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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 30年度 第 1回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 30年 7月 5日（木） 午前 10時 00分から 12時 00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 人間科学学術院 健康福祉科学科 教授〕 

          河津 英彦  〔元 玉川大学 教育学部長・教授〕 

久保村 俊昭 〔株式会社 毎日新聞ネット 前顧問〕 

        （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 29年度における年度総括及び外部評価について 

（2）平成 29年度決算について(報告事項) 

（3）第 3次経営計画 第 1期実施計画における 3年間総括(案)について(報告事項) 

 

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。 

定刻になりましたので、只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 30 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、わたくし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、安藤理事長からご挨拶を申し上げます。 

 

（安藤理事長） 

6 月 1 日付で理事会及び総会の承認をいただきまして理事長に就任いたしました安藤でご

ざいます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

本日は、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。 

初めに、今年度からの新たな国保制度について触れさせていただきます。 

施行から 3か月経過しましたが、国保の被保険者資格を都道府県単位で管理するための「国

保情報集約システム」については、4月から大きな混乱もなく稼働しております。 

「国保事業費納付金等算定標準システム」につきましても、東京都が行う国保事業費納付金

等の算定業務を支援するため、本会では市町村基礎ファイルのデータ収集及び検証作業等を
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実施いたしました。 

これらのシステムは、今般の国保制度の運営において、極めて重要な役割を担っているこ

とから、引き続き、しっかりとシステムの管理・運用業務に取り組んでまいります。 

また、国保総合システムについては、最終的なデータ移行及び運用テストを終了し、本年

3月から稼働いたしました。その後、4月の診療報酬改定につきましても、無事に対応してお

ります。今後とも、システムの安定稼働に向け、万全を期してまいります。 

このような情勢の中、本会では、第 3 次経営計画の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、第 3次経営計画第１期実施計画の最終年度となる平成 29年度における各計画事項

の取り組み実績を報告するとともに、3 年間の取り組みの総括についても併せて報告いたし

ますので、何とぞ十分なご審議を賜りますようお願い申し上げまして、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。 

 

（加島専務理事） 

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、3件ございます。 

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） 

 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。 

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が、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。 

まず、議題の「平成 29年度における年度総括及び外部評価について」審査第 1部から説明

願います。 

 

（2）議題 

平成 29年度における年度総括及び外部評価について 

 

①  審査第 1部（説明：水田審査第 1部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 
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〔№1-1-1 審査の充実〕 

計画の概要は、本会の「審査の充実・強化」を図るため、画面審査システムに係る対応強

化や審査情報の共有化に取り組み、審査委員会に対して、より適切な対応を行うことです。 

項番 1「審査委員間における審査情報の共有」は、（1）の①の審査委員会を運営する審査

課、審査委員の審査を効率的に行うためのサポートをする審査事務共助指導課、保険者から

の再審査申出を担当する再審査課の事務局三者の打合せを表に示したとおり実施し、審査情

報を共有いたしました。 

②の審査委員を交えた会議は、「審査における課題への対応と取り決め事項」について、情

報の共有や統一を図るため、表に示したとおり実施しております。 

次に、（2）歯科における審査事例の情報共有は、小委員会分科会で審査事例を協議し、そ

の協議結果を歯科部会の全体会議に報告して、表に記載の事例数を審査基準として取り扱う

こととなりました。 

続いて、（3）審査委員による審査委員への研修会は、医科は年 4回、歯科は年 5回、記載

の日程とテーマで実施いたしました。 

次は、項番 2の画面審査システムに係る対応強化ですが、（1）では、昨年 4月以降、新た

な機能はリリースされておりませんが、改修した機能については、審査委員に対するレクチ

ャーを実施いたしました。 

（2）の既存機能の活用強化については、審査情報提供事例の薬理作用における画面操作の資

料を作成し、審査委員に周知いたしました。 

項番 3は、職員の知識向上のため、審査委員会への研修会に参加するなど、知識向上に努

めました。 

項番 4の審査の充実に向けた審査委員会の円滑な運営に係る調整については、（1）の突合 

審査の項目拡充では、再審査課と審査事務共助指導課が連携し、審査対象薬剤について突合

審査部会等と調整をいたしました。 

（2）歯科における再審査縮減に向けた取り組みについては、再審査の申出の多い事例につい

て、再審査部会で協議を行うとともに、審査事務共助をできる事例を洗い出すための作業部

会を立ち上げ、原審査に反映できる項目を審査委員会で協議し、決定いたしました。 

自己評価でございます。 

審査委員会の事務局として、審査委員間の審査情報の共有化に努め、適正な審査及び審査委

員会の円滑な運営を行うことができましたので「A」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「A」で、「審査委員間における審査情報の共有化や画面審査シ

