となる２０１９年１１月９日から１１日までの３日間、協賛イベントを

実施いたします。 

 

（５）第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業のイ研修会等に関すること

の（エ）第三者行為による傷病届提出促進に関する支援では、新聞広告を用い、

被保険者に対してより幅広くアピールしてまいります。 
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８ 平成３１年度負担金及び手数料について 

昨年１０月に国保事務検討委員会を開催し、委員の皆さんにご協議をいただ

いたうえで、１１月には事務局案をご連絡させていただきました。その後、金

額等の変更はございませんので、３０年度と変更のある箇所のみ説明いたしま

す。 

３共同処理手数料のところで、８４ページの中ほどにあります国保情報集約

システム手数料は、システムに係る運用経費等を賄うための経費で、３１年度

手数料単価の対象となる３０年４月末の被保険者数が、２９年４月末より減少

したことにより、１人当たり１２円の増の２４９円３０銭とします。 

６損害賠償金求償事務手数料は、事業拡大に伴う人件費等の歳出増に加え、

収納額の減少による歳入減等により後期高齢者に合わせ６％とさせていただ

きました。 

１１障害者総合支援市町村等事務共同処理手数料、（１）高額障害福祉サー

ビス費支給処理では、適用する施行令により、①と②に区分し、それぞれ単価

設定することといたしました。 

只今、説明いたしました手数料以外は据え置きといたしますが、消費税率の

改定が予定どおり行われた場合、１０月処理分からは記載している単価に改定

させていただきます。 

 

９ 一般会計減価償却引当資産の処分について 

国保データベースシステムの機器更改に伴い、国庫補助の対象外のものに充

てるため、積立金額４億２,２１６万８,４２０円のうち、１２０万９千円を取

り崩し、平成３１年度一般会計へ繰り入れいたします。 

 

１０ 一般会計財政調整積立金の処分について 

一般会計の歳入不足分を補填するため、積立金額３億１,１９４万３,７５９

円のうち、１,７５２万円を取り崩し、平成３１年度一般会計へ繰り入れいた

します。 

 

１１ 平成３１年度一般会計予算について 

歳入歳出予算の合計は２億１,５２４万５千円で、前年度比プラス２７.９％

となっています。 

歳入の款１会員負担金は、被保険者数を１６,６００人減の２５万６千人と

見込み３５３万円余りの減としております。 

款２国庫支出金は、国保データベースシステム機器更改に係る補助金、保険

運営安定化対策事業補助金等を計上しております。 
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歳出の款３事業費の目６保健事業費では、国保データベースシステム機器更

改に係る経費等で、前年度と比較して２,５００万円余りの増となっています。 

 

１２ 診療報酬審査支払特別会計財政調整基金積立資産の処分について 

洗い替えのため５千万円を取り崩します。 

 

１３ 診療報酬審査支払特別会計減価償却引当資産の処分について 

ＯＣＲシステム等機器更改など５件の資産購入に伴い、積立金額３億   

３,５６５万８,４９４円のうち、２,０２６万５千円を取り崩し、平成３１年

度診療報酬審査支払特別会計業務勘定へ繰り入れいたします。 

 

１４ 平成３１年度診療報酬審査支払特別会計予算について 

業務勘定の歳入歳出予算の合計は６億９,５００万円余りで、前年度比プラ

ス１.４％となっています。 

歳入の款１手数料は、国保や公費に係る審査支払手数料と共同処理手数料な

ど２４種類と、出産育児一時金の事務費となります。項１手数料のうち、国保

と県単独公費については消費税率の改定に伴い、１０月処理分から単価を改定

していますが、被保険者数の減少に伴う取扱件数の減を見込み、前年度と比較

して１,１００万円余りの減としております。 

款４繰入金の他会計繰入金では予算不足に充てるため、一般会計から７９７

万円を繰り入れます。 

歳出の款１総務費は、審査支払及び共同処理に要する経費で、人件費や委

託料が主なものです。 

款２審査委員会費は委員会の開催経費や報酬等で、後期の業務勘定と折半し

ております。 

診療報酬支払勘定の歳入歳出予算の合計は８５６億８千万円余りで、１０月

からの消費税率引き上げに伴う報酬改定や被保険者数の減少など加味し、前年

度比マイナス４.８％としております。 

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合計は３７億６

千万円余りで、前年度比マイナス４.７％としております。 

出産育児一時金等に関する支払勘定の歳入歳出予算の合計は４億６千万円

余りで、前年度比マイナス２.４％としております。 

 

１５ 後期高齢者医療事業関係業務特別会計財政調整基金積立資産の処分に

ついて 

洗い替えのため５,４００万円を取り崩します。 
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１６ 後期高齢者医療事業関係業務特別会計減価償却引当資産の処分に  

ついて 

後期請求支払システム等機器更改など５件の資産購入に伴い、積立金額２億

３,０４９万５,６３９円のうち、１億６,７０４万３千円を取り崩し、平成  

３１年度後期高齢者業務勘定へ繰り入れます。 

 

