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第 １ ４ １ 回 通 常 総 会 結 果 報 告 

 

 

 

 

１ 開 催 日 時 令和元年７月２９日（月） 
  開 会 午後２時 
  閉 会 午後３時１５分 
 
 

 

２ 開 催 会 場 本会 １０階Ａ会議室 

 

 

 

３ 出席状況 

会員定数８４人 

出 

席 

会 員 代 表 者 ７人 

代   理   人 ５２人  

書       面 ８人  

       計     （ｱ） ６７人  

欠  席  保  険  者 １７人  

    合     計   （ｲ） ８４人  

出  席  率 (ｱ)/(ｲ)×100 ７９．８％ 

     （令和元年７月２９日） 
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開  会（午後２時～） 

 

○事務局 ただいまから、第141回通常総会を開催いたします。 

 はじめに、本日ご出席の会員数をご報告申し上げます。ただいまのところ、書面によ

るご参加を含めまして、62保険者のご出席をいただいております。国民健康保険法施行

令第26条を準用いたします同施行令第13条第１項の規定による定足数を満たしており

ますことをご報告申し上げます。 

 それでは、次第に従いまして、理事長からご挨拶を申し上げます。よろしくお願いい

たします。 

 

理事長挨拶 

 

○理事長 皆様方には、ご多用中にもかかわらず、本総会にご出席を賜りまして、誠に

ありがとうございます。また、常日頃から本会の事業運営に対しまして、ご理解とご協

力をいただいておりますことに、心から感謝申し上げます。 

 本日、ご審議いただきます主な事項は、平成30年度の事業報告及び決算等でございま

すが、本会を取り巻く情勢と事業報告について何点か申し上げたいと思います。 

 はじめに、本年５月に、本会の業務に極めて深く関わります健康保険法等の一部を改

正する法律が成立・公布されましたので、少し触れさせていただきます。改正の概要に

つきましては、１つ目はオンライン資格確認の導入、２つ目は医療及び介護情報の連結

解析及び提供に関する仕組みの創設、３つ目は市町村における高齢者の保健事業と介護

予防の一体的な実施、４つ目は審査支払機関の機能強化等でございます。 

 このうち、保険者及び本会業務等への影響については、マイナンバーカードによるオ

ンライン資格確認であり、2021年３月から実施される予定です。資格過誤の請求等の減

少が期待できますが、本会では資格確認をさらに細かく行うなどの新たな作業が発生す
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るとともに、システムそのものの改修も必要となります。 

 また、柱の１つであります審査支払機関の機能強化、これは私どもの本来業務でござ

いますが、国保連合会の理念規定及び業務規定が新しく作られ、診療報酬等の審査支払

業務をはじめ、ＫＤＢシステムを活用したデータ分析等に関する業務も法律に明記され

ることとなりました。このため、本会ではデータ分析などを行う職員の育成や情報処理

基盤の整備を進めるとともに、これまで以上に重要な役割が求められておりますので、

その負託に応えられるよう、適切に対応してまいりたいと思います。 

 昨年度でございますが、都道府県が財政運営の責任主体となる新たな国保制度の施行

や、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定など、大きな改正がござ

いました。保険者の皆様のご協力もあり、特段の問題もなく実施することができました

が、引き続き、安定的な制度運営を支援するため、関連システムの管理運用業務等にし

っかりと取り組んでまいりたいと存じます。 

 第３次経営計画につきましては、初年度となる第２期実施計画の目標達成に向け、鋭

意取り組みました。また、保険者事務共同処理事業については、第三者行為損害賠償請

求収納事務における受託範囲の拡大に向け、保険者のご担当者を交えて検討を進めてま

いりました。 

 この他、各種事業については後ほど事務局長から報告いたしますが、本日の総会での

提出案件につきましては、十分なご審議をいただき、ご承認を賜りますようお願い申し

上げ、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

議長、副議長選任 

 

○事務局 続きまして、議長、副議長の選任でございます。時間の関係もございますの

で、大変僭越とは存じますが、事務局からご指名をさせていただきたいと存じますが、

いかがでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ご指名をさせていただきます。 

 議長には、大田区長・松原忠義様、副議長には、小笠原村長・森下一男様、東京食品
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販売国民健康保険組合理事長・鵜飼良平様、以上のお三方にお願いを申し上げます。 

 それでは、松原議長にご挨拶をいただき、引き続き議事進行につきましても、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○議長 それでは、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 ただいま、私どもは、皆様からご賛同を賜りまして、本総会の正副議長を務めさせて

いただくこととなりました。これから議事に入るわけでございますが、議事進行にあた

りましては皆様のご協力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議事録署名人指名 

 

○議長 それでは次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと存じます。 

 はじめに、本総会の議事録署名人を指名させていただきます。 

 本総会の議事録署名人には、新宿区、国立市、東京理容国民健康保険組合にお願い申

し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

議案審議 

 

○議長 それでは、早速議事に入りたいと存じます。 

 恐れ入りますが、お手元の議案書２―１の目次をお開き願います。ご覧のとおり報告

事項は「監事の監査について」他４件、議決事項は「平成30年度事業報告について」か

ら「役員の選任について」までの19件の議案についてご審議いただくわけでございます。 

 それでは、議案書によりまして、報告事項から議事を進めてまいります。 

 はじめに、報告事項の１「監事の監査について」を上程いたします。 

 それでは、飯塚常勤監事からご報告をお願いいたします。 

○常勤監事 ４月から就任いたしました飯塚でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、私から監事監査について報告いたします。 

 恐れ入りますが、議案書２―１の３ページをご覧いただきたいと存じます。平成30年

度における事業報告並びに一般会計他各会計決算につきまして、令和元年７月３日に監
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査を行ったところ、財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理は、法令・規

則に従って適正に管理執行されていることを認めましたので、ここにご報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 