ステムに係る対応、研修の充実を図り、審査の充実・強化に努められたい。」との意見をいた

だいております。 

今後の方向性は、審査委員会の円滑な運営に係る調整を行うとともに、審査委員間の審査

情報の共有と強化を図っていきます。 

また、請求内容の多様化や請求傾向の変化等に対応するため、柔軟な審査体制を確保する

とともに、関係部署からの協力を得て、審査参考事項等（各診療科の領域以外でも審査でき
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るような内容を記載したもの）の作成を進め、審査の充実に繋げてまいります。 

 

〔№1-1-2 審査事務共助の充実〕 

計画の概要は、本会の「審査の充実・強化」を図るため、画面審査システム等の活用や職

員の審査知識向上に取り組み、審査事務共助の充実を目指すとともに、再審査容認分（連合

会責任分）を分析し、原審査に有効活用するものです。 

年度別計画は、平成 29年度の減点目標点数を、月 4,890万点といたしました。 

項番 1は、減点点数の目標値設定及び進捗管理ですが、＜査定状況＞の表の右下、平均欄

をご覧願います。 

①  入院減点数の目標点数 月 3,460万点 に対し 3,532万 6,565点 

②  外来減点数の目標点数 月 1,430万点 に対し 1,664万 4,387点 

③  減点数合計の目標点数  月 4,890万点 に対し 5,197万   952点 で減点目標点数を 

約 300万点上回り、査定率は 0.298％でした。 

 

項番 2は、診療科毎のシステムチェック項目の拡充ですが、 診療科毎にシステムチェック

項目の追加スケジュールを立て、審査委員と協議し、記載のとおり、23診療科で年間 206項

目を追加いたしました。 

(1)の国保中央会開発の標準システムである審査支援システムについては、医療的内容の確 

認ランプ、事務的内容の警告ランプ、横覧点検、縦覧点検は、本会で国保中央会が設定した 

コードを検証し、効率的・効果的な結果が出ると判断したコードのみを活用しています。 

なお、突合審査の対象薬剤については、審査委員会の了承のもと決定しております。 

活用しているコード数については、記載のとおりです。 

  (2)本会独自開発の外付システムである「審査事務共助支援システム」は、医療機関の請求

傾向や審査委員の審査傾向を反映できるシステムで、チェック項目については、審査委員と

協議し、追加や削除を繰り返しながら本会の審査に効果的に活用しております。追加項目状

況は、記載のとおりです。 

項番 3は、職員の知識向上のための研修会ですが、表に記載のとおり、施設見学を含めて

実施いたしました。 

項番 4は、事務審査課における審査事務共助の強化ですが、事務審査課に設置されている

審査事務共助担当者に対し、チェック項目を増やすときには処理方法を指導課から担当者に

説明しています。 

また、審査事務共助指導課の専門職員が行う事例を用いた研修に、事務審査課の担当者を

参加させるなど事務審査課における審査事務共助の強化に努めました。 

項番 5の再審査容認分に係る情報提供及び情報活用の強化については、連合会責任分を検

証し、その結果を原審査で有効的に活用するため、再審査課から審査事務共助指導課に 1,175

の事例を情報提供し、そのうち 1,133事例を活用しましたが、結果として、前年度に比べ月 約

85万点（0.055ポイント）ほど連合会責任分が増えております。 
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項番 6は、審査事務共助の充実・強化等に向けた検討ですが、表に記載のとおり検討を行

いました。 

自己評価ですが、8ページ下段の表に数値を記載しておりますが、再審査容認分（連合会

責任分）が前年度より増加しており、保険者再審査の結果を一次審査に反映できるよう更な

る工夫が必要であったということで「B」としました。 

内部評価は、保険者再審査の結果を一次審査に十分に反映できなかった点について改善し、

更なる審査事務共助の充実・強化に努められたいが、数値目標として掲げた減点点数を上回

る実績を収めたことを勘案し「A」との評価をいただいております。 

今後の方向性は、減点点数を高める努力はしてきましたが、保険者再審査の縮減には繋が

っていないので、申出結果を診療科ごとに分析し保険者再審査の縮減にも努めていきます。 

参考として掲載いたしました、平成 25年度から 29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。 

  本会の平成 29年度の査定率は、0.298％となっております。 

   

②企画事業部（説明：小椋企画事業部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

 〔№1-2-1 国民健康保険料（税）収納率向上の支援〕 

計画の概要は、国保料（税）の徴収部門職員等向けの研修会をはじめ、参考となる保険者

の取り組み事例の紹介や情報交換の場の提供、被保険者を対象とした広報活動等、保険者が

行う国保料（税）収納率向上対策を支援するものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「収納率向上対策研修会の実施」では、東京税務協会から講師を

