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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 25 年度 第 1回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

１ 日 時 ： 平成 25年 7月 11日（木） 午前 9時 30分から 11時 30分まで 

２ 場 所 ： 東京区政会館内（本会） 10階Ａ1・Ａ2会議室 

３ 出席者 ： （委員） 

          植村 尚史 〔早稲田大学 人間科学部 健康福祉科学科 教授〕 

          河津 英彦 〔淑徳大学 教育学部 こども教育学科 教授〕 

取違 孝昭 〔東日印刷株式会社 会長〕 

        （本会） 

          理事長、専務理事、常勤監事、参与 2名、事務局長以下職員 11名 

４ 議 題 

（１） 平成 24年度における経営計画の実績報告及び内部評価について 

（２） 平成 24年度決算について 

 

５ 会議経過 

（１） 開会 

（加島専務理事） 

本日は、ご多用のところお越しいただきありがとうございます。 

只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 25 年度第 1 回経営評価委員会」を開会

いたします。 

  議事に入りますまで、私加島が進行役を務めたいと存じます。 

それでは、開会にあたりまして、理事長の福永よりご挨拶を申し上げます。 

 

（福永理事長） 

理事長の福永でございます。 

本日、委員の皆様におかれましては、ご多用のところ、お集まりいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

さて、昨年 11 月末に発足した政府の「社会保障制度改革国民会議」は、本年 4 月 22 日に

開催された第 10回会議において医療・介護分野における「議論の整理」を提示し、医療・介

護の提供体制の在り方や医療保険制度の財政基盤の安定化等の幅広い議論が行われました。

こうした中、6 月 24 日に開催された第 16 回会議では、市町村国保の広域化を推進していく

考え方で大筋一致したようですが、保険料徴収や保健事業などの機能は市町村に残す「分権

的広域化」を進めていくとしております。国保の広域化は、国保連合会においても組織のあ

り方に関わる大きな課題でありますので、8月 21日の取り纏め期限に向けた審議の行方を含
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め、制度の改革がどのように具体化されるのか、重大な関心を持って注視してまいりたいと

考えております。 

このような情勢の中、本会の第 2 次経営計画の取り組みも 2 年目に入り、各担当部署では

目標達成に向け鋭意取り組んでいるところでございます。 

本日は、初年度であります 24年度における各計画事項への取り組み実績報告について評価

していただき、皆様からのご意見を組織として真摯に受け止め、改善を重ねてまいりますの

で、忌憚のないご意見、ご助言をお願いいたしまして、甚だ簡単ではございますが、開会の

挨拶といたします。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

（加島専務理事） 

続きまして、本委員会の会議録等についてですが、経営評価委員会設置要綱第 6 条第 1 項

で、原則公表することとなっております。また、同条第 3 項には、委員の皆様が公表するこ

とが相当でないと判断される場合は、公表しないこととなっておりますので、予めご了承い

ただきたいと存じます。 

本日の議題は、お手元に配布しております次第に記載のとおり 2件ございます。 

資料№1 のタイムテーブルにしたがって、担当部署から説明を申し上げ、その後に、委員

の皆様から質疑をいただきたいと存じます。 

早速ではございますが、植村座長に議事進行をお願いいたします。 

 

（植村座長挨拶） 

座長の植村でございます。 

それでは、時間の都合もございますので、議事に入りたいと思いますが、委員の皆様には、

第三者の立場から客観的なご意見をいただければと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

最終的に経営評価委員会として外部評価を実施することとなっております。内部評価の結

果について疑義が生じる計画がございましたら、質疑の際にその旨をご指摘いただければと

思います。 

特に、内部評価の結果に対するご意見がない場合は、内部評価の結果を経営評価委員会と

しての評価とさせていただきます。 

なお、ご質問・ご意見は、全ての部署の報告が終了してからお願いいたします。 

議題の（1）「平成 24年度における第 2次経営計画の実績報告及び内部評価について」、（2）

「平成 24年度決算について」の 2議案について一括審議いたします。 

それでは、「平成 24 年度における第 2 次経営計画の実績報告及び内部評価について」審査

第 1 部から説明願います。 
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（２） 議題 

ア 平成 24年度における第 2次経営計画の実績報告及び内部評価について 

 

①審査第 1部（説明：小椋審査第 1部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-1 審査委員会による査定率の向上〕 

  計画№1-1「審査委員会による査定率の向上」でございます。 

計画の内容は、原審査を充実・強化し、原審査査定率の向上に努めるものでございます。 

期待される効果は、原審査の精度を高め、再審査連合会責任分を減尐させることで、保険

者から本会に対する信頼を確保することができるというものでございます。 

年度別計画は、減点点数を目標数値に設定し、24 年度は審査課所管分として月平均 1,026

万点、年間合計 1 億 2,312 万点を目標減点点数としており、段階的に最終年度の 26 年度ま

でに月平均 1,186万 1,000 点、年間合計 1億 4,233 万 2,000点とするものです。 

24年度の執行状況の③「減点数」と④「査定増点数」を相殺したものが⑤「減点数合計」

となり、この数値を請求点数で除した結果が⑥「査定率」になります。この数値が国保中央

会で公表する査定率となっており、目標数値は 0.173％でございます。 

横軸を右に展開していただきますと、上段が上半期、下段が下半期で各月の実績と年間合

計及びその平均でございます。 

結果から申し上げますと、①「審査委員会による減点分」の年間合計である「4～3月合計」

欄を見ていただきますと 1億 4,832万 4,026点、その右隣の年間平均は 1,236 万 336点で、

24年度目標数値を大幅に超える実績となっており、次にご説明する「計画№1-2」分の②「審

査事務共助による減点分」の実績も併せ算出した「査定率」においても 0.209％となってお

ります。 

具体的な取り組みですが 3 点ございます。 

項番 1「診療科別目標減点点数の設定」でございます。 

主となる診療科として脳神経外科をはじめ、10 診療科について設定し、目標達成状況を把

握することで、必要な対策について審査課・審査事務共助指導課・再審査課の事務局 3 者打

合せ会議等で検討を行いました。 

項番 2「診療科別担当審査委員会議の開催」でございます。 

まず、（1）として、「事務局 3者打合せ（審査課・審査事務共助指導課・再審査課）の実施」

を、延べ 19診療科について開催し、審査案件の検討及び情報共有等を行いました。 

次に、（2）として、「審査委員を交えた会議の実施」でございます。 

延べ 5診療科において、専門的な医療の審査の統一を図ることを目的として協議し、診療

科ごとの取り決め事項の作成をいたしました。 

項番 3「保険者再審査連合会責任分の縮減」でございます。 

年度当初において、連合会責任分の縮減に向けたフローチャート、再審査課内部資料では
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ございますが、それを改正し、再審査課職員に周知を行っております。 

その他、再審査処理を担当している審査委員と協議し、減点事例の調査などを行い、原審査

に反映させることに努めました。 

（その他）でございますが、更に審査精度を高めるために、次の（1）から（5）の取り組

みを行いました。 

（2）「事務共助時間（期間）の確保」でございますが、他県分などの、会期外処理で来会

する審査委員に、会期中の来会日を確認することで、審査事務共助指導課では、来会日に合

わせて計画的に事務共助をするなど、事務共助時間の確保に努めております。また、審査委

員会運営は、従来、審査第 1部の審査課、審査事務共助指導課及び再審査課と 3つの課で対

応していましたが、年度当初の 4月から審査事務共助指導課にて入院分約 14万件を集中して

事務共助を行うこととしたため、審査委員会運営は、審査課及び再審査課の 2 課対応としま

した。このことにより、審査事務共助指導課の事務共助時間が確保され、入院レセプト審査

の充実・強化に繋がりました。 

（4）「他県（受託分）を審査する審査委員の増員」では、25年 1月審査分から受託分を担

当する審査委員を 34 名から 44名へと 10名増員し、受託分審査の充実・強化を図りました。 

自己評価でございますが、審査委員会における環境面などを工夫することで、目標の減点

点数を上回ることができましたので「Ａ」評価といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「Ａ」で、「今後においても、事務共助時間の確保

や審査委員との連携を密に図り、更に目標の減点点数を上回るよう取り組まれたい。」とのご

意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、査定率の向上を目指し、更に有効的な取り組みが行えるよう柔軟に

対応してまいります。  

 

〔№1-2 審査事務共助の充実〕 

計画№1-2「審査事務共助の充実」でございます。 

計画の内容は、計画№1-1と同様でございます。 

期待される効果は、審査事務共助の充実を図ることで、審査委員の効率的かつ効果的な審

査に寄与することができるというものでございます。 

年度別計画は、本計画も計画№1-1 と同様に目標を減点点数としており、24 年度の審査事

務共助による減点点数の目標は、月平均 1,539万点、年間合計 1億 8,468万点でございます。 

24 年度の執行状況の項番 1「審査事務共助指導課と事務審査課で事務共助による減点目標

点数の設定」でございます。これは、目標値を明らかにして担当課及び個々の取り組みを具

体化するため、本計画の減点点数目標の月平均 1,539 万点のうち、審査事務共助指導課では

月平均 939 万点で 1 人あたり 36 万 1,000 点、事務審査課では月平均 600 万点を設定いたし

ました。 

結果は、下記の表の右下網掛け部分の「平均」となります。①審査事務共助指導課分とし

て月平均 1,426万 2,880点、②事務審査課分として月平均 711万 4,344点で、合計の月平均 
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2,137万 7,224点、その左隣の合計の年間合計 2億 5,652万 6,694点となり、本計画の目標