 ただいまの報告につきましてのご質疑は、後ほどご審議いただきます平成30年度事業

報告及び各会計決算の際にあわせてお願いいたします。 

 次に、報告事項の２「理事の専決処分について」を上程いたします。事務局から報告願

います。 

○事務局 総務部長でございます。 

 薄いほうの議案書２―１、１ページをお願いいたします。報告事項の２「理事の専決処

分について」でございます。 

 めくっていただきまして、５ページをお願いいたします。国民健康保険法第86条におい

て準用する同法第25条第２項の規定により、下記事項につきまして令和元年５月15日に理

事の専決処分といたしましたので、ご報告申し上げます。本件は厚生労働省から風しん対

策事業の実施に伴い、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算の取り扱いについて等の一

部改正について」が示され、事務費については既存の業務勘定、抗体検査及び予防接種費

用については抗体検査等費用に関する支払勘定を新設することになりました。 

 それでは、処分いたしました３件の内容につきましてご説明いたします。１つ目は本会

規約の一部を改正する規約についてです。 

 ７ページの新旧対照表をご覧願います。風しん抗体検査等費用の請求支払事務の実施に

伴い、診療報酬等審査支払特別会計に新たな支払勘定を規定するため、規約の一部を改正

いたしました。表の上段の改正（案）となっているのが改正後でございます。改正後の第

40条２項、アンダーラインの「出産育児一時金等に関する支払勘定」の後、「及び抗体検査

等費用に関する支払勘定」を追加しております。 

 付則です。この規約は東京都知事の認可を受けた令和元年６月３日から施行いたしまし

た。 

 次に、２つ目は令和元年度本会会員負担金及び各種手数料等についてです。 

 ９ページをお願いいたします。これは風しん抗体検査等費用の請求支払事務を行うため、

区市町村に対する風しん対策事務費を１件あたり300円と設定いたしました。なお、事務費

の単価は国が示しているものですが、10月の消費税の増税を見込んでいるため、単価は10
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月以降も同額です。 

 ３点目は、令和元年度本会診療報酬等審査支払特別会計歳入歳出予算補正についてです。 

 11ページをお願いいたします。予算補正の趣旨でございます。これは風しん抗体検査等

費用の請求支払事務を行うため、予算を補正いたしました。 

 12ページをお願いいたします。業務勘定については本事業実施に伴う一次費用は国庫補

助金を財源として、経常経費については事務費を財源といたします。 

 恐れ入ります。14ページの事項別明細書をご覧願います。歳入です。３款「国庫支出金」、

１項１目「国民健康保険団体連合会等補助金」補正額3,800万円です。８款「事務費」、１

項９目「風しん対策事務費」を科目新設し、補正額は２億325万6,000円です。参考として

右側の事項別計上説明の欄に見込み件数を載せております。 

 次に、15ページ、歳出です。１款「総務費」、３項３目「風しん対策事業費」を科目新設

し、補正額は２億4,125万6,000円です。 

 次に、17ページをお願いいたします。支払勘定については抗体検査等費用に関する勘定

新設です。 

 また、次の18ページに、抗体検査及び予防接種費用として59億1,000万円を計上していま 

 す。 

 恐れ入ります。20ページの事項別明細書をご覧願います。歳入です。１款１項１目「抗

体検査等費用受入金」補正額59億1,000万円です。 

 次に、21ページ、歳出です。１款１項１目「抗体検査等費用支出金」補正額、同額の

59億1,000万円です。 

 以上で理事専決処分の報告を終わります。 

○議長 事務局の報告が終わりました。ご質疑、ご意見がございましたらお願いいたし

ます。 

     （「なし」の声あり） 

 ご質疑、ご意見がないようですので、ご了承をいただきたいと思います。 

 次に、報告事項の３「第３次経営計画について」を上程いたします。事務局から報告

願います。 

○事務局 事務局長でございます。 

 報告事項３「第３次経営計画について」でございます。 

 本日、机上配布の資料１「第３次経営計画 平成30年度実績報告」及び別紙「総括概
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要」をお願い申し上げます。第３次経営計画における第２期実施計画の初年度でござい

ます平成30年度の執行状況につきましては、第三者の立場から客観的に評価していただ

くために設置しております経営評価委員会を去る７月４日に開催し、評価や助言をいた

だいたところでございます。それらの内容をお手元の「第３次経営計画 平成30年度実

績報告」及び「総括概要」にまとめましたので、後ほどご覧いただければと存じます。

なお、今年度におきましても各計画の目標達成に向け取り組んでおります。 

 以上、簡単でございますが報告を終わります。 

○議長 事務局の報告が終わりました。ご質疑、ご意見がございましたら、お願いいた

します。 

     （「なし」の声あり） 

 ご質疑、ご意見がないようですので、ご了承いただきたいと思います。 

 次に、報告事項の４「職員定数適正化計画の策定について」を上程いたします。事務

局から報告願います。 

○事務局 報告事項４「職員定数適正化計画（第４版）の策定について」でございます。

机上配布の資料２「職員定数適正化計画第４版」をお願い申し上げます。 

 現在、本会では職員定数適正化計画（第３版）に基づき職員定数を管理しております

が、第３版は本年度までの職員定数を定めていることから来年度以降の職員定数を管理

するため、今般第４版を作成いたしました。ポイントを絞って説明させていただきます。 

 それでは、１ページをお願い申し上げます。１、これまでの職員定数適正化への取組

実績です。この項では、職員定数適正化計画の策定をはじめました平成21年度からの、

本会の適正化計画における取組実績についてまとめております。ポイントといたしまし

ては、２段落目の平成20年度から令和元年度までの間で232人、事務局66人、南多摩病

院の地域法人への承継で166人の職員定数を削減してきたことを記載しております。 

 １枚おめくりいただき、３ページをお願い申し上げます。２、職員定数適正化計画（第

４版）の策定に係る考え方です。第４版の策定にあたり基本的な方針について下記の検

討１から、次の４ページ、検討３までの３つの観点で検討いたしました。 

 これらの検討結果を踏まえ、５ページの３、職員定数適正化計画（第４版）の具体的

な取組をまとめました。(1)計画期間及び目標数値です。計画対象期間は、令和２年度

から次期国保総合システム本稼働後の安定期間を見込んだ令和７年度までの６年間と

いたしました。また、職員定数の目標値につきましては現在の410人を６年間で12人削
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減し、398人体制といたします。 

