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令和元年度第１回通常総会議事録 

静岡県国民健康保険団体連合会 

１ 開催日時及び開催場所 

  令和元年７月 25日（木）午前 10時 30分～午前 11時 42分 

  グランディエールブケトーカイ ４階「シンフォニー」 

  静岡市葵区紺屋町１７－１ 

 

２ 出席保険者（委任状提出保険者を含む） 

  静岡県       静岡市       浜松市 

  沼津市       熱海市       三島市 

  富士宮市      島田市       富士市 

  磐田市       焼津市       掛川市 

  藤枝市       袋井市       裾野市 

  湖西市       伊豆市       御前崎市 

  菊川市       伊豆の国市     河津町 

  南伊豆町      松崎町       西伊豆町 

  清水町       長泉町       小山町 

  吉田町       川根本町      森町 

  食品国保組合    医師国保組合    薬剤師国保組合 

  歯科医師国保組合  建設産業国保組合 

 

３ 総会の議事の経過及びその結果 

 (1) 総会の成立 

 委任状を含め、会員総数 41名のうち 35名の出席があり、過半数に達したため、

総会は有効に開催された。 

 

 (2) 理事長挨拶 

・日ごろの国保連合会の運営への御理解、御協力への謝辞 

・１兆円もの高額な金額が行き来する会の運営として、事務処理における間違い

があってはいけない。 

・また、個人の医療データにおいても正確性を確保しなくてはいけない。 

・しかし、今回コンピューターのシステムにより作成された通知の内容にミスが

生じてしまったことに、責任者として反省をしている。 

・5 月 22 日にオンライン資格確認の導入、医療と介護のデータベースの連結と

分析、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施及び審査支払機関の機能強

化等を盛り込んだ健康保険法等の一部を改正する法律が公布された。 

・国保連合会は、静岡県下で最大の医療データ等を保有しており、市町・国保組
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合は、それらのデータを所有する国保連合会をいかに活用するかが重要となる。 

・法改正の規定により、市町は保健事業の一部を関係機関又は関係団体に委託で

きることとされた。 

・各保険者における今後の保健事業等の見直しには、データの活用が必要不可欠

であり、そのためにも連合会へ照会していただきたい。 

・連合会においては、現在の事務機能に加えて、データの組み合わせによる政策

等を提案できる団体に変わっていくことが必要であると考える。 

・可能な限り安い手数料で運営していくという基本的な事項も保ちながら、今後

も国保運営の安定的な運営が維持できるよう本会の役割を果たしていく。 

・本日の審議内容、平成 30 年度事業報告・決算、任期満了に伴う役員の選出に

関する案件について、よろしく御審議をお願いしたい。 

 

 (3) 県医療健康局長挨拶 

・日ごろの静岡県健康福祉行政に対する御理解、御協力への謝辞 

・昨年度から県と市町が共同で国保運営を行うこととなった。 

・国保改正により、県は、国保連合会の会員となる保険者の立場と市町・国保組

合及び国保連合会の実地検査等を行う指導権限を持つ立場となった。 

・県は、財政運営の責任主体となり特別会計を設置した。 

・昨年度決算において、想定外による財政不足を危惧したが、財政安定化基金を

取り崩すことなく若干の剰余金が出る形で決算を迎えられる見込み。 

・保険料の徴収や保険給付適正化事業など各事業の取組みについては、平成 29

年 12 月に策定した運営方針に基づき、国保運営方針連携会議にて協議を行い

連携を図りながら事業展開していく。 

・一方、指導の立場としては、国保事業の運営が適切、且つ円滑に行われるよう

必要な助言を行っている。 

・国民健康保険制度が将来に亘って持続可能で県民が安心して医療を受けられる

制度であり続けるためには、県、市町、関係団体が連携を密に健康づくり等保

健事業を展開していく必要がある。 

・データヘルス計画等について、各保険者により強み、弱みがあると思うが、ど

ういうところを重点的に政策を展開していくか、ビッグデータ等のデータをう

まく活用していただき、より良い事業の展開に繋げていただきたい。 

・国保の財政部門、或いは医療と介護の連携については、ますます連携が重要と

なるため、協力をお願いしたい。 

 