数値を超える実績となっております。 

次に、項番 2と項番 3です。どちらもシステムチェックの活用でございます。点検項目を

拡充することで、特に外来分について極力目視を軽減させ効率化を図る一方、システムチェ

ックで減点点数を効果的に拡大していくことが 24年度からの目的でしたので、点検項目の検

証及び精査を行いました。右側の表で、国保中央会の「標準システム」での項目設定を 24

年度 1,625 コードにし、23 年度より 1,468 コードを追加しました。また、本会独自の「外

付けシステム」では、医療機関別で 410 コード、全体で 570 コードと、医療機関別で 157

コード、全体で 196コードを追加しました。 

項番 4「重点共助の実施」でございます。入院レセプトの点検・確認については、事務共

助に漏れがないかは勿論ですが、正しい事務共助を審査委員に提供できているか、検証も兼

ねて 2名体制で行いました。 

項番 5「医療機関別・診療科別の調査、分析」です。特に、外来分についてはシステムチ

ェックが中心となるので、医療機関別の情報収集を行いました。また、点検・確認を 2 名体

制で行うことで、職員同士の点検において、お互いの弱点及び医療機関ごとの請求傾向など、

情報の共有化を図り次回の事務共助に活かすことができました。 

項番 6「審査委員担当制の実施」でございます。専門的な医療内容及び診療科に特化した

事務共助の拡充を目指し、専門審査・診療科ごとに審査委員担当として職員を配置しました。 

項番 7「審査委員とのコミュニケーションの拡充」です。審査委員が真に求める事務共助

を実施するため、審査委員とのコミュニケーションの強化を図りました。24 年度総計で 

2,580回、審査委員の先生と付箋項目などについて確認を行い、事務共助に活かしました。 

項番 8「職員の知識向上のための研修」です。職員の資質向上を目指し、研修は「審査第 1

部対象」と「事務審査課対象」及び専門職育成のための「エキスパート研修」を行いました。 

項番 9「保険者再審査連合会責任分の縮減」でございます。原審査の減点に結び付くよう

な申し出を調査いたしました。なお、24年度平均の容認率は 0.658％でした。 

自己評価でございますが、入院レセプトの事務共助を重点的に行ったことで減点点数が伸

び、目標点数以上の減点点数となりましたので「Ａ」評価といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「Ａ」で、「引き続き、重点共助の充実及び機械チ

ェック項目の追加等を行い、効率的に事務共助を行うよう努められたい。」とのご意見をいた

だいております。 

今後の方向性ですが、25年度においても職員の知識向上とモチベーションを落とさないよ

う、目標に向かっていきたいと思います。 

参考として掲載いたしました、20 年度から 24 年度までの 5 年間の請求点数・査定点数等

の推移と再審査の状況でございます。 

本会の 24年度の査定率は 0.209％で、全国 47 の連合会のランクでは第 6位となっており

ます。 
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②保健事業担当（説明：岡田保健事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№2-1 保険者が行う保健事業への支援〕 

計画№2-1「保険者が行う保健事業への支援」です。 

この計画の内容は、保健事業に係る保険者ニーズの把握に努め、本会の保健師等が保険者

の企画・立案段階から参画し効果的な提案を行うことです。 

期待される効果は、保険者の保健事業の充実に寄与し、被保険者の健康保持・増進等を目

的とする保険者機能を高めることができるというものであります。 

年度別計画の 24 年度ですが、在宅保健師の会を活用し、今年度、15 保険者へ保健師を派

遣し、ホームページ等でそれらの支援内容を周知するものです。 

24年度の執行状況の項番1のとおり、15保険者へ保健師を派遣する計画でございましたが、

予定しておりました 2 保険者が辞退した関係で、14 保険者に保健師を派遣いたしました。2

の保険者が過去に行った保健事業内容を集約し、それらを基に効果的な保健事業の提案を 5

保険者に対し行っております。 

保健師の派遣等の増加に伴う人的確保のため、項番 3のとおり、在宅保健師の会の体制を

整え、また、項番 4のとおり、本会のホームページに支援内容を掲載し、保険者に対し本会

が行っている保健師派遣事業の周知を図っております。 

項番 5の保健師サービス通信の発行は、継続して協議を行っております。 

自己評価でございますが、本会の支援体制や在宅保健師の会の運営方法を改善し、保健師

派遣の申し込みは目標の 15 保険者を上回る 16 保険者でありました。その後、保険者の状況

の変化により、2 保険者が辞退となり、14 保険者へ保健師の派遣を実施することができ、そ

の内容についてもホームページを活用し保険者に周知することができたため、評価を「Ａ」

といたしました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ａ」で、「引き続き、在宅保健師の会を

活用し、保健師派遣の保険者数の増加に向けて努力されたい。」とのご意見をいただいており

ます。 

今後の方向性ですが、保健師派遣を行う保険者数を、計画どおり派遣できるように、引き

続き支援体制を整備するとともに、保険者への周知にも努めてまいります。 

 

〔№2-2 保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案〕 

  計画№2-2「保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案」です。 

計画の内容は、医療費等統計情報について、保険者ニーズに合わせた情報提供ができる様、

調査・検討いたします。 

期待される効果は、各種統計情報を保険者が有効活用することで、保健事業における費用

対効果の検証、医療費の推移の要因の明確化などを行うことが可能となるというものであり

ます。 



 - 7 - 

年度別計画の 24年度ですが、アンケート調査を実施し、モデル保険者を選定し、コンサル

ティング体制の検討などを行うものです。 

24年度の執行状況の項番 1については、統計情報を活用することについて、保険者からの

アンケートを行うと共に、連合会が進めておりますＫＤＢシステムについての意向調査も同

時に行う計画でした。しかしながら、ＫＤＢシステムの意向調査については、本会職員が各

保険者に訪問し、意向についても確認させていただくこととしたため、24年度では実施する

ことができませんでした。ただし、国保課長会等により意見をお聞きし、課題の洗い出し、

検討を行っております。 

  項番 2 のモデル保険者の選定は 3 保険者を選定し、各保険者から現在の統計資料の活用方

法などの聞き取り調査を行っております。項番 3 コンサルティング体制の検討につきまして

は、学識経験者の方と内容などについて検討を行っております。 

自己評価でございますが、モデル保険者に対する調査やコンサルティング体制の検討につ

いては、概ね計画どおり実行することができましたが、統計資料のアンケート調査が未実施

であったため、評価を「Ｂ」といたしました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ｂ」で、「引き続き、課題の解決に向け

た検討を行うとともに、ＫＤＢシステムを利用した統計資料の活用方法に係る提案ができる

ように、また、必要に応じ内容の見直し、体制整備を図られたい」とのご意見をいただいて

おります。 

今後の方向性ですが、今後、統計情報の分析活用には、ＫＤＢシステムを利用していく方

針です。本年 10月からＫＤＢシステムの試行が開始されるため、本計画の内容について再検

討してまいります。 

 

〔№2-3 特定健診の受診率向上に係る支援〕 

計画№2-3「特定健診の受診率向上に係る支援」です。 

計画の内容は、24年度の目標値に近づく様、特定健診等の受診率向上に取り組むものです。 

期待される効果は、被保険者が特定健診等を受診することにより、生活習慣を改善し、疾

病の危険因子を縮小し医療費抑制に繋がる。また、受診率向上の後方支援を行うことで、保

険者が策定している「特定健診等実施計画」の目標達成に貢献するというものであります。 

年度別計画の 24年度ですが、モデル保険者を選定し、得られた効果的な情報を提供すると

ともに、実務者向け研修を開催します。また、ホームページを活用し、特定健診等の受診を

被保険者へ周知するものです。 

24年度の執行状況の項番 1のモデル保険者は、文京区、奥多摩町、東京美容国保組合等を

選定し、ヒアリングなどの調査や、現在連合会で保有している情報の提供などを行っており

ます。 

項番 2の、健康づくりに関するホームページ掲載は、被保険者向けのページを新設いたし

ました。項番 3、研修会の開催は、6月と 7月、11月に行いました。 

自己評価でございますが、モデル保険者を選定し、ヒアリング等の調査、本会で保有する
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情報については提供できました。また、研修会や被保険者向けの情報をホームページに掲載

することにつきましても計画どおりに実行できましたので、評価を「Ａ」といたしました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ａ」で、「今後は、受診率向上に係る後

方支援の方法について、行動目標を設け、より効率的に実施されたい」とのご意見をいただ

いております。 

今後の方向性ですが、本計画は、経年で効果を検証することが必要です。今後、その効果

の検証と対策について、保険者と協議を行ってまいります。 

 

〔№6-4 特定健診等データ管理システムの機器更改への対応〕 

計画№6-4「特定健診等データ管理システムの機器更改への対応」です。 

計画の内容は、国保中央会から示された機器更改方式に基づき機器更改を行うことです。 

期待される効果は 機器更改を円滑に行うことで、本システムの継続的な安定稼動を実現

できるというものであります。 

年度別計画の 24年度ですが、機器更改に向けて、情報収集、機器更改方式の検討、影響度

の調査、移行計画の作成及び準備を行うものです。 

24 年度の執行状況の項番 1「機器更改方式の検討」についてですが、国保中央会から提案

された複数の機器更改方式を諸会議等で検討した結果を国保中央会へ要望し、「単純機器更

改」で行うことに決定いたしました。 

項番 2 の「機器導入」についてですが、標準システムに係るハードの調達は、国保中央会

で一括調達を行いました。また、調達仕様書が提供されたことから、外付けシステムに関す

る機器調達の検討を開始したところです。 

項番 3 の「移行計画」についてですが、移行計画が国保中央会から提供されたことから、

本会における計画作成を開始いたしました。 

自己評価でございますが、国保中央会との連絡を密にし、情報収集を行い、概ね計画どお

り実施することができましたので、評価を「Ａ」といたしました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ａ」で、「今後の機器導入、データ移行