 次に、目標を達成するため、(2)から(4)まで具体的な取組をまとめております。職員

定数を削減しながらも保険者サービスの維持・向上・拡充を図るため、ルールに沿って

決められた単純作業を行うＲＰＡの導入や、情報処理・通信に関する技術でありますＩ

ＣＴの活用を推進、高年齢職員の能力の活用、経験者採用や部署の再編等を含む組織体

制の見直し等を実施してまいります。 

 ７ページでは、本計画の見直しについて先に成立した健康保険法等の一部を改正する

法律等により、国保連合会の役割は大きく変化すると予測されるため、計画期間内であ

っても必要な見直しを行うことを規定しております。 

 最後に、８ページ、５、職員定数適正化計画（第４版）の年次計画です。上段が現行

の60歳定年制での年次計画、下段が参考として本年の通常国会への法案提出は見送られ

ましたが、定年延長が実施された場合の年次計画となります。内容はお読み取りいただ

きたいと存じます。 

 以上、簡単でございますがご報告を終わります。 

○議長 事務局の報告が終わりました。ご質疑、ご意見がございましたら、お願いいた

します。 

     （「なし」の声あり） 

 ご質疑、ご意見がないようですので、ご了承いただきたいと思います。 

 次に、報告事項の５「東京ほけんサポートセンターの状況について」を上程いたしま

す。事務局から報告願います。 

○事務局 報告事項５「一般社団法人東京ほけんサポートセンターの状況について」で

ございます。 

 まず東京ほけんサポートセンターにつきましては、多様化する保険者、広域連合等、

関係団体のニーズを見据え、必要とされます事務事業を効率的に実施しつつ、組織の肥

大化を避ける観点から、平成20年３月に一般社団法人東京サポートセンターを設立いた

しました。保険者の皆様に設立の報告を行った際に、今後運営状況や決算につきまして

は本会の基幹会議に報告することとしており、今回は平成30年度の事業報告及び決算状

況につきまして報告いたします。 

 それでは、お手元の資料３―１をお願い申し上げます。サポートセンターの平成30年

度事業報告でございます。 
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 １、法人の運営につきましては、社員総会を１回、理事会を５回、監事監査を２回開

催しております。なお、毎月、出納検査を実施しております。 

 次に、２、レセプト点検事業でございます。(1)後期高齢者医療分につきましては、

資格点検で年間約90億4,500万円、内容点検で10億5,600万円を医療機関調整いたしまし

た。(2)国保分の内容点検では、年間約５億5,600万円を医療機関調整いたしました。 

 次に、３、特定健診の電子化事業以降につきましては、保険者様や都内の地区医師会

などから受託し、４の妊婦乳児健康診査申請書に係る事業につきましても、ご覧のとお

りそれぞれの処理を実施いたしました。 

 続きまして、資料３―２をお願いいたします。こちらは去る５月30日開催のサポート

センターの第17回社員総会議案の抜粋でございます。こちらの資料により決算状況を説

明いたします。 

 はじめに、左側の平成30年度末の貸借対照表でございます。資産の部、資産合計４億

307万6,997円、負債の部、負債合計3,868万5,091円、純資産の部、下から２行目でござ

いますが純資産合計で３億6,439万1,906円となり、借方、貸方のそれぞれの合計は４億

307万6,997円となっております。 

 続きまして、中ほどの損益計算書でございます。 

 まず売上高でございますが、特定健診の電子化手数料、点検業務受託料等の合計で、

売上総利益金額は５億9,610万5,876円でございます。 

 次に、販売費及び一般管理費は人件費、経費の合計で、数値記載箇所の下から８行目

でございますが５億1,721万1,430円となり、差し引き7,889万4,446円の営業利益金額に、

営業外収益、特別利益などを加減算いたしました当期純利益金額は5,234万9,228円とな

っております。 

 右側の純資産変動計算書につきましては、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 以上、簡単でございますが報告を終わります。 

○議長 事務局の報告が終わりました。ご質疑、ご意見がございましたら、お願いいた

します。 

     （「なし」の声あり） 

 ご質疑、ご意見がないようですので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、議決事項に移らせていただきます。第１号議案「平成30年度事業報告につ

いて」から、第12号議案「平成30年度分の剰余処分計画書の提出及び実費精算方法につ
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いて」まででございますが、これらは事業報告と各会計決算等でございまして、それぞ