 (4) 議長選出及び議事録署名人選任 

 会員の互選により、理事長が議長に選出された。 

 また、本会規約第 16条の規定により、会員２名が議事録署名人に選任された。 

 (5) 議案及びその審議状況 
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  ①議案 

   ア 報告事項 

    (ｱ) 専決処分事項 

     ・報告第１号   平成 30年度静岡県国民健康保険団体連合会診療報酬 

審査支払特別会計歳入歳出補正予算（業務勘定第２次）

について 

     ・報告第２号   令和元年度静岡県国民健康保険団体連合会診療報酬審 

査支払特別会計歳入歳出補正予算（業務勘定第１次、

抗体検査等費用に関する支払勘定第１次）について 

     ・報告第３号   令和元年度静岡県国民健康保険団体連合会診療報酬審 

査支払特別会計歳入歳出補正予算（国民健康保険診療

報酬支払勘定第１次）について 

    (ｲ) 理事会報告事項 

     ・報告第４号   介護保険審査支払等システム及び障害者総合支援給付 

審査支払等システムに係る国保連合会分のハードウ

ェア・ミドルウェア等の一括調達に伴う契約の報告に

ついて 

     ・報告第５号   次期後期高齢者医療請求支払システムハードウェア等 

の一括調達に伴う契約の報告について 

    (ｳ) 理事会議決事項 

     ・報告第６号－１ 国保総合システム等運用支援に係る業務委託契約の承 

認について 

     ・報告第６号－２ 福祉医療費助成事業システム入力媒体作成業務及び福 

祉医療費請求書（明細書）印刷業務に係る委託契約の

承認について 

     ・報告第６号－３ OCR等システム運用業務に係る委託契約の承認認につ 

いて 

     ・報告第７号   館内・保険者グループウェアシステム機器等調達に係 

る物品売買契約の承認について 

     ・報告第８号－１ 職員の服務に関する規則の一部を改正する規則につい 

て 

     ・報告第８号－２ 静岡県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別 

会計経理規則の一部を改正する規則について 

     ・報告第８号－３ 静岡県国民健康保険団体連合会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管理

運用規則の制定について 
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   イ 議決事項 

    ・議案第１号   静岡県国民健康保険団体連合会規約の一部を改正する規 

約について 

    ・議案第２号－１ 平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会事業報告  

国民健康保険事業について 

    ・議案第２号－２ 平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会事業報告  

介護保険事業について 

    ・議案第２号－３ 平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会事業報告  

障害者総合支援事業について 

    ・議案第２号－４ 平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会事業報告  

後期高齢者医療事業について 

    ・議案第３号   平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会一般会計歳 

入歳出決算について 

    ・議案第４号   平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会診療報酬審 

査支払特別会計歳入歳出決算について 

    ・議案第５号   平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会介護保険事 

業関係業務特別会計歳入歳出決算について 

    ・議案第６号   平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会障害者総合 

支援法関係業務等特別会計歳入歳出決算について 

    ・議案第７号   平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会後期高齢者 

医療事業関係業務特別会計歳入歳出決算について 

    ・議案第８号   平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会特定健康診 

査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出決算について 

    ・議案第９号   平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会第三者行為 

損害賠償請求事務特別会計歳入歳出決算について 

    ・議案第 10号  平成３０年度静岡県国民健康保険団体連合会職員退職手 

当特別会計歳入歳出決算について 

    ・議案第 11号  静岡県国民健康保険団体連合会財産認定について 

    ・議案第 12号  令和元年度静岡県国民健康保険団体連合会診療報酬審査 

支払特別会計歳入歳出補正予算（業務勘定第２次、公費

負担医療に関する診療報酬支払勘定第１次）について 

    ・議案第 13号  令和元年度静岡県国民健康保険団体連合会介護保険事業 

関係業務特別会計歳入歳出補正予算（介護業務勘定第 1

次）について 

    ・議案第 14号  令和元年度静岡県国民健康保険団体連合会障害者総合支 

援法関係業務等特別会計歳入歳出補正予算（障害者総合

支援業務勘定第 1次）について 

    ・議案第 15号  令和元年度静岡県国民健康保険団体連合会後期高齢者医 
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療事業関係業務特別会計歳入歳出補正予算（後期高齢者

業務勘定第 1 次、後期高齢者公費負担医療に関する診療

報酬支払勘定第１次）について 

    ・議案第 16号  令和元年度静岡県国民健康保険団体連合会特定健康診査・ 

特定保健指導等事業特別会計歳入歳出補正予算（特定健

診・特定保健指導業務勘定第 1次）について 

    ・議案第 17号  静岡県国民健康保険団体連合会役員の任期満了に伴う役 

員改選について 

 

  ②審議状況 

   ＜専決処分事項＞ 

    報告第１号： 〇別添議案書の報告第１号から第３号により、事務局から報 

    報告第２号   告説明 

    報告第３号 

 

   ＜理事会報告事項＞ 

    報告第４号： 〇別添議案書の報告第４号及び第５号により、事務局から報 

    報告第５号   告説明 

   ＜理事会議決事項＞ 

    報告第６号： 〇別添議案書の報告第６号から第８号により、事務局から報 

    報告第７号   告説明 

    報告第８号 

           ○報告第１号から第８号に関して、特に質疑はなかった。 

   ＜議決事項＞ 

    議案第１号： ○別添議案書の議案第１号から第 11号により、事務局から 

    議案第２号   提案説明 

    議案第３号 

    議案第４号 

    議案第５号 

    議案第６号 

    議案第７号 

    議案第８号 

    議案第９号 

    議案第 10号 

    議案第 11号 
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 〇監事から監査報告 

 ○特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決

された。 

    議案第 12号： ○別添議案書の議案第 12号から第 16号により、事務局から 

    議案第 13号   提案説明 

    議案第 14号 

    議案第 15号 

    議案第 16号 

 ○特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決

された。 

    議案第 17号： ○別添議案書の議案第 12号から第 16号により、事務局から 

  提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、全員異議な

く原案どおり可決された。 

 

 (6) 議案審議終了後、次の事項について報告があった。 

  ・中期経営計画実施状況の報告について（説明者：監事） 

 第１期中期経営計画実施状況について、監事から、「概ね、計画どおり実施で

きている」と評価報告があった。 

 

４ 議長の氏名 

  原田 英之（理事長） 

 

 

 

  この議事録が正確であることを証するため、記名押印する。 

 

   令和元年７月 25日 

 

 

 

          議 長 

           静岡県国民健康保険団体連合会 理事長 

 

            袋井市長                    印 
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          議事録署名人 

 

            御前崎市長                   印 

 

 

 

 

            長泉町長                    印 