招き、滞納整理等の基礎知識習得を目的とした初任者向けを 4 月、滞納整理等に向けた心構

えや資質の向上を目的とした講義形式の研修とグループワークを、実務担当者向けとして 6

月に行いました。9 月には管理監督者を対象に収納率向上に向けた心構えや進行管理に関す

る研修を行い、12月には多重債務整理に実績のある弁護士を講師に招き、実務担当者を対象

とした滞納整理等の手法について研修を開催しました。 

なお、当日は東京都福祉保健局による平成 29年度褒賞制度賞状授与式も行い、受賞 2保険

者（荒川区、町田市）から収納率向上に関する取り組み状況を発表していただきました。 

次の項番 2「取り組み事例発表及びグループワークの実施」です。これは、収納率向上に

成果を出している保険者の「先進的な取り組み」や、他の保険者が参考となり得る「好事例」

の情報を共有し、グループワークなどを通じて担当者間の情報交換や、実務的な手法を習得

する場を提供することで、実務担当者のスキルアップを図るものでございます。 

昨年度の保険者アンケートにて、「国立市の取り組みについて、詳しく話を聞きたい」との

要望が多く寄せられたことから、「好事例」として国立市には時間を拡大し発表していただき

ました。 

 また、グループワークにおいて、収納率向上に向けた心構えや滞納整理に関する事例検討
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を通じて情報交換を行いました。 

次の項番 3「収納率向上に向けた広報活動」です。これは、国保料（税）を納めなければ

いけない方々に対する趣旨普及を目的として、国保料（税）の収納率向上のためにポスター

の掲示及びラジオＣＭの放送により被保険者啓発を行うものです。 

1 つ目として、タレントの岡田結実（ゆい）さんをモデルに起用してポスターを作成し、

保険者へ送付するとともに本会機関誌「東京の国保」への掲載及び本会ホームページにて周

知しました。また、昨年に引き続き「ハローワーク」や「しごとセンター」並びに「年金事

務所」に協力していただく調整を行い、7月に掲示いたしました。 

2つ目としては、ポスターで起用した岡田結実さんのナレーションによる 20秒のラジオＣ

Ｍを作成し、6月と 10月の 2期に分けて、それぞれ 7日間で 14回の計 28回放送いたしまし

た。 

自己評価ですが、保険者へのアンケート調査結果を基に、保険者ニーズに則した研修内容

の充実を図り、また、保険者間の情報交換の取り組み強化を図るなどの工夫ができましたの

で「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」で、「保険者ニーズに則した研修内容の見直

しや、保険者間の情報交換の機会を増やすなど支援の充実・強化を図り、保険料（税）収納

率の向上に資するよう努められたい。」との意見をいただいております。 

最後に今後の方向性として、収納率向上対策研修会が更に充実した内容となるよう、講師

との十分な調整や東京都等との連携強化を図り、徴収担当者のスキルアップに繋がる支援に

努めてまいります。 

 

〔№2-1-1 効率的な組織運営の検討及び見直し〕 

計画の概要は、計画的な職員定数管理を行うとともに、事務の効率化や新たな事業の実施

等を踏まえた効率的な組織運営を整備するものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「職員定数適正化計画の進捗管理又は見直し」では、「国保審査業

務充実・高度化基本計画」や国保の都道府県化をはじめとする国保制度改革等の検討状況を

注視しつつ、平成 27 年 11 月に策定した「職員定数適正化計画第 3 版」の進捗管理を行いま

した。 

次の項番 2「定数配置等を検討するための調査・ヒアリング」ですが、9月 11日～15日の

間で、全部署を対象としたヒアリングを実施しました。 

次の項番 3「事務量調査の実施等」の(1)「全国の業務量調査に係る情報収集等」では、国

保中央会が実施する全国の業務量調査に係る検討ワーキンググループに委員として参画し、

情報を収集するとともに、本会の事務量調査への影響等について整理しました。 

次の、(2)本会の「事務量調査の実施」では、①から③に記載の事前準備を行いました。ま

た、9 月 25 日から 29 日に事務量調査システムの試用期間を設け、入力マニュアルや注意事

項等について、全職員に対してグループウェア内の掲示板等で周知しました。 

なお、上記(1)で、全国の業務量調査が本会の事務量調査へ与える影響等を整理した結果、
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本会の事務量調査データを国保中央会の業務量調査データへ紐付すること等により、職員等