れ関連がございますので、一括して議題に供します。事務局から説明願います。 

○事務局 議案書２―１、23ページをお願い申し上げます。第１号議案、平成30年度本

会事業報告についてから、次のページ、第11号議案、平成30年度本会退職金特別会計歳

入歳出決算につきましては別冊２―２のとおり認定されたい。 

 それでは、別冊２―２の１ページをお願い申し上げます。限られた時間でございます。

概略の説明となりますが、よろしくお願い申し上げます。 

 平成30年度本会事業報告でございます。１、運営報告でございますが、冒頭の理事長

挨拶と重複いたしますので後ほどご確認いただき、２ページのⅡ、事業報告でございま

す。 

 第１、総会及び役員会の開催では、１の総会は役員の選任をお願いいたしました臨時

総会を含め４回。２の役員会、ア、理事会を５回。３ページ、イの事業計画及び予算に

関する委員会を４回、それぞれ開催した他、(2)監事監査が２回実施されました。 

 第２、国保制度の改善と財政強化のための活動では、国及び東京都等に対し要請を行

いました。 

 ４ページ、第３、国保事業充実強化推進運動の支援では、１の保険料（税）収納率向

上対策事業以下、５ページ、２の医療費適正化に関する講習会等を開催いたしました。 

 第４、保険者等との連絡、調整では、１の各種連絡協議会への参加等の他、６ページ、

(5)国保講演会まで、それぞれ開催いたしました。 

 第５、保健事業では、１の保険者が行う保健事業への支援といたしまして、(1)健康

づくり事業への保健師等の派遣から、９ページの６、東京都在宅保健師の会の運営まで、

記載のとおり各種講演会の開催や情報の提供などを実施いたしました。 

 10ページ、第６、特定健康診査・特定保健指導等に関する事業では、１のデータ管理

及び費用決済に係る事務から、11ページの３、法定報告情報の作成までを実施いたしま

した。 

 12ページ、第７、調査研究では、１の各種資料の作成、配布の他、２の国保ハンドブ

ックを発行いたしました。 

 13ページ、第８、広報活動では、１の機関誌「東京の国保」の発行をはじめ、14ペー

ジ、７、「国保実務」「国保新聞」の配布まで、各事業を実施いたしました。 

 第９、医療保険に関する事業の１、診療報酬等審査支払事業では、保険者、広域連合
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から国保、後期高齢者医療の審査支払に係る事務を受託し、適正、迅速な事務処理に努

めるとともに国保中央会と連携し、システムの安定運用を図りました。なお、国保中央

会と全国の国保連合会が策定した国保審査業務充実・高度化基本計画に基づき、審査基

準の統一化に向け審査委員会において周知を図りました。(1)審査委員会の運営では、

医科部会、歯科部会合わせまして249人の審査委員により、原則毎月18日から24日まで

の会期で開催いたしました。また、医科40万点以上、歯科20万点以上のレセプトにつき

ましては、国保中央会に設置する特別審査委員会に審査を委託いたしました。 

 イ、審査付議件数は、(ｱ)国保が月平均の合計で約485万件、前年度比97.1％。(ｲ)後

期高齢者医療は月平均の合計で約427万件、前年度比103.2％でございます。以下、17ペ

ージまで診療報酬等に係る審査関係数値でございますので、後ほどご覧いただきたいと

存じます。 

 18ページ、(2)審査の充実・強化では、審査を効率的、効果的に進めるため、ＩＣＴ

の活用と審査事務共助の一層の強化を図りました。 

 アの審査・審査事務共助の充実及び強化では、画面を利用した審査・審査事務共助シ

ステムによる審査支援や、縦覧、突合点検等のシステムチェック項目の精査や拡大をい

たしました。また、審査事務共助については算定ルール及び横覧点検を充実するととも

に、審査委員との連携を密にし、効率的な事務処理を実施いたしました。 

 イの職員研修の充実では、審査事務共助の能力向上を目的に研修会や施設視察の実施

により、専門知識の向上に努めました。以下、21ページまで審査関係数値でございます

ので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 22ページをお願いいたします。２の療養費等審査事務でございます。(1)柔道整復療

養費審査委員会の運営では、毎月１回、審査委員24人で開催いたしました。次の審査関

係数値などにつきましては、後ほどご覧願いたいと存じます。 

 23ページ上段の３、保険者レセプト管理事務では、国保、後期の受託状況はご覧のと

おりとなってございます。 

 第10、国保保険者からの事務受託でございます。(1)共同電算処理事業及び(2)第三者

行為（交通事故）に起因する損害賠償請求収納事務を実施するとともに、今年度からの

受託範囲拡大に向け検討委員会の開催や、保険者説明会を開催いたしました。 

 24ページ、２、その他の事務では、(1)診療報酬明細書等内容点検事務から、25ペー

ジ、(6)出産育児一時金等の支払い事務まで、それぞれ実施いたしました。 
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 26ページ、第11、国保保険者標準事務処理システムの運用管理の１、国保事業費納付

金等算定標準システムの運用管理、２の国保情報集約システムの運用管理では、東京都

や区市町村からシステムの運用管理業務を受託し、的確に実施いたしました。 

 第12、東京都後期高齢者医療広域連合からの事務受託でございます。１の広域連合電

算処理システムの運用及び基盤管理から、28ページの８、後発医薬品利用差額通知デー

タ作成事務まで、それぞれ記載の事務を受託し、実施いたしました。 

 29ページ、第13、介護保険に関する事業でございます。１の介護給付費等審査支払事

業等では、適正、円滑な審査支払業務を行いました。(1)介護給付費等審査委員会の運

営では、毎月１回開催の他、介護医療部会、審査部会を会期外に各１回開催いたしまし

た。審査委員は18人、審査付議件数は月平均約136万件、前年度比103.7％となっており

ます。(2)介護給付費等の支払状況の他、31ページにかけましては審査支払関連の数値

を記載してございますので、後ほどご覧願いたいと存じます。(3)介護給付適正化対策

事業では、保険者に対し本会が保有する給付実績情報等を活用したアからオに記載の取

組を支援いたしました。 

 ２、保険者事務共同処理事業では、(1)共同電算処理事業から、32ページ、(3)第三者

行為（交通事故）に起因する損害賠償請求収納事務までを実施いたしました。 

 ３、苦情処理業務です。(1)事業者が行う介護サービスに関する調査、指導及び助言

では、弁護士や医師等で構成する苦情処理委員会へ教示を求め、事業者への指導・助言

を行いました。(2)苦情処理に係る介護保険者及び東京都への支援業務では、アから次

のページ、ウまでを実施いたしました。 

 ４、介護保険事業の円滑な運営に資する業務では、「介護サービスの苦情相談白書」

及び次の34ページ、「国保連介護サービス通信」の作成や介護サービス事業者支援研修

会を開催いたしました。 

 第14、障害者総合支援給付等に関する事業、36ページ、第15、措置費支払代行に関す

る事業、37ページ、第16、年金からの保険料（税）の特別徴収等に係る経由機関業務を

円滑に実施いたしました。 

 第17、第３次経営計画の推進では、平成30年度から令和２年度までの第２期実施計画

の取組を推進するとともに、外部有識者で構成する経営評価委員会を開催し、客観的な

評価などをいただきました。 

 第18、ＩＳＯ／ＩＥＣ27001認証の維持・継続では、認証の維持・継続に向け取り組
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みました。 