等の作業が円滑にできるように、国保中央会、システム運用業者と連絡を密にし、万全の体

制で取り組まれたい」とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、本稼動に向け、機器導入、データ移行、運用試験、外付けシステム

の開発など、具体的な作業の対応を行い、万全の状態で本稼動できるように、国保中央会と

連携を密に図り更改作業を行ってまいります。 

 

③介護福祉部（説明：池田介護福祉部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№3 介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の推進〕 

  計画№3「介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の推進」について説
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明いたします。 

計画の内容は、「東京都と連携し、介護給付適正化システムを有効活用し、介護給付費適正

化の推進を図る」というものです。 

これは、15年度から、国、都道府県、保険者において介護給付適正化対策事業が推進され

ることになりました。これに対し各国保連合会が審査支払業務を通して保有する給付実績か

ら、保険者が主に介護費用面における適正化対策に活用するための情報提供を行うことにな

り、本計画に至っております。 

期待される効果は、より多くの保険者がシステムから得られる情報を有効活用することで、

介護給付費適正化の推進が図られます。 

年度別計画は、保険者が、介護給付適正化システムやモニタリングシステムを活用した、

介護給付適正化事業を実施できるよう、本会の必要な支援として記載のある 3 つの項目につ

いて年度を通して実施していきます。 

  執行状況欄の、項番 1では、「東京都との調整」として、東京都が「東京都第 2期介護給付

適正化計画（24年度～26年度）」を策定し、保険者機能強化に取り組んでいます。 

この取り組みに関し、本会が実施できる支援等について意見交換を行い、システムの加工

情報から効果的なものを特定しました。 

項番 2では、「保険者が実施している現状の活用情報収集」として、システムの活用状況等

について 8保険者（新宿区、品川区、北区、江戸川区、武蔵野市、調布市、清瀬市、稲城市）

にヒアリングを実施し情報収集を行いました。 

また、10月現在における「活用状況に関するアンケート」を全保険者に実施し、その結果、

システムを『よく活用している』保険者のうち、4 保険者（荒川区、足立区、杉並区、練馬

区）に追加のヒアリングを実施しました。 

項番 3 では、保険者へ活用結果の情報提供として、保険者機能強化の取り組みにおいて、

システムにおける加工情報が効果的に活用されている保険者の事例を冊子として保険者へ配

布し、東京都のホームページにも掲載しました。 

項番 4 では、モニタリングシステムの機能活用を整理した実用的なマニュアルを検討し、

項番 5 では、モニタリングの操作方法等やパソコンを使用しての実技研修を行う等、全保険

者を対象に研修会を実施しました。 

項番 6では、「新たな適正化項目の設置」として、介護給付費の適正化に効果的な帳票とし

て「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」をあげて、介護給付適正化関連システム研

修会で周知しました。 

自己評価ですが、東京都と連携して、計 12保険者に対して、ヒアリングを行い各保険者の

適正化の取り組み状況等が把握でき、全保険者に対して、研修会を実施することができまし

た。 

しかし、保険者のヒアリングでは、多くの保険者が、限られた人員の中で適正化を実施す

ることが困難といった状況であり、本会が更に対応することも必要といった課題も見えてき

たため「Ｂ」としました。 
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内部評価につきましても、自己評価同様「Ｂ」となり、「更なる介護給付費適正化の推進に

向け、取り組み内容を創意工夫するとともに、必要に応じて体制等の見直しを図られたい。」

とご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、今後は、24年度に引き続き、保険者ヒアリングを実施し、情報収集

を行うとともに、効果的な機能を保険者へ情報提供できるようにしていきます。また、本会

の適正化担当の人員体制で対応できる範囲で、保険者が行う適正化業務を保険者に代わって

実施できることを整理・検討していきます。 

 

 〔№6-5 介護保険・障害者自立支援一拠点集約化システムへの対応〕 

  計画№6-5「介護保険・障害者自立支援一拠点集約化システムへの対応」ですが、こちらの

システムの名称については、25年 4月から障害者自立支援法を改正し、障害者総合支援法が

施行されていることから、現在では「介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システム」と

名称が変更になっております。今回は 24 年度の実績報告等であるため、「障害者自立支援」

での説明とさせていただきます。 

計画の内容は、「国保中央会が次期機器更改に合わせた取り組みとして提唱する、介護保険

審査支払等システム及び障害者自立支援給付支払等システムの共通的な機能・機器を複数連

合会が共同運用センターで共用する、一拠点集約化システムへの対応を行う。」ことです。 

期待される効果は、現在、全国連合会で運用している 949 台のサーバが、一拠点集約化に

より約 3 分の 1 の 332 台で処理できるようになるためイニシャルコスト（機器等の費用）の

削減及びサーバ等の設置スペースに対する地代家賃が削減できます。 

ここには記載していませんが、保険者のメリットとしては、コスト全体の削減、共同運用

センターを設けることによる安全性・信頼性の向上、バックアップ体制の強化（災害発生時

の影響を最小限化）、保険者・連合会間のネットワークの高速化が可能となることが挙げられ

ます。 

年度別計画は、情報収集、機器調達等を実施しました。 

執行状況ですが、項番 1では、国保中央会等で開催された会議等により情報収集を行った 

り、機器の調達については、記載のとおり調達し、調達方法としては、システム構築に関す

る効率性、リスク回避の観点より、国保中央会による一括調達をしました。 

項番 2 では、「一拠点集約化システムの機能分析」、項番 3 では、「機器構築等」を行いま

した。 

項番 4では、一拠点集約化システムを新たに稼動させるため、国保中央会が共同運用セン

ターを設置しました。この共同運用センターでは、本会で保有している個人情報を含んだデ

ータを取り扱うことから、保険者における個人情報保護条例の解釈や判断によっては個人情

報保護審議会等の承認が必要となる場合があります。 

そのため、10月以降、毎月、開催される各課長会に積極的に出席し、一拠点集約化システ

ムへの理解を深めていただくとともに、保険者側で対応が必要と考えられる個人情報保護審

議会等の承認が得られるよう、保険者の実情に応じた効果的な情報を提供したり、一拠点集
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約化システムに伴う個人情報の取り扱いに関する説明会を開催するなど、より丁寧な対応に

努めました。 

項番 5では、「独自処理システム改修」を行い、項番 6では、「仮移行作業準備」を実施し

ました。 

自己評価でございますが、一拠点集約化システムへの対応として、本会が目指すべき方向

性を示すものとして記載のある 1から 4までの基本方針を設定し、解決すべき最重要課題と

して、「個人情報の取り扱い」を認識しながら、基本方針に従って保険者訪問時のヒアリン

グを行うなど、概ね期待していた効果が得られ、計画どおり進捗したことから「Ａ」評価と

しました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「Ａ」評価となり、「移行作業等の実施に際して

は、分析・検証作業を綿密に行い、万全の体制の体制で取り組まれたい。」とご意見をいた

だいております。 

今後の方向性ですが、個人情報の取り扱いについては、概ねの理解が得られたことから、

今後は仮移行、運用試験、本移行等の作業に適切に対応してまいります。 

 

④企画事業部（説明：並木企画事業部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№4-1 組織の在り方の見直し〕 

  計画№4-1「組織の在り方の見直し」です。 

計画の内容は、IＴ化の推進による事務処理の効率化や新規事業の実施を踏まえ、組織や職

制を見直し、簡素で効率的な組織運営のため、組織の再編成を行い、被用者保険の審査支払

業務の受け入れ体制を検討します。 

期待される効果は、組織再編による効率的な組織運営や、職員定数適正化計画の検証・見

直しにより、計画的な組織管理及び適正な人員配置に資することができます。 

次の年度別計画はお読み取りいただきまして、中ほど下にあります、具体的な執行状況で

す。 

項番 2のとおり、経営計画推進本部での検証結果報告のほか、項番 4及び 5の事務量調査

の実施、その結果の取り纏めなどを実施いたしました。 

また、項番 8のとおり、被用者保険の審査支払業務の受託に向けた課題を整理しましたが、

具体的な検討には至りませんでした。この点は、次の計画№7で説明いたします。 

自己評価ですが、25 年度の組織案を作成でき、概ね計画どおりでしたので「Ａ」とし、次

の内部評価も「Ａ」となりましたが、「引き続き、事務の効率化など、柔軟な組織体制の構築

に努める様に」とご指示いただきました。 

今後の方向性ですが、新規事業等の影響を考慮し、簡素で効率的な組織体制を目指します。 

 

〔№7 被用者保険保険者からの診療報酬等審査支払業務の受託〕 
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  計画№7「被用者保険保険者からの診療報酬等審査支払業務の受託」です。 