１７ 平成３１年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計予算について 

後期高齢者業務勘定の歳入歳出予算の合計は８億５,３００万円余りで、前

年度比プラス３４.９％となっております。 

 歳入の款１手数料は、後期の審査支払や公費の手数料と代行処理手数料など

１９種類ございます。被保険者数の増加に伴う件数の伸びが見込まれるため、

審査支払手数料を１円引き下げ６７円とします。 

歳出の款１総務費は、審査支払や代行業務に要する経費で、人件費や委託料

が主なものです。後期システムの機器更改の経費やＯＣＲシステム導入費、ま

た、新元号対応に係る経費を計上したことにより、１億８千万円余りの増とし

ております。 

後期高齢者医療診療報酬支払勘定の歳入歳出予算の合計は１,４９１億６千

万円余りで、報酬改定と被保険者数の増加を加味し、前年度比プラス４.２％

としております。 

後期高齢者に係る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

の合計は１１億７千万円余りで、前年度比マイナス３.７％としております。 

 

１８ 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計財政調整基金積立資産の

処分について 

洗い替えのため２００万円を取り崩します。 

 

１９ 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計減価償却引当資産の処分

について 

特定健診データ管理システム等機器更改に伴い、積立金額４,４７９万１千

円のうち４２８万７千円を取り崩し、平成３１年度特定健診特別会計の業務勘

定へ繰り入れます。 

 

２０ 平成３１年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計予算に  

ついて 

特定健診等業務勘定の歳入歳出予算の合計は７千万円余りで、前年度比プラ

ス１２１.７％としております。 
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歳入の款１手数料は、国保と後期分の２種類でございます。後期については

被保険者数の増加に伴う件数の伸びが見込まれるため、３００万円余りの増と

しております。 

款２国庫支出金では、特定健診システム機器更改等の補助金３,１６０万円

余りを計上しております。 

歳出の款１総務費は、人件費や委託料が主なものです。システム更改に係る

経費などで３千万円余りの増としております。 

特定健康診査・特定保健指導等支払勘定の歳入歳出予算の合計は６億円余り

で前年と同額です。 

後期高齢者健康診査支払勘定の歳入歳出予算の合計は２億６千万円余りで、

前年度比プラス５.３％としております。 

 

２１ 平成３１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予算

について 

歳入歳出予算の合計は３億９千万円余りで、前年度比マイナス８.８％とし

ております。 

款４繰入金は、手数料改定の激変緩和のため、一般会計から国保・後期・介

護の紐付き分を繰り入れて予算不足に充てます。 

 

２２ 介護保険事業関係業務特別会計財政調整基金積立資産の処分について 

洗い替えのための１千万円を取り崩します。 

 

２３ 介護保険事業関係業務特別会計減価償却引当資産の処分について 

介護保険審査支払システム等機器更改に伴い、積立金額３,６７２万９千円

のうち、３,５６２万９千円を取り崩し、平成３１年度介護保険業務勘定へ繰

り入れいたします。 

 

２４ 平成３１年度介護保険事業関係業務特別会計予算について 

介護保険業務勘定の歳入歳出予算の合計は３億２千万円余りで、前年とほぼ

同額としております。 

歳入の款１手数料の項１手数料は、１５種類の審査支払手数料のほか、共

同処理と特別徴収経由機関業務手数料となっています。 

歳出の款１総務費の項１審査支払管理費は人件費や委託料のほか、システム

更改に係る経費などです。 

介護給付費等支払勘定の歳入歳出予算の合計は１,０３２億８千万円余りで、

前年度比でマイナス０.６％としております。 
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公費負担医療等に関する報酬等支払勘定の歳入歳出予算の合計は１０億５

千万円余りで前年同額としております。 

 

２５ 障害者総合支援法関係業務等特別会計財政調整基金積立資産の処分に

ついて 

洗い替えのため３００万円を取り崩します。 

 

２６ 平成３１年度障害者総合支援法関係業務等特別会計予算について 

障害者総合支援業務勘定の歳入歳出予算の合計は６千万円余りで、前年度比

でプラス３７.６％としております。 

歳入の款１手数料の項１障害介護給付費等審査支払手数料は、障害介護給付

費、障害児給付費と共同処理手数料です。 

歳出の款１総務費では、人件費のほか、業務にかかる運用経費などです。 

障害介護給付費支払勘定歳入歳出予算の合計は２１９億１千万円余りで、前

年度比でプラス０.１％としております。 

障害児給付費支払勘定歳入歳出予算の合計は３８億８千万円余りで、前年度

比プラスで３.１％としております。 

 

２７ 平成３１年度一般会計及び特別会計一時借入金について 

総額は前年度と同様に４１億８,８００万円で、指定金融機関である紀陽銀

行と調整済みです。借入先や借入方法、借入利率及び償還方法について、変更

はございません。以上で説明を終わります。 

 

議長 

議案第８号の７から２７までを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８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８号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、せっかく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 

事務局から何かございませんか。 

 

事務局 

議案第６号のところで理事会・総会の議事録公開について説明いたしました

が、２８日の総会では報告事項として会員さんに、３１年２月の理事会・総会

から実施することを報告させていただきます。以上です。 

 

議長 

他に、ございませんか。 

ないようですので、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３８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                              印 

 

 

 

理 事                                       印 