 以上で事業報告の説明は終わります。 

 引き続きまして、各会計決算を出納室長から説明させます。 

出納室長でございます。 

 平成30年度の決算につきましては、議案書２―１、23ページ、24ページの議決事項、

第２号議案から第11号議案として、別冊２―２、39ページから505ページに各会計別決

算数値を記載しておりますが、説明は本日机上に配布してございます資料４「平成30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。 

 それでは、概要の１ページをお願いいたします。ここから２ページ目にかけて、各会

計・勘定別決算状況一覧表を載せております。 

 各会計の合計は２ページをお願いします。こちらの最下段、合計欄の左から２列目、

歳入の収入済額は３兆3,770億9,944万733円、予算現額に対する収入率は88.9％です。 

 右の歳出の支出済額は３兆3,739億4,985万327円、執行率は88.8％です。 

 ３ページと４ページは積立金の状況、５ページ以降は各会計勘定の決算状況となって

います。 

 以降、１ページから４ページでご説明をいたします。 

 恐れ入りますが、１ページにお戻り願います。まず表の見方ですが、中央が歳入、そ

の右が歳出、右端が決算残額です。この順でご説明いたします。 

 それでは、一般会計の歳入の収入済額は14億5,364万9,167円、予算現額に対する収入

率は91.6％です。一般会計の主な収入は、負担金、繰入金、繰越金です。 

 続いて、右の歳出の支出済額は13億7,198万2,142円、執行率は86.5％です。主な支出

は、職員人件費や事務所維持管理費、広報宣伝費、保健事業費等です。 

 平成30年度は会員負担金事務所割の軽減をはじめとした一般会計等の財源補填及び

各特別会計業務勘定の各種手数料等の軽減財源とするため、財政安定積立金の一部処分

や各業務勘定繰入金を予算計上しましたが、所要額のみ繰り入れたことにより収入済額

及び支出済額が低くなっています。 

 歳入歳出差引残額8,166万7,025円は、決算残額として令和元年度へ繰り越します。以

降、各会計も同様に右端の決算残額を繰り越します。 

 続きまして、診療報酬等審査支払特別会計業務勘定です。収入済額は148億3,037万

6,353円、収入率は81.3％です。主な収入は審査支払手数料、東京都補助金及び繰越金
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ですが、前期高齢者の医療費の自己負担を軽減するための国の補助金を本業務勘定で受

け入れ、公費支払勘定及び柔整の特別会計に繰り出しています。収入済額減少の大きな

要因は、医療機関等へ支払われる前期高齢者の指定公費医療費等の補助金及び保険者間

調整療養費等受入金が予算額に対して大きく減少したことによるものです。 

 支出済額は130億6,847万1,114円、執行率は71.6％です。主な支出は職員人件費や事

務所維持管理費、電算委託管理費等で、各会計の業務勘定も同様ですので以降の説明は

割愛いたします。 

 歳入歳出差引残額17億6,190万5,239円は、決算残額として令和元年度へ繰り越ししま

すが、このうち約８億9,000万円は前期高齢者の負担軽減措置に係る費用で、令和元年

度に国へ返還します。 

 次に、その下の３つの支払勘定は、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ので、後ほどご

確認をお願いいたします。この他の支払勘定も同様ですので以降の説明は割愛いたしま

す。 

 次は、後期高齢者医療事業関係業務特別会計業務勘定です。収入済額は80億805万

3,074円、収入率は92.6％です。主な収入は審査支払手数料や東京都後期高齢者医療広

域連合からの委託金、繰越金等です。 

 支出済額は74億2,613万3,334円、執行率は85.9％です。 

 次は、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です。収入済額

は８億5,815万7,395円、収入率は116.1％です。主な収入は特定健診・特定保健指導負

担金や、特定健診手数料、繰越金等ですが、30年度は繰越金が予算額より増えたことに

より、収入率が増加しております。 

 支出済額は５億1,975万6,000円、執行率は70.3％です。 

 次は、第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計です。収入済額は18億56万

842円、収入率は62.1％です。主な収入は損保会社等からの損害賠償金受入金です。 

 支出済額は17億9,918万1,384円、執行率は62.1％です。主な支出は保険者等への損害

賠償金支出金です。 

 次は、柔道整復施術料等支払代行業務特別会計です。収入済額は260億6,974万340円、

収入率は75％です。主な収入は保険者等からの療養費等受入金、繰入金です。 

 支出済額は260億6,912万2,285円、執行率は75％です。主な支出は柔道整復施術所等
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への療養費等支出金です。 

 ２ページをお願いいたします。介護保険事業関係業務特別会計業務勘定です。収入済

額は15億5,712万538円、収入率は94.7％です。主な収入は審査支払手数料などの手数料

や、苦情処理支援事業に対する東京都補助金、繰越金です。 

 支出済額は13億7,669万9,513円、執行率は83.7％です。 

 次は、障害者総合支援法関係業務等特別会計業務勘定です。収入済額の３億2,295万

6,172円は主に給付費等審査支払手数料で、収入率は94.2％。 

 支出済額は２億7,164万7,391円、執行率は79.3％です。 

 次は、措置費支払代行業務特別会計業務勘定です。収入済額の5,245万8,374円は主に

措置費支払代行手数料で、収入率は100.7％。 

 支出済額は3,052万974円、執行率は58.6％です。平成30年度は令和元年度に実施する

機器更改経費を予備費として計上しているため、執行率が低くなっています。 

 次は、退職金特別会計です。収入済額の５億4,958万2,369円は主に退職給付引当資産

からの繰入金で、収入率は96.9％。 

 支出済額は定年等退職者13名分の退職者手当金と退職給付引当資産への積立金で、５

億4,958万854円、執行率は96.9％です。 

 ３ページをお願いいたします。こちらのページと４ページの表で積立金についてご説

明いたします。 

 まず左側の区分欄をご覧いただきまして、項番１の退職給付引当資産、項番３の財政

調整基金積立資産、項番４の減価償却引当資産、次ページの項番５の電算処理システム

導入作業経費積立資産については、平成26年度から国の通知により連合会が保有できる

４つの資産です。 

 項番２の財政安定積立金については、将来の不測の事態に備えて引き続き保有が認め

られた積立金です。 

 ４ページをお願いいたします。合計欄の平成31年３月31日現在の残高は105億5,245万

217円となっています。各積立金の残高は後ほどお読み取り願います。 

 以上、資料４をもちまして、議決事項、第２号議案から第11号議案の単式の決算概要

の説明を終わりますが、ただいまご説明申し上げました資料の次の資料５「平成30年度

東京都国民健康保険団体連合会各会計別収支計算書概要」ですが、本会では国の通知に

より、公益法人会計準則にのっとり単式簿記の会計処理の情報を複式簿記に当てはめま
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して財務諸表等を作成したものですが、内容の説明は次の資料６「平成30年度東京都国