計画の内容は、一定件数で段階的に処理体制等を想定した検討及び受託計画を立案し、審

査支払業務以外の業務の受託拡大を図ります。 

24年度の計画では、検討会議の立ち上げ、課題の検討、被用者保険保険者からの受託体制

の整備、そして受託とその後の受託拡大でしたが、中ほど下にあります、具体的な執行状況

の項番 1 と 3 のとおり、検討委員会を設置いたしましたが、具体的な受託体制を整備できま

せんでした。 

この点については、厚生労働省は、被用者保険保険者が国保連合会へ、診療報酬等の審査

支払業務を委託する場合、保険者番号の変更を必須要件としていました。 

その後、保険者側のシステム改修などの費用負担を考慮し、その変更を要さない仕組みを

検討しているため、システム開発の要求定義が固まらず、国保総合システムの開発を進めら

れない状況がありましたので、検討委員会の開催を見送っていました。 

自己評価ですが、ただ今、申し上げた内容から「Ｃ」とし、次の内部評価も、「体制の構築

に努める様に」とご意見をいただき、自己評価同様に「Ｃ」となりました。 

下の今後の方向性は、本会で検討できる案件を整理し、引き続き、検討していきます。 

検討委員会の作業部会を設置しましたので、実務的な観点からの検討も可能な限り進め

ていきたいと考えております。 

 

⑤総務部（説明：木村総務部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№4-2 新財政計画の策定〕 

  計画№4-2「新財政計画の策定」です。 

計画内容は、中期的な財政収支の見通しを明らかにする「財政計画」を作成することでご

ざいます。 

期待される効果は、健全で安定した事業・財政運営の確保及び財政の透明化が図られるこ

とです。 

年度別計画は、財政計画の策定です。 

執行状況です。項番 1「財政計画の策定」では、各事業におけるシステム更改等を考慮し、

24年 7月 2日付けで 24年度から 26年度の 3か年を期間とする「財政計画」を策定いたしま

した。 

項番 2「基幹会議への報告」につきましては、上記項番 1 で策定した財政計画を 7 月に開

催された本会の基幹会議で報告いたしました。また、当該会議に先立ち東京都国保課及び特

別区・市町村・国保組合の各ブロック会議・本経営評価委員会においても説明を行ったとこ

ろでございます。 

項番 3「進捗管理」です。「連合会の決算剰余金の処分」につきましては、厚生労働省と国

税庁の間で継続して協議されており、本会として 21年度決算以降、剰余金については積み立
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てを行わず、各特別会計の中で繰越処理してきたところでございます。 しかしながら、こ

の繰越額が多額となり、理事会等において理事の方々から疑問の声を頂いてきたところでご

ざいます。 

このような状況において、国の協議経過と理事の方々の意見双方を踏まえ検討してまいり

ました。 

その結果、各システム更改等に備え、使途を明確にした新たな積立金「電算処理システム

積立金」を創設することとし、創設に至る経緯につきまして、24 年 11 月に開催された特別

区・市町村・国保組合の各ブロック会議及び理事会等で「新たな積立金の設置（案）」につい

て説明を行い、25 年 2 月 28 日に開催した本会通常総会において、承認が得られたところで

ございます。 

また、積立金へ積み立てるための予算補正を上程し、その後、25年 3月に各電算処理シス

テム積立金へ、それぞれの特別会計から繰越額の一部を積み立て処理いたしました。 

自己評価でございますが、概ね計画どおりに進行することができましたので、「Ａ」とさせ

ていただきました。 

内部評価につきましても「Ａ」で、25年度に予定する「改訂版」の作成にあたっては、事

業・財政運営の健全化に向けた取り組み内容について検討されたいとのご意見をいただいて

おります。 

今後の方向性でございますが、策定しました本計画は、年度末に設置した各電算処

理システム積立金の要素が考慮されていないため、改訂版を作成する必要があると考

えております。 

スケジュールは、11 月の本会基幹会議及び特別区・市町村・国保組合の各ブロック会議に

おいて 26年度の事業計画及び大綱予算（案）を示すため、その内容を反映させ、国の協議経

過を踏まえつつ各積立金の積み立て計画を明らかにして、改定版を提示したいと考えており

ますが、先日、国保中央会が開催した会計担当者説明会におきまして、積立金につきまして、

国税庁との協議経過の説明がございましたが、未だ未確定の要素が多く、検討を開始するこ

とができないため、スケジュールどおりに進めることができるか不安が残っております。 

 

〔№4-3 専門分野における人材の育成・確保〕 

  計画№4-3「専門分野における人材の育成・確保」です。 

計画の内容は、専門職制度の必要性について調査・検討し、専門職の研修制度の充実を

図ることでございます。 

期待される効果は、職員の能力開発を行うことで、効率的な事業運営に資することがで

きることでございます。 

年度別計画は、審査事務に精通した職員の育成と他分野における専門職制度の必要性に

ついての調査・検討することでございます。 

執行状況です。ここには掲載してございませんが、年度当初にシステム関連部署におけ

る専門職制度の検討を行いました。これは、システム関連部署の管理職にアンケート調査
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を行った結果、必要に応じ外部から専門の知識を有した者を採用（嘱託職員など）するの

が適当であるという意見でありましたので、こうした手法を有効に活用して、専門職に特

化せず職員で対応していくということになりました。 

項番 1 の「審査事務に精通した職員の育成（増員）及び活用」では、（1）の「育成」に

つきましては、新規の研修として、専門研修に「審査事務共助エキスパート研修」を 7 回

実施いたしました。 

受講者 6 名、この中で 3 名が専門職確認試験を受験し、1 名が専門職に転向いたしまし

た。また、24 年度の専門職確認試験において 10 名が合格しております。 

（2）の「増員」では、今後審査専門職員が増員となった場合、現在配属している審査事

務共助指導課以外の配属について検討することといたしました。 

項番 2の「他分野における専門職制度の必要性の調査・検討」では、24 年 9 月に企画課

において、各部署から 25 年度定数配置を検討するためのヒアリングを行いました。その中

で、各部署から専門職について次のような意見がありました。 

管理課の第三者行為求償事務については、損害保険会社との過失相殺等の交渉にあたり、

専門知識が必要であることから現在損害保険会社ＯＢを雇用しており、本会担当職員から

の質問にも対応できるなど重要な存在となっている。こうしたことから、今後も引き続き

必要に応じて専門職の採用が必要である。 

事業課保健事業係（組織改正を行ったため、現在は保健事業担当）では、保健事業は住

民の健康に直接関与することから保健師を専門職とし、今後も引き続き必要に応じて専門

職としての採用が必要である。 

審査課の医科・歯科では、審査委員の対応にあたり、高い専門性が必要なため職員の長

期在籍が望まれている。 

審査課療養費係では、療養費の種類の多さや審査内容の習得に時間が必要である。この

ことから専門性を高めるため職員の長期在籍が望まれている。 

審査事務共助指導課では、多くの専門知識の習得に時間が必要である。このことから、

専門性を高めるため職員の長期在籍が望まれている。 

以上の結果を踏まえ、管理課・事業課・システム担当は、専門的知識のある職員等の採

用、審査部門では専門職に特化することなく職員を有効的に活用する方針としたため、本

計画は 24年度をもって終了することといたしました。 

自己評価は、本計画は、今後の対応方法が整理されたため、24年度をもって終了するこ

とから、評価対象外といたしました。 

内部評価も、同様に今後の対応方法が整理されたため、24年度をもって計画終了とする

ことを妥当とされました。 

今後の方向性は、計画は終了いたしますが、審査事務共助エキスパート研修については、

計画№1-2 で対応し、審査部門の専門職員の増員につきましては、状況に応じて企画課と

連携し検討してまいります。 
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〔№4-4 職員研修の充実・強化及び検証〕 

  計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」です。 

計画の内容です。これまでの職層別の研修に加え、職務のノウハウの継承や保険者等の

ニーズに対応し得る専門的な知識を習得させるため、研修実施計画を策定し、職員研修の

充実・強化を図ることで、職員の職務遂行能力の向上に努め、また、各研修に適した研修

効果測定を実施し、検証結果を翌年度の研修実施計画に反映させます。 

期待される効果は、研修に適したアンケート調査、研修効果測定を実施し、検証

結果を翌年度の研修計画に反映させることで、職員研修の充実効果を図ります。 

年度別計画は、「研修実施計画の策定」「研修の実施」「研修効果測定の実施と検証」「研

修項目の見直し」でございます。 

執行状況です。項番 1 研修の着実な実施では、（1）職層研修については、第 8 次までの

新任研修、現任研修、監督者研修、管理者研修を実施いたしました。 

（2）組織管理研修については、人事考課研修、メンタルヘルス研修、不正防止研修を実

施いたしました。 

（3）スキルアップ研修については、文書作成等実務者研修、説明力強化研修、クレーム

対応研修を希望者に受講していただきました。 

（4）専門研修については、審査実務担当者研修、情報処理指導主任育成研修を実施いた

しました。 

項番 2 充実強化項目の追加として、それぞれ係長以下の希望者に対して、コミュニケー

ション研修、タイムマネジメント研修を実施いたしました。 

項番 3 研修の充実強化では、研修後に行ったアンケート結果を踏まえた研修時間の見直

しと講師の助言を基に研修カリキュラムを調整いたしました。また、短時間の研修では、

部分休業等取得職員も他の職員と同様に自己啓発の機会が平等に与えられるよう設定いた

しました。 

項番 4 研修効果測定の実施と検証です。研修ごとにアンケートを実施し、理解度につい

て測定いたしました。 

自己評価です。職員研修基本方針に基づきスケジュールどおり研修を実施できました。

また、新規にコミュニケーション研修、タイムマネジメント研修、審査事務共助エキスパ

ート研修を導入し業務遂行能力の向上を図ることができましたので、「Ａ」といたしました。 

内部評価でも「Ａ」で、引き続きアンケート結果の分析や効果測定結果の検証を重ね、

より効果的な職員研修の充実・強化に向け努力されたいとのご意見をいただいております。 

今後の方向性では、アンケート結果や講師からの助言を基に、職場において活用できる

研修を引き続き実施してまいります。また、職員が積極的に参加できるよう研修内容の検

討を行ってまいります。 

 

〔№5 事業継続マネジメントの拡充〕 

計画№5「事業継続マネジメントの拡充」です。 
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計画の内容です。保険者等から負託された業務を継続的に提供するため、事業継続マネ

ジメントの拡充を行っていくことでございます。 

期待される効果は、事業継続計画を作成し、訓練を繰り返すことにより、有事への対応

力を高め、被災した場合にも速やかな復旧を図ることが可能となります。 

年度別計画は、診療報酬に係る業務復旧手順書の作成、安否確認訓練の実施及び緊急時

参集訓練の検討、緊急時物資の調達・備蓄についての検討・拡充でございます。 

執行状況です。項番 1「診療報酬に係る業務復旧手順書の作成」につきましては、各担当

部署で作成し、12 月に開催した事業継続対策委員会で承認を得ました。 

項番 2「安否確認訓練の実施及び緊急時参集訓練の検討」につきましては、9月及び 1月

に実施した安否確認訓練の結果につきまして、それぞれ 12月及び 3月に開催した事業継続

対策委員会に報告いたしました。 

項番 3「緊急時物資の調達・備蓄についての検討・拡充」につきましては、12 月及び 3

月に災害対策本部用にＵＰＳ、ノート型ＰＣ及びタブレットや蓄電池を購入いたしました。 

その他でございます。10 月に神奈川県で開催されました大都市都道府県国保連合会常勤役

員会議定例会におきまして、大都市都道府県国保連合会の災害時相互応援に関する協定

（案）が承認され、1 月に契約締結をいたしました。 

自己評価です。計画事項は、概ね終了し、さらに当初の計画事項にない「大都市都道府

県国保連合会の災害時相互応援に関する協定」を締結するなど、創意工夫した取り組みを

行ったことから、「Ａ」といたしました。 

内部評価でも「Ａ」で通常業務の中で、職員に対する訓練を実施するとともに、業務復

旧手順書の見直し等、状況の変化に柔軟に対応できる体制の確保に努められたいとのご意

見をいただいております。 

今後の方向性ですが、本計画は全体として目処がついたため、24年度をもって終了させ

ていただきました。なお、経営計画推進本部会議とは別に事業継続対策委員会を年 3回程

度開催しているため、安否確認訓練の報告や新たな課題等については、事業継続対策委員

会で取り扱うことといたしました。 

 

⑥システム管理部（説明：松戸システム管理部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№6-1 後期高齢者医療請求支払システムの機器更改への対応〕 

計画№6-1「後期高齢者医療請求支払システムの機器更改への対応」でございます。 

計画の内容は、20年度から制度施行された後期高齢者医療制度の診療報酬等の請求支払シ

ステムで使用している機器を、26年度に更改するための 3か年計画です。 

期待される効果は、機器更改を円滑に行うことで、後期高齢者医療請求支払システムの継

続的な安定稼動が期待できるというものであります。 

年度別計画は、24 年度に機器更改によるシステムへの影響調査、改修要件の整理を行い、
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25年度に機器の設置、運用試験等を実施し、26年度に本稼動を向かえるものであります。 

ここで、26年度の年度別計画を一部変更しておりますのでご説明いたします。 

当初からの計画では、26年度は本稼動のみとしておりましたが、移行計画の作成の中で、

一部のデータ移行が 26 年度においても必要となることが分かりましたので、追加をしてお

ります。 

24年度の執行状況の項番 1「情報収集」として、国保中央会の動向を記載してございます。 

本機器更改は、国保総合システムのデータ記憶領域である「ストレージ装置」のみを共有

する『部分参加方式』が決定されました。 

24年 7月以降の会議等で、機器更改へ向けたスケジュールや、国保連合会ごとの機器調達

仕様書（案）が提示さております。 

25年 1月には、一括調達を希望する連合会分の入札が行われました。 

項番 2「機器更改によるシステムへの影響調査」ですが、影響調査の結果、国保総合シス

テムで調達したサーバ等の機器メーカーと異なるメーカーを調達した場合、保守の効率性が

図れない等の懸念事項が国保中央会から示されていたため、製品が指定されていた一部のソ

フトウェアは国保中央会の一括調達により調達し、その他機器については本会にて個別調達

といたしました。 

（その他）に記載してございますが、25年 3 月 8日に本会において指名競争入札を行い、

リースによる調達業者を決定しております。 

項番 3・4 につきましては、記載のとおり、システム改修要件や課題の整理を行っており

ます。 

自己評価でございますが、他システムとサーバ機器を一部共有するなど、当初の想定とし

ていない方針に対しても概ね計画どおり進行できたことから「Ａ」といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「Ａ」とされ、「今後のデータ移行、環境構築が

円滑に実施できるよう、国保中央会及びシステム運用業者との連携を密にし、万全の体制で

取り組まれたい。」とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、25 年度は、24 年度に行った調査結果をもとに、詳細なスケジュー

ルを作成し、国保中央会が示すスケジュールと合わせて進捗管理を行ってまいります。 

なお、25年 4月 24 日に開催された国保中央会システム委員会・幹事会合同会議で、次期

システムの開発状況が順調であり、本稼動時期を当初の 26年 5月一斉稼動から前倒しして、

26年 2 月から順次稼動と変更する案が提示され、承認されております。 

本会といたしましては、外付けシステムの開発等のスケジュールを 26 年 5 月稼動に合わ

せて作成し、準備を進めていることから、当初の予定どおり 5月稼動を前提に進めてまいり

ます。 

 

⑦共同電算事業担当（説明：共同電算事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 
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〔№6-2 後期高齢者医療広域連合電算処理システムの機器更改への対応〕 

計画№6-2「後期高齢者医療広域連合電算処理システムの機器更改への対応」でございます。 

計画の内容は、19 年度から稼動している本システムについて 24 年度にはハードの耐用年

数が 5 年に到達するため、システム機器・端末等の更改を行うものです。なお、本計画は東

京都後期高齢者医療広域連合からの業務委託を受け本会が行うものです。 

期待される効果は、この機器更改により、安定した機器保守及びシステム更改によるバッ

チ処理の時間短縮、システム機器のスリム化ができるというものであります。 

年度別計画は、24年度に機器更改を終え、25年度は新たに提供される機能等改善版システ

ムの適用や、旧環境の撤去の他、記載の内容が主なものであり、25年度において計画が終了

する予定となっています。 

執行状況欄の、項番 1から項番 9を実施し、項番 10の新システム稼動に記載のあるとおり、

本年 3月 2日から 3日にかけて、システム切換え作業を実施いたしました。 

新システムは、3 月 4 日から稼動を開始し、大きな障害が発生することなく、広域連合並

びに構成区市町村と定めた運用日程どおり各種処理を実施しました。 

自己評価ですが、国保中央会が示すサポート期限の前に、予定どおり新システムへの切り

替えや業務運用への移行が完了したため「Ａ」といたしました。 

内部評価につきましても「Ａ」とされ、「機能改善版の本番運用にあたっては、十分に検証

を重ね、広域連合及び構成区市町村業務に影響を及ぼすことのないよう、万全を期されたい」

とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、旧システム機器の撤去や、提供されているシステムや引き続き提供

されるシステムの適用を行ってまいります。また、東京都独自の外付システムの機器更改に

向け、検討を進めてまいります。 

 

〔№6-3 後期高齢者医療の保険者レセプト管理システムから国保総合システムの保険者レ 

セプト管理システムへの移行〕 

計画№6-3「後期高齢者医療の保険者レセプト管理システムから国保総合システムの保険者

レセプト管理システムへの移行」でございます。 

計画の内容は、20年度に国保中央会が開発した後期高齢者医療で使用している「旧レセプ

ト管理システム」のシステム保守期限が 25年 3月末となっているため、後期高齢のレセプト

データを本年度中に移行し、25年度から国保総合システムの保険者レセプト管理システムを

使用するものでございます。 

期待される効果は、同一機能の 2 システムを別環境で維持するより、システム機器保守料

やデータセンタ経費等の縮減を図ることが期待できるものです。 

年度別計画は、24年度にデータ移行とシステム切換えを終え、25年度は、本稼動及び移行

対象外のデータ提供・旧環境の撤去や他システムとの連携調整となります。 

執行状況です。項番 1 の移行計画作成から、項番 6 各種試験・運用リハーサルを実施し、

項番 7 基盤環境の切り替え準備を 3 月 20 日から開始し、項番 8 システム環境の切り替えを
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26日まで実施し、翌 3月 27日から国保総合レセ管システムの通常運用を開始いたしました。 

自己評価ですが、概ねスケジュールどおりに国保総合レセ管システムに移行することがで

きたため、評価を「Ａ」といたしました。 

内部評価も「Ａ」とされ、「今後とも、安定的な稼動に努められたい」との意見をいただい

ております。 

今後の方向性ですが、システム切り替えによる業務運用方法の詳細について検討を行い整

備いたします。また、移行対象外データについて、5 月中に広域連合へ簡易検索システムを

提供できるよう進めてまいります。 

 