民健康保険団体連合会財務諸表（実費精算）決算概要」によりご説明し、その後に議決

事項、第12号議案についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、資料６、表紙の次の１ページをお願いいたします。 

 上段の、１財務諸表作成及び実費精算の経緯ですが、平成25年３月29日の厚生労働省

の通知により、新たな財務諸表の様式が示されました。また、平成26年10月31日の通知

により毎年度の決算総会終了後、承認を受けました決算書及びその実費弁償方式判定結

果を所轄の税務署に提出することになりました。 

 次に、下段の、２実費精算額算出までの流れですが、イメージ図の左側の単式の歳入

歳出決算書をもとに中央の複式の収支計算書を作成します。単式簿記と複式簿記の大き

な違いですが、複式簿記は当期の収支を明示するものであるため、単式簿記では歳入に

なる前年度繰越金は含みません。 

 繰り返しになりますが、イメージ図の中央、収支計算書の下段、前期繰越収支差額Ｂ

が歳入歳出決算書の前期繰越金にあたりますので、実費精算の判定においては当期収支

差額Ａから、右側の判定表の下にあります収入に該当しない額、費用に該当しない額や、

令和元年度の国への返還金など、収支計算書以外で生じる収入及び費用加算額を減算し、

実費精算額を算出しています。 

 ２ページをお願いします。上段の、３各収益特別会計における差引額（収支差額）で

すが、表の項番１、歳入歳出決算書の差引残額は表に記載の５つの特別会計における支

払勘定を含めた決算残額で、項番２、収支計算書の最下段、次期繰越収支差額Ｃと同額

になります。この次期繰越収支差額から前期繰越収支差額Ｂを除いた当期繰越収支差額

Ａをもとに、厚生労働省が示した判定表を用いて５つの収益特別会計について剰余の有

無を判定した結果、下段の、４平成30年度実費精算額の表のとおり、特定健康診査・特

定保健指導等事業関係業務特別会計で5,021万6,316円の実費精算を行うこととなりま

した。この精算額につきましては国保保険者と広域連合を含めました保険者ごとに実費

精算額を算出し、今年度、本会から請求する健診事業の負担金等から控除いたします。 

 なお、収支がマイナス表示の特別会計は実費精算額が発生しないことから、税法上の

実費弁償の判定においてはお戻しする額が生じないというものです。 

 簡単ではございますが、この資料の説明は終わらせていただきまして、ここで議案書

２―１のほうにお戻りいただきまして、25ページをお願いいたします。 
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 第12号議案「平成30年度分の剰余処分計画書の提出及び実費精算方法について」です。 

 提案の趣旨です。平成30年度分の負担金等の実費精算を行うにあたり、剰余処分計画

書を麹町税務署へ提出いたします。 

 なお、平成30年度分の負担金等の実費精算の方法は、精算額を今年度に徴収する負担

金等から控除いたします。 

 27ページをお願いいたします。平成30年度の剰余処分計画書です。記載のとおり記書

き４の特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計では剰余金5,021万6,316円。

これは税務上の剰余金となりますが、剰余金は手数料等収入に繰り入れ、その額の相当

額を令和元年度の保険者等から徴収する手数料等の額から控除いたします。 

 28ページをお願いいたします。平成30年度の剰余処分計画書に基づく手数料等の減額

について、特定健診関係の会計は国保と後期の按分により剰余金を算出しています。国

保分4,459万2,089円。30ページになりますが、後期分が562万4,227円です。 

 なお、各国保保険者の減額額は、28、29ページの保険者別負担金減額内訳一覧のとお

りとなりますので、後ほどご確認をお願いいたします。 

 最後になりますが、次の資料７、表題が「平成30年度東京都国民健康保険団体連合会

決算一般会計と各特別会計業務勘定の合計」がございますが、こちらは参考として表題

の各会計勘定の主な歳出項目を集約した資料ですので、後ほどご覧願います。 

 以上で、議決事項、第２号議案から第12号議案の説明を終わります。 

○議長 ご苦労さまでした。事務局の説明が終わりました。ご質疑、ご意見等ございま

したら、お願いいたします。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りをいたします。ただいま上程いたしました12議案を原案どおり決す

ることにご異議ございませんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、第１号議案から第12号議案までは、原案どおり決定することといたします。 

 次に、第13号議案「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

立資産の設定について」を議題に供します。事務局から説明願います。 

○事務局 第13号議案、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

新たな積立資産関連の議案説明の前に、口頭での説明で恐縮でございますが、ＩＣＴ等
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積立資産設定に係る概要を説明申し上げます。 