（植村座長）  

続いて「平成 24年度決算について」、出納室から説明願います。 

 

イ 平成 24年度決算について 

 

（水田出納室長） 

（資料№3に基づき説明。以下要旨。） 

 

24 年度の決算を、お手元の資料№3-1「平成 24 年度 東京都国民健康保険団体連合会 各

会計・勘定別決算概要」によりご説明申し上げます。 

「各会計・勘定別決算状況一覧表」の合計は、収入済額 3兆 1,574 億 9,638 万 2,984 円、

92.5％の収入率です。 

支出済額は、3兆 1,544 億 5,552 万 1,891 円、92.4％の執行率です。 

『一般会計』の「歳入の収入済額」は 7億5,045万1,027円、予算現額に対する収入率は 

122.5％です。 

主な収入は、保険者から納入いただく会員負担金です。 

収入率が高くなっている理由ですが、他会計からの繰入金として、国保データベースシ

ステム(ＫＤＢ)の試行に要する経費に充てるため、国保・後期・特定健診・介護の4会計の

業務勘定から各2,300万ずつ、計9,200万円を繰り入れたことによるものです。 

「歳出の支出済額」は、3億9,771万3,238円、執行率は 64.9％です。 

主な支出は、職員の人件費、事務所の維持管理費等です。 

他には、保険者が実施する健康づくり事業への支援として行う保健師の派遣など、被保険

者の健康保持・増進にかかる保健事業費、機関誌「東京の国保」の関係経費の広報宣伝費な

ど、事業費の関係経費です。 

歳入歳出差引残額 3億5,273万7,789円は決算残額として25年度へ繰り越します。 

『診療報酬等審査支払特別会計』“業務勘定”の収入済額は 93億2,173万7,600円、収入

率は 101％です。 

主に、国保、公費負担医療の審査・支払手数料など各種「手数料」や、審査支払事務に対
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する東京都からの補助金及び前年度からの繰越金です。 

支出済額は 83億9,048万293円、執行率は 90.9％です。 

主に、管理費として、職員の人件費、事務所維持管理費、電算委託に係る管理費等の経費

で、以降、各会計の業務勘定の管理費の支出内容は同様です。 

他には、「審査委員会費」として、診療報酬審査委員、柔道整復療養費審査委員の報酬及び

実費弁償等の関係経費を後期高齢者医療業務勘定との按分による支出や、国保中央会の特別

審査委員会に委託した「特別審査負担金」です。 

なお、積立金として、本年2月の本会総会におきまして、国保・後期・特定健診・介護・

障害・措置費と、新たに六つのシステム更改に係る積立金をご承認いただき、国保等の電

算処理システム積立金に支出しています。この後、他の業務勘定でも同様に積立ておりま

す。 

歳入歳出差引残額 9億3,125万7,307円は決算残額として25年度へ繰り越します。以降、各

会計も同様に、決算残額を繰り越します。 

次に、その下の3つの「国保・公費負担医療及び出産育児一時金」の“各支払勘定”は、

保険者等から医療機関等へ本会を経由して支払うものです。支払勘定の収入済額と支出済額

は、ほぼ見合いとなっています。 

以降、この他の支払勘定等も同様です。 

次に『後期高齢者医療事業関係業務特別会計』“業務勘定”の収入済額は 85億447万9,013

円、収入率は 92.3％です。 

主に、後期高齢者医療及び公費負担医療の審査支払手数料などの各種「手数料」や、東京

都後期高齢者医療広域連合からの「事務委託金」です。 

他には国保中央会に支払う「後期高齢者医療審査支払システム負担金」に対する「国から

の補助金」や法改正に伴う東京都単独公費のシステム修正費に対する「東京都からの補助金」

です。 

支出済額は 76億1,944万580円、執行率は 82.7％です。 

国保業務勘定との按分による「審査委員会費」や、国保中央会の特別審査委員会に委託し

た「特別審査負担金」等です。 

『特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計』“業務勘定”の収入済額は 14億

5,900万7,818円、収入率は 99.2％です。 

主に、保険者から納入いただく「国保特定健診・特定保健指導負担金」及び「特定健診手

数料」などです。 

支出済額は 11億8,735万6,592円、執行率は 80.7％です。 

『保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計』の収入済額は 1,472億5,782

万8,706円、収入率は 92.7％です。 

主に、この共同事業に対する区・市町村保険者からの拠出金です。 

支出済額は 1,472億5,448万3,254円、執行率は 92.7％です。 

主に、交付金の支出と電算処理の委託料等です。 
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『介護保険事業関係業務特別会計』“業務勘定”の収入済額は 35億2,723万8,515円、収入

率は 65.9％です。 

主に、介護給付費や公費負担医療等の審査支払手数料などの各種「手数料」及び苦情処理

支援事業に対する「東京都からの補助金」です。 

支出済額は 33億1,199万8,620円、執行率は 61.8％です。 

主に、「審査委員会費」として、介護給付費審査委員の報酬等、審査委員会の関係経費な

どです。 

なお、収入率と執行率がともに低くなっている理由ですが、「介護職員処遇改善交付金」

の支払は、7月を持って終了しましたが、24年度の事業所の請求は想定より尐なかったため、

当初見込んだ収入額・支出額との差が生じたものです。 

『障害者自立支援事業関係業務特別会計』“業務勘定”の収入済額の3億1,072万4,306円は、

主に、「給付費等支払手数料」で、収入率は 104.6％、支出済額は 2億5,254万7,976円、執行

率は 85％です。 

『措置費支払代行業務特別会計』“業務勘定”の収入済額の 5,379万4,850円は、主に、「措

置費支払代行手数料」で、収入率は 111.1％、支出済額は 4,244万5,385円、執行率は 87.7％

です。 

『退職金特別会計』の収入済額の 3億8,874万4,886円は、主に、「各会計及び退職積立金」

からの繰入金並びに「利子及び配当金」で、収入率は 84.8％です。 

支出済額の 3億8,873万4,896円は、主に、「退職手当金」で、執行率は 84.8％です。 

『富士・国保連ビル貸付事業特別会計』の収入済額の 2億1,013万8,108円は、主に、「財産

運用収入」で、日本薬剤師会等テナントの賃貸料等の収入で、収入率は 99％です。 

支出済額の 2億1,013万8,108円は、主に、建物の維持管理費、土地賃借料等の「事務所管

理費」で、収益は一般会計に繰り入れています。執行率は 99％です。 

『国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計』の収入済額の 471億4,340万3,208円は、

主に、指定公費負担医療費の支払いのため、国保中央会からの「預託金取崩収入」です。

収入率は 97.6％です。 

支出済額の 470億375万4,425円は、主に、指定公費負担医療費を支払うための支出で、

執行率は 97.3％です。 

『保険者協議会関係業務特別会計』の収入済額の 240万8,031円は、主に、協会けんぽ及び

健保組合等からの負担金や、協議会運営に対する「国からの補助金」です。収入率は62.4％

です。 

支出済額の 240万8,031円は、主に、特定健康診査等事例調査分析などの調査研究などで、

執行率は 62.4％です。 

 

財務諸表は、24年度決算の参考資料として、公益法人会計準則に基づき、単式簿記の会計

処理の情報を複式簿記に当てはめて作成したものです。 

なお、先ほどご説明いたしました決算概要と違うところ、金額が合わない要素が 2 点ござ
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います。 

① 決算書の「歳入」に相当する「経常収益」には「前年度からの繰越金」は含まれませ

んので差がでます。 

② 「歳出」に相当する「経常費用」にはシステム費及び備品があります。「歳出」では取

得金額を費用としていますが、「経常費用」では減価償却として計上しておりますので

差がでます。なお、取得金額から減価償却を差し引いた額を貸借対照表の「その他固

定資産」に計上しております。 

 

「東京都国民健康保険団体連合会 財務諸表の概要（一般会計・各業務勘定・退職金特別

会計・保険者協議会関係業務特別会計）」は、一般会計の保険者からの負担金と、国保や後期

の診療報酬の審査支払手数料をはじめ、介護保険等の各制度の手数料を収益としているもの

が中心で、職員人件費や電算委託に係る経費等を賄っている会計です。「東京都国民健康保険

団体連合会 財務諸表の概要（支払勘定等）」は、いわゆる「診療報酬をはじめとするとおり

抜け」の会計です。「東京都国民健康保険団体連合会 財務諸表の概要（全体）」は、決算概

要の全会計の合計です。  

「東京都国民健康保険団体連合会 財務諸表の概要（一般会計・各業務勘定・退職金特別

会計・保険者協議会関係業務特別会計）」について、ご説明いたします。 

「貸借対照表」の「資産の部」の 24年度の「資産合計」は、199億 6,121万 498円で、前

年度比 108.48％です。 

ポイントは、流動資産の現金預金が減り、主に 24年度において、システム更改に係る積立

金を設定したことに伴いまして、特定資産が大幅に増加しております。「その他の固定資産」

では、一般会計で取り扱っていた建物・土地附属設備・土地(土地階層権)を、富士・国保連

ビル貸付事業特別会計に所管を変更しました。 

また、「正味財産の部」の正味財産には、積立金等の預金もありますが、国保総合システム

をはじめ、本会が審査支払事業を実施するうえで必要となる、各制度でのシステム及びハー

ド機器に係る固定資産も多く含まれています。  

「正味財産増減計算書」の「経常増減の部」の経常収益は、負担金及び各事業の手数料等

です。「前年度の繰越金」は含みません。経常費用は、事業費、管理費、その他経費となりま

す。 

「正味財産期末残高」は 3段に分かれていますが、「当期正味財産増減額」は、24年度の 1

年間で増えた額です。 

「正味財産期首残高」は、昨年度の期末残高です。「正味財産期末残高」は、今年度の残高

で 112億 6,346万 9,024円です。 
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～質 疑～ 

 

（河津委員） 

計画№1-1「審査委員会による査定率の向上」について、査定率が 0.209％と目標をかなり

上回っており、特に 8 月以降に 0.200％を超えてきている傾向が読み取れます。具体的な要

因として、先程、環境面での工夫ということはご説明いただいたのですが、人が増えれば当

然その分だけ効果が上がることは分かりますけれども、運用面やシステムについても工夫を

されているとは思いますが、特に何が効果的であったかの分析はしているのでしょうか。 

もう 1 点は、全国順位がその後の資料で 6 位となっており、全体としては全国の中で好成

績をあげておられることは分かるのですけれども、参考までに 1 位の県とその県の査定率の

数値を伺いたいと思います。 

 

（小椋審査第一部長） 

 まず、24年度の査定率が 0.209％となったことについてですが、計画№1-1「審査委員会に

よる査定率の向上」と計画№1-2「審査事務共助の充実」、この両計画が密接に関連し、共に

目標を上回る減点点数を達成したことに伴う数字です。先程、両計画の詳細な取り組み項目

についてご説明しましたが、それらを地道に実施したことにより、徐々に成果をあげてきた

結果であると思っております。また、24年度から組織体制の見直しとして、審査事務共助指

導課に 7 名を増員し、更に審査事務に精通した専門職員を配置する等、入院レセプトに対す

る重点的な審査事務共助について、審査委員との連携を図り、効率的かつ効果的に実施しま

した。その効果が 8 月以降に出てきていると思います。外来分についても、事務審査課にお

いてシステムチェック等による事務点検及び審査事務共助を行う等電子レセプト請求の増加

に対応した処理体制としたことも、査定率向上に大きく寄与したことと考えられます。 

 2 点目の質問ですが、国保連合会における 24 年度の査定率の全国順位 1 位は島根県で

0.309％の査定率となっており、私どもと 0.1ポイントの差が出ております。 

 

（河津委員） 

 そうしますと１点目は、どれが特に効果的というよりも、総合的に効果をあげてきたとい

うことで理解いたしました。先程、人を増やせば効果があがるということを申し上げました

が、人を増やすことによって費用対効果が出れば、効率化が図られたと捉えて良いかと思い

ますので、全体の費用対効果を考えながら、職員の増員も勇気を持って進められても良いの

ではないかと感じております。 

 

（取違委員） 

 基本的な話として、減点点数の目標値を設定されていますが、この目標値というのは何を

基に設定されたのですか。 
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（小椋審査第一部長） 

 支払基金の 22年度実績である 0.206％との差異を解消するとともに、全国の国保連合会の

査定率トップを目指すため、22年度再審査容認分を 3年間で半減し、更に審査の制度を高め、

最終年度である 26年度で査定率 0.200％を目標として、減点点数を設定しました。 

 

 （河津委員） 

 計画№7「被用者保険保険者からの診療報酬等審査支払業務の受託」について、以前も申し

上げたかと思いますが、内部評価が「Ｃ」評価となっており、厚生労働省、国保中央会、支

払基金の相互乗り入れに対応したシステムの開発が進んでいないというのが一番の原因とい

う説明を受けております。貴会としては、課題を整理している訳であるため、できることは

やっているのではないかと思います。アウトプットで評価をするのか、プロセスを含めて評

価をするのか、という時に、アウトプットでは確かに成果はないのですけれども、貴会とし

てやれることはやっていると考えるならば、やはり「Ｃ」評価は酷ではないかと考えており

ます。更に貴会として重要なことをやり残している、今後検討することはある等、反省があ

るのであれば「Ｃ」評価でも良いかと思いますが、その点についてどのようにお考えなので

しょうか。 

 また、国のシステム開発が進んでないとのことでありましたが、その開発の状況がどのよ

うになっているのか、その 2 点についてお伺いいたします。 

 

（並木企画事業部長） 

  「Ｃ」評価に関して、酷ではないかということで、ありがとうございます。しかしながら、

検討委員会を設置いたしましたが、課題を挙げただけで具体的な検討に入っていないという

ことは事実としてあります。そのため、25年度につきましては、先程の報告の中で、作業部

会の設置に触れましたが、この作業部会は、検討委員会の下部組織として、国等の動向に左

右されることなく、被用者保険保険者の審査受託を前提に実務的な観点から、課題を洗い出

し、それらの対応を検討していきます。具体的には、審査委員会や事務処理などの体制整備、

被用者保険保険者からの受託に際しての手数料積算の考え方、そして必要となる規約等の改

正対応などを検討し、今年度中に一定の方向性を整理したいと考えております。 

次に、相互乗り入れに対する、国保中央会のシステム開発ですが、厚生労働省は、被用者

保険保険者が、国保連合会へ審査を委託する場合、保険者番号の変更を要するのか否か明確

にしておらず、未だシステム開発に着手できないと聞いており、当初の予定であった今年 5

月審査からの稼動が見送られています。 

 

（取違委員） 

  システムの関係ですが、いずれも大体が 5 年で更改となっており、保守の期限が一般的に

は 5 年となっているからでしょうが、これらは完全に 5年で更改するものなのでしょうか。 

  また、対象はハードだけの更改になるのか、ソフトも含めてなのか、ソフトは移行させる
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のか、等についてお伺いいたします。また、金額につきまして、前の世代のシステムと更改

したシステムを比較すると、それぞれ大体いくら位の金額になるのでしょうか。 

 

 （松戸システム管理部長） 

  計画№6-1「後期高齢者医療請求支払システムの機器更改への対応」について、20 年度か

ら後期高齢者医療制度が始まりましたけれども、実際は 19年度に準備の段階でサーバ等を購

入しております。よって、本年度で 6年を超えてしまうため、当初から 26年度に機器更改を

行う前提で、各連合会はそれまでの保守契約を結んでおります。 

  また、準備の経費について、今回は 24年度の実績報告ですので、導入の支援にかかった経

費につきましては、東京独自で作った外付システム等の要件定義を行い、約 3,500 万円の経

費がかかっております。 

  国保中央会が作成している標準システムの初期開発費用につきましては、20年度当初は把

握できておりませんが、今回 26 年度に向けて国保中央会が調達した業者では、おおよそ 1

割程度値段が下がっているかと記憶しております。理由としましては、新築というよりは維

持改善していくというシステムであったことが考えられます。 

 

（取違委員） 

そうすると、ソフトはそのままの形であるかと思うので、金額的にもう尐し安くならない

のかと感じております。1 割程度の減ということで、通常であれば、システムの更新となる

と相当なピッチで下がってくるような認識をもっています。また、民間企業であれば、6年、

7 年使いながらやっていきますので、次のシステムでは安くできるよう努力していただきた

いと思います。 

 計画№6-3「後期高齢者医療の保険者レセプト管理システムから国保総合システムの保険者

レセプト管理システムへの移行」について、随分節減できたというような報告があり、機器

保守料やデータセンタの経費等、システム運用経費の削減となっておりますが、どれ位の金

額が削減されたのでしょうか。 

 

（中茎共同電算事業担当部長） 

概算ベースですが、25年度は前年度と比べて約 8,000万円縮減できております。理由とし

て、まず、設置をしていたサーバ機器に新しいシステムの移行を行いましたので、ハウジン

グ経費がかからなくなったということがあります。また、それまで個別に敷設しておりまし

た回線の使用料が発生しなくなったこと、同じシステムの中でＳＥの要員を減らすことがで

きた等、これらの効果により約 8,000万円の縮減となりました。 

 

（植村座長） 

私の方からもご質問させていただきます。まず、計画№2-1「保険者が行う保健事業への支

援」について、保健師の派遣で、予定していた保険者のうち 2保険者が辞退とありましたが、
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どういった事情があったのかお伺いします。また、その件に関連して、計画の内容が保険者

の行う保健事業について企画・立案段階から積極的に参画することで効果的な提案を行う、

ということになっておりますが、実績の方は、企画段階から入ったというのが 5 保険者、保

健師の派遣が 14保険者ということで、単に保健師を派遣しただけの保険者がかなりあるよう

に見受けられます。本来、どのような保健指導をしていくのかという提案を行うために保健

師を派遣する訳ではないかと思いますが、単に保健師を派遣しているだけの保険者が多いこ

とについてはどのようにお考えですか。 

 

（岡田保健事業担当部長） 

1点目の、2 保険者が辞退した具体的な理由ですが、まず 1つの保険者は、保健師の数が足

らないということがあり、依頼を受けておりましたが、その後保健師の方が充足する形で、

補充がつきましたので、本会からの派遣は辞退されたということです。ただし、こちらにつ

いては、先程お話がありました、企画の段階から参画している保険者でした。もう 1 つの保

険者は、保健事業自体の規模を縮小することになり、実施が行われなかったということです。

年度当初は計画があり、本会に依頼がありましたが、実際には行われなかったということで、

辞退としました。 

2 点目の、14 保険者に保健師を派遣しており、5 保険者は企画・立案段階からということ

について、14保険者の方は例年ご依頼をいただいている保険者が多く、企画というより相手

方から決まった内容でご依頼いただいており、細かい打ち合わせ等は必ず行っておりますが、

本会から提案をする、というようなことはありませんので、企画・立案段階からの保険者に

は入れていない、ということです。 

 