 国保連合会は、平成26年10月31日付で厚生労働省から都道府県宛てに発出されました

通知、「国保連合会が行う収益事業に係る法人税法上の取り扱いについて」及び「国保

連合会における経理事務について等の一部改正について」により、現在財政調整基金積

立資産、退職給付引当資産、減価償却引当資産、電算処理システム導入作業経費積立資

産の４つの積立資産を非課税により積立てを行っております。 

 こうした中、規制改革推進会議等の閣議決定等におきまして、今後ＩＣＴ、従来から

使われておりますＩＴと同意語でございます、情報処理・通信に関する技術やＡＩ、人

工知能の導入・活用による審査支払業務の高度化・効率化を行うことが求められており

ますが、そのために国保連合会が積立てを行った場合は課税となってしまうという課題

がございます。このため、厚生労働省は今後のＩＴ等を活用した審査業務の高度化・効

率化等の取組のために、その費用を国保連合会が非課税で積立てられるよう国税庁と協

議を行い、本年３月27日付で都道府県宛てに新たな積立資産の創設等についての改正通

知が発出されました。 

 一方、国保連合会の財務処理は厚生労働省の通知により実費弁償方式で行われており

ますが、５年に１回、所轄税務署に確認申請書を提出し、確認を受ける必要がございま

す。本来であれば平成31年３月末日がその期限となるところでございましたが、厚生労

働省におきまして国税庁と協議を行った結果、７月に開催する理事会、総会におきまし

て新たな積立資産の規定の整備及び令和元年度予算の補正を行い、総会終了後、速やか

に所轄税務署へ確認申請を行うことを条件に期限の延長がなされることとなりました。

こうしたことから、本日、積立資産の設定をはじめ、第14号議案から第18号議案の予算

補正を提案させていただきました。全国の国保連合会と足並みを揃えるためにもご理解

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 それでは、議案につきましては総務部長から説明させます。 

 第13号議案につきましては、ただいま事務局長から説明申し上げました新たな積立資

産関連でございます。 

 議案書２―１、31ページをお願いいたします。第13議案「本会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の設定について」です。 

 提案の趣旨でございます。国の通知に基づく新たな積立資産として、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設定するものです。 
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 めくっていただきまして、33ページをお願いいたします。国の通知、国民健康保険団

体連合会における経理事務についての一部改正に伴い、本会が次に掲げる特別会計の事

業運営におきましてＩＣＴやＡＩを活用したコンピューターチェックの導入等による

審査支払業務等のさらなる高度化・効率化の取組に係る経費にあてるため、積立資産を

設定するものでございます。 

 特別会計の種類は、第１号が診療報酬等審査支払特別会計、第２号、後期高齢者医療

事業関係業務特別会計、第３号、特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計、

第４号、介護保険事業関係業務特別会計、第５号、障害者総合支援法関係業務等特別会

計の５会計でございます。 

 以上で第13号議案の説明を終わります。 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質疑、ご意見等ございましたら、お願いいた

します。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。本案件を原案どおり決することにご異議ございません

でしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、第13号議案は原案どおり決定することといたします。 

 次に、第14号議案「令和元年度診療報酬等審査支払特別会計歳入歳出予算補正につい

て」から、第18号議案「令和元年度障害者総合支援法関係業務等特別会計歳入歳出予算

補正について」までの５議案は今年度の予算補正でございますので、一括して議題に供

します。事務局から説明願います。 

○事務局 経理課長でございます。 

 議案書２―１の35ページ以降に、各特別会計予算補正を載せてございます。本日、こ

れらの内容を集約いたしましたものを資料８として配布いたしました。表題は「令和元

年度歳入歳出予算補正の概要」でございます。こちらの資料の説明をもって議案書の説

明にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料８をご覧願います。令和元年度歳入歳出予算補正の内容は３点ござい

ます。提案の趣旨とあわせて説明申し上げます。 

 １点目は、国庫補助金の返還でございます。これは昨年度に概算交付された70歳から
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74歳の国保前期高齢者に対する医療機関等窓口での１割負担軽減特例措置、いわゆる指

定公費負担医療費等に対する国庫補助金の精算に伴い精算額を国庫へ返還するため、予

算補正を行うものであります。当該国庫補助金の会計処理を行っている診療報酬等審査

支払特別会計業務勘定の予算補正となります。 

 ２点目は、新たな積立資産の設定に伴う科目設定でございます。先ほどの事務局長か

らの概要説明でも申し上げましたが、現在、国保、後期、健診、介護、障害の５つの特

別会計には、国の通知に基づき財政調整基金積立資産等の積立資産を設定しております

が、このたび発出された改正通知に基づき５つの各特別会計に新たな積立資産を設定し、

それに伴い科目を新設するための予算補正となります。 

 ３点目は、第12号議案で説明申し上げました負担金等実費精算処理を行うにあたり、

保険者様から頂戴する負担金等から精算額を控除するための予算補正でございます。対

象となるのは特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計でございます。 

 中ほどの表をご覧願います。縦軸には議決事項ごとに特別会計を、横軸には今回の補

正内容を記載し、予算補正額も含めまとめたものでございます。上から第14号議案、診

療報酬等審査支払特別会計歳入歳出予算補正は、提案の趣旨１点目及び２点目の内容が

関連する予算補正でございます。 

 横軸①の国庫補助金の返還では、平成30年度に概算交付された国庫補助金の精算に伴

い精算額を今年度国庫へ返還いたします。ここに記載はございませんが、交付額約33億

3,000万円に対して所要額は約24億4,000万円、結果として約８億9,000万円の返還とな

ります。歳入では６款１項１目「繰越金」を、歳出では８款２項１目「償還金及び還付

金」をそれぞれ増額し、補正額は８億9,378万2,000円。前年度決算剰余金の一部を国庫

へ返還するものであります。 

 横軸②の積立資産の科目設定では、新たな積立資産の設定に伴う科目設定のため予備

費を減額し、積立予算額を増額する歳出の予算補正でございます。歳出、６款１項４目

「国民健康保険等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」補正額1,000円。９款１項１目「予備費」補正額マイナス1,000円。科目を設定する

ための予算補正でございます。 

 ただいまご説明いたしました積立資産の科目設定に関する予算補正につきましては、

横軸②の欄を縦にご覧いただきますと、第14号議案から第18号議案まで各会計ともに予

備費を減額して積立予算額を増額する歳出の予算補正となりますので、以降の第15号議



- 22 - 

 