（植村座長） 

ありがとうございました。今、保健事業については保険者が積極的に行わなくてはならな

い状況になってきているかと思います。どのような方法が効果的であるのか、中々難しい点

があるかと思いますので、貴会において積極的に保健事業を提案・企画への参画を進めてい

ただければと思います。 

もう 1点ですが、計画№3「介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の

推進」について、介護保険の適正化という具体的なイメージが今ひとつ分からないところが

ありまして、医療費適正化であれば、貴会が持っている様々なノウハウを使って、患者の行

動パターンであるとか、医療機関による医療費の違い等、色々な形を分析していくことがで

きると思うのですが、介護保険の場合、貴会としてどういったことが適正化に向けて対応で

きるのかということを具体的に教えていただきたいと思います。 

 

（池田介護福祉部長） 

介護保険は 12年に始まりまして、もともと電子請求を基本としておりますので、給付実績

というデータベースがあります。こちらを基に名寄せをしまして、既に給付済みのもの、つ
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まりお支払いしたものに対し、もう一度点検をしよう、ということです。1 つは、医療の方

に縦覧点検というのがありますが、介護の方では特定の名寄せしたものの点検リストをシス

テム上作成し、本会にて一括で事業所との調整を行い、確認の結果、過誤に応じていただけ

るものは、お金を事業所からいただき、保険者へ戻す、といったことを実施しております。

順次、メニューの拡大をしており、適正化の推進ということで新しい取り組みとして現在考

えておりますのは、今回ご報告した資料にありますが、新たな適正化項目の設置として「認

定調査状況と利用サービス不一致一覧表」が有効であるということで、国や国保中央会も提

示をしており、それについて研修の場で保険者へお知らせしたところです。また、本会にて

一括でできないかということで検討を始めているところです。名称では分かりづらいので具

体的にお話しますと、保険者が保有する認定調査状況というものがあり、要介護を認定する

には各保険者が調査員を差し向けて、その利用者の歩行や移動等といった身体の状況を聞き

取った調査結果を持ち合わせております。今回、その情報と支払った情報を名寄せしまして、

例えば歩行や移動が可能な利用者に通院の介助や送迎といった、本来必要の無い、不適正な

請求の可能性があるものについて、本会が事業所に確認をしまして、過誤の調整をしたいと

考えております。 

 

（植村座長） 

医療の審査に近いノウハウを使って、介護の方でも適正化を推進するということで、これ

から介護保険も金額が上がっていくと思いますので、貴会の仕事としてお考えになって良い

のではないかと思います。 

 

（取違委員） 

資料№3-1 の各会計・勘定別決算概要について、「予算現額（Ａ）」とあるが、これは前年

度予算編成時の見込み額ということでよろしいのでしょうか。また、「歳入」欄「収入済額（Ｂ）」

というのは実際の収入で、それに対しての予算との対比で「増△減」があり「収入率」とな

っており、「歳出」欄の「支出済額（Ｃ）」は、実際に支出した金額ということですが、「不用

額（Ａ）-（Ｃ）」とは何にあたるのでしょうか。 

 

 （水田出納室長） 

  「予算現額」から実際の支出を引いたものを「不用額」としております。なお、「執行率」

とは収入に対してではなく、支出に対するものになります。 

 

 （取違委員） 

  そうすると、「予算現額」というのは、あるべき数字になるということでしょうか。本来は

これでなくてはいけない、という数字でしょうか。例えば、国の予算であっても経済成長率

によって、歳入が変わってくるものですが、この「予算現額」も変わるものではないですか。 
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 （平澤事務局長） 

  24 年度決算で「予算現額」と申しますのは、24 年度の約半年前から作り上げて、24 年 2

月頃に確定し、承認をいただいた額となります。当然、当初の見込みと大きく変わるという

こともあるのですが、理事会・総会において承認をいただいた額と、実際の支出の額との比

較をさせていただいている資料となっております。ただし、予算補正等がありますので、途

中の動き等はありますが、こちらの資料については、予算補正等を加味した額との比較にな

ります。 

 「不用額」も同様に「予算現額」との比較になるのですが、必要な額を歳出予算額として

見込んでいたものの、実際には執行しなかったという意味のものになります。 

   

 （取違委員） 

  見方が難しい部分があります。積立金というのは、一般会計か業務勘定の決算残額の中に

包括されているのでしょうか。「○○に対する積立金」というように項目を立てることはしな

いのでしょうか。 

  

（水田出納室長） 

  資料№3-1 の各会計・勘定別決算概要の中に積立金は含まれておりません。積立金は貸借

対照表の方で、先程ご説明したように、「特定資産」で表示しております。 

 

（取違委員） 

  そうすると、各勘定項目によって生み出された剰余金の中から積立をしたということであ

れば、それぞれ色がつかないと分からなくなりませんか。 

 

（水田出納室長） 

 数字を持ち合わせている情報としては、標題にあるとおり各会計を合算したものとなりま

す。資料 No.3-3では個々の内訳としては、会計ごとの額は持っていませんが、会計ごとに貸

借対照表・正味財産増減計算書を作成しております。 

  

（取違委員） 

 要するに、勘定項目としては「○○に対する積立金」となっているということですね。シ

ステムの更改等の費用が 5 年ごとに一括で出てきますが、その金額については 5 年で割った

数字が支出済額として出てくるのでしょうか。それとも全額が出てくるのでしょうか。 

 

（水田出納室長） 

  制度ごとに持っているシステムの開始年度は異なりますが、仮に 5 年間であるシステムが

50億必要であるとすれば、当然のことながらその目標に向かって財源を確保するように取り

組んでおり、50億を一括で支出する際は、支出した年度の決算状況一覧表は単式簿記処理で
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すので全額費用として、一括で記載されます。 

 

（取違委員） 

  そこを理解するのが難しい部分で、通常なら減価償却を行うため、例えば 100 億のものを

作りました、ということであればその対応年数によって均等割りし、毎年度償却することで

費用がそこから出て、あとの残りは貸借対照表に載ってくる、というのは分かるのですが、

先程の話ですと一括で出てしまうのですね。 

 

（植村座長） 

  要するに、具体的に動いているお金は決算状況一覧表の中に出てくるということで、積立

金を取り崩して使用すれば、歳入に取り崩した額が入ってきて、使用した額は歳出に出てく

る、ということですね。先程の取違委員のご質問でいけば、積立金を積み増している場合は、

増した分は不用額ではなく、支出済額に入っていくということになると思います。不用額と

いうのは、積み立てでなく、翌年度に繰り越されていく額という理解をすればよろしいかと

思います。 

 

（河津委員） 

  計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」について、研修効果の測定というのがきちん

と記載されており、大変良いと思います。自己評価と上司評価があり、研修を受けた理解度

だけではなく、その後の行動面においてどういう変化が見られたかということで、受講者よ

りも上司の方が得点は高いと読み取れます。よって、本人が思っているよりも、実際には良

い成果が出ていることを上司も認めている、という結果になっています。また、1回目より 2

回目で良い結果が出ており、時間とともに成果が出ていることが読み取れます。そのような

観点から見ると、自己評価の書き方が寂しい気がします。新しい研修をやった、研修を予定

どおり行ったというのはある意味当然のことで、新たな研修を入れて、職員が選択できるよ

うにするというのも良いことに違いないのですが、いずれにしても日々の仕事の中でどう成

果が上がっているのかというのが一番大事なことですから、そこに触れないというのは、せ

っかく前段で言っていることと、最後の評価が突合してないと思います。内部評価について

も、総論としては間違いないのですが、一番大事なところに触れた上で、評価していただけ

れば良かったのではないかと思います。70、80％上司の評価が出ているので、どのように評

価したらいいかが難しいかと思いますが、成果が上がっていると考えていただいてよろしい

かと思います。次回はもう尐しそういった点を詰めていただければと思います。 

 

（植村座長） 

その他、何かご意見等はございますか。 

 

～な し～ 
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（植村座長） 

私の役目はこれにて終了となります。 

皆様のご協力によりましてスムーズに議事を進行することができました。ありがとうござ

いました。  

 

（３）閉会 

（加島専務理事） 

長時間に渡りまして熱心なご審議、ありがとうございました。 

主催者よりお礼の言葉として、理事長の福永より一言ございます。 

 

（福永理事長） 

本日は、ご多用のなか貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

本日ご指摘いただきました内容を踏まえ、引き続き保険者等の負託に的確に応えていくた

め取り組んでまいります。 

本日は、長時間にわたりありがとうございました。 

 

（加島専務理事） 

本会は、委員の皆様からいただいた外部評価結果や本会事業に対する意見・助言等を尊重

し、職員一丸となって計画の推進に努めていく所存ですので、今後ともご指導の程よろしく

お願い申し上げます。 

なお、次回の開催は、12月を予定しております。日程調整につきましては、後日、改めて

事務局からご連絡申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 

【問い合わせ先】 

東京都国民健康保険団体連合会 

企画事業部 企画課 企画係 

ＴＥＬ ０３－６２３８－０１３８  

ＦＡＸ ０３－６２３８－００３３ 