案から第18号議案までの横軸②積立資産の科目設定に関する説明は割愛させていただ

きます。今回は科目設定だけの予算補正となりますが、今後の積立につきましては慎重

に検討を進めてまいります。 

 続きまして、第16号議案、特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計歳入

歳出予算補正についてご説明いたします。 

 横軸③実費精算の欄をご覧願います。実費精算額約5,000万円につきまして、平成30

年度に国保保険者と後期高齢者医療広域連合から頂戴しました本事業負担金及び委託

金の収入額で按分し、今年度にご負担いただく負担金及び委託金から控除いたします。

歳入、１款１項１目「国民健康保険特定健康診査・特定保健指導負担金」補正額マイナ

ス4,459万3,000円。５款１項１目「後期高齢者医療広域連合委託金」補正額マイナス562

万5,000円。７款１項１目「繰越金」補正額5,021万8,000円。保険者様からの負担額を

減額し、繰越金を増額する歳入の予算補正でございます。 

 恐れ入りますが、ここでお手元の資料９をご覧願います。これは国の通知により国保

連合会に対して定められた財務諸表の１つ、収支補正予算書でございます。こちらは単

式簿記による補正予算を複式簿記に置きかえたものでございます。 

 表紙をおめくりいただきますと、表の欄外、左上に会計名称を載せてございます。 

 １枚目の診療報酬等審査支払特別会計をご覧いただきますと、表の左から２列目に当

初予算額を、その右側に補正額（５月）としてこちらには５月に行った補正予算を、さ

らにその右側に補正額（７月）と欄を設け、ただいま上程いたしました補正予算をそれ

ぞれ科目ごとに当てはめたものでございます。また、これ以降の他の特別会計におきま

しても、同様に右から２列目の補正額（７月）の欄に補正予算を載せてございます。内

容につきましては先ほどと重複いたしますので説明を割愛させていただきますが、後ほ

どご覧いただければと存じます。 

 以上、第14号議案から第18号議案まで歳入歳出予算補正の説明を終わります。 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質疑、ご意見等ございましたら、お願いいた

します。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。ただいま上程いたしました５議案を原案どおり決する

ことにご異議ございませんでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 
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 ありがとうございます。それでは、第14号議案から第18号議案は、原案どおり決定す

ることといたします。 

 次に、第19号議案「役員の選任について」を上程いたします。事務局から説明願いま

す。 

○事務局 議案書２―１、69ページをお願い申し上げます。第19号議案「役員の選任に

ついて」でございます。 

 提案の趣旨です。役員の退任等に伴い、役員の選任を求めるものでございます。前中

央区長・矢田美英氏におかれましては４月末に退任されたことに伴い、今回理事を退任

されました。また、杉並区長・田中良氏におかれましては今月末をもって本会監事を退

任されることとなりました。このため、特別区を代表する理事１名、監事１名の後任の

役員につきまして、本会規約第21条の２の規定に基づき選任いただきたいというもので

ございます。 

 71ページをお願い申し上げます。後任の理事候補者につきましては、本会規約に定め

ます選挙区でございます特別区から中央区長・山本泰人氏。また、後任の監事候補者に

つきましても、特別区から中野区長・酒井直人氏のご推薦を頂戴しております。新たに

ご就任される役員の任期につきましては、本年８月１日から前任者の残任期間でござい

ます令和２年７月31日まででございます。なお、理事候補者であります中央区長・山本

泰人氏が理事に選任された場合は、去る７月19日開催の第２回理事会におきまして事業

計画及び予算に関する委員会委員の委嘱について同意を得ておりますことをご報告申

し上げます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長 事務局の説明が終わりました。ご質疑、ご意見等ございましたら、お願いいた

します。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りをいたします。本案件を原案どおり決することにご異議ございませ

んでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、第19号議案は原案どおり決定することといたします。 

 議決事項はすべて終了いたしましたが、先般の理事会にて副理事長の互選が行われま
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したので、事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局 現副理事長でございます大田区長・松原忠義氏におかれましては、今月末を

もちまして本会副理事長をご退任されることとなりましたので、その後任につきまして

去る７月19日に開催されました理事会におきまして副理事長の互選を行った結果、現理

事でございます港区長・武井雅昭氏が特別区保険者を代表する副理事長に選出されまし

たことをご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

 

閉  会（～午後３時15分） 

 

○議長 以上をもちまして、本日予定しておりました案件はすべて終了いたしました。

皆様方には長時間にわたりご審議をいただき、また議事の円滑な進行にご理解とご協力

を賜りましたことに感謝申し上げます。 

 最後に、先ほど事務局からもありましたが、私から副理事長退任にあたりまして一言

ご挨拶を申し上げます。改めまして、大田区長の松原でございます。私は平成29年８月

から２年間、副理事長を務めてまいりました。これまでの間、安藤理事長をはじめ、理

事・会員の皆様にお力添えをいただき、副理事長として大過なく務めることができまし

た。心から御礼を申し上げます。 

 さて、昨年度から都道府県が財政運営の責任主体となる新たな国保制度がスタートし、

また冒頭、理事長のご挨拶にもありましたが、本年５月には健康保険法等の一部を改正

する法律が成立いたしました。少子高齢化や医療の高度化など、医療保険制度を取り巻

く環境は大きく変化しておりますが、私も皆保険制度を支える保険者の長として、また、

今後も理事として国保連合会の運営に携わることで、しっかりと責任を果たしてまいり

たいと存じます。 

 最後に、保険者並びに国保連合会の皆様方におかれましては、これからの社会保障制

度の担い手としてご活躍されることを祈念いたしまして、副理事長退任のご挨拶とさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 以上で総会は終了となりますが、事務局からご連絡申し上げます。去る19日に開催い

たしました理事会と本日の総会におきまして、副理事長及び役員の選任が行われました
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ことに伴う新たな役員名簿につきましては、明日、全保険者様にメールにて送付させて

いただきますので、よろしくお願い申し上げます。また、既にご案内申し上げておりま

す保険者協議会の説明会につきましては15時25分からこの会場において開催いたしま

す。これから座席を準備いたしますので、出席される方は少々お時間を頂戴したいと思

います。 