の入力にかかる負担増を回避できることから、従前どおり、本会の事務量調査のみを行うこ

ととしました。 

次の項番 4「次年度組織（案）の検討及び決定」ですが、ここに記載の①から⑤までの要

素を総合的に勘案した上で組織（案）を作成し、その後、理事長、専務理事、事務局長等に

説明し、12月 21日に決裁を得ました。 

自己評価ですが、本会が取り組むべき諸課題や各部署における事務量の増減、超過勤務状

況等を踏まえた次年度の組織を編成するため、幅広く情報収集を行い、概ね計画どおりに進

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」で、「計画的な職員定数管理と効率的な組織

体制の構築に向けて各種情報収集に努め、次期職員定数適正化計画の策定に向け取り組まれ

たい。」との意見をいただいております。 

最後に今後の方向性として、平成 31年度までの職員定数を定めた「職員定数適正化計画第

3 版」の改訂に向け、国保中央会にて策定される予定の「国保連合会・国保中央会のめざす

方向」等を踏まえた、効率的な定数配置と事務組織体制等を検討していく必要があると考え

ております。 

 

〔№3-1-1 第 3次経営計画における第 2期実施計画の策定〕 

計画の概要は、本会が目指す将来像（平成 36年度）を実現するため、各部署が具体的に取

り組む第 2 期実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度）を策定し、審査の充実強化や保険者サ

ービスの向上等を図るものでございます。 

執行状況ですが、項番１「検討 PT の設置」では、4 月１日に PT 設置要領を施行するとと

もに、委員の任命を行いました。 

次の項番 2「策定作業」ですが、PTを下表のとおり 3回開催・協議し、「第 2期実施計画と

して取り扱う計画（案）」の項目について推進本部会議において了承を得た後、実施主管部署

に対し、「第 2期実施計画案（3年間計画）」の策定作業を依頼し、提出を受けました。 

次の項番 3「第 2期実施計画の決定」では、11月 16日に開催された第 3回推進本部会議に

おいて、上記、項番 2 で各部署から提出された「第 2 期実施計画案（3 年間計画）」を諮り、

了承をいただきました。 

なお、第 2期実施計画については、平成 30年 2月の理事会・総会にて報告し、3月に東京

都及び各保険者等へ冊子を送付しました。 

自己評価ですが、各部署が中長期的な課題を認識しやすくするため、本会を取り巻く情勢

に関する資料等を提供するなど、効率的かつ効果的に進めることができたことから「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」で、「策定した第 2 期実施計画が円滑に進行

できるよう管理しつつ、状況の変化等を捉えて必要に応じて見直しを図られたい。」との意見

をいただいております。 
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最後に今後の方向性として、策定した第 2期実施計画については、「国保審査業務充実・高

度化基本計画」の改革項目及び「国保連合会・国保中央会のめざす方向」等と整合性を図り

ながら、必要に応じて見直しを検討してまいります。 

 

③保健事業担当（説明：幸保健事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-2-2 保険者が行うデータヘルス計画に係る支援〕 

計画の概要は、保険者等が策定するデータヘルス計画の目標達成に向けて、効率的かつ効

果的に事業実施できるよう様々な観点から支援を行うとともに KDBシステム参加保険者の拡

大を図るものでございます。 

  データヘルス計画とは、レセプト・健診情報等のデータ分析に基づき、保健事業を PDCA

サイクルで効果的・効率的に実施するための事業計画でございます。 

項番 1、データヘルス計画に係る支援として、(1)「データヘルス計画の円滑な実施に向け

た支援」では、データヘルス計画策定にあたり、支援希望の 3保険者と平成 28年度に引き続

き支援を必要とする１保険者に支援を実施し、計画策定が完了しました。 

(2)「データヘルス計画の円滑な実施に向けた講演会等」では、①から④の講演会等を記載

のとおり実施いたしました。 

項番 2、保健事業支援・評価委員会の運営では、委員会を 6回開催し、記載の内容につい

て検討や保険者への助言を行いました。事務局として委員会が円滑に行われるよう、支援を

受ける全保険者にヒアリングを行いました。これにより、保険者の課題が明確になり、委員

会において、委員から効率的・効果的な助言が保険者に対し行われました。 

また、課題別に実施された委員会において、助言対象外の保険者でも傍聴できる機会を設

けたことで委員会の助言を多くの保険者が共有することができ、今後の課題への取り組み等

を参考にしていただくことができました。 

項番 3、保険者が実施する保健事業等に係る支援では、保険者がデータヘルス計画に沿っ

て実施している保健事業について、企画の段階から支援を行いました。また、支援実施後に

は、次年度へ提案を含めた実施報告書を提供しました。支援保険者は、次ページ記載のとお

り 23保険者でございます。 

項番 4、KDBシステムに係る導入保険者への支援等については、記載のとおり操作研修や帳

票の作成など支援を実施いたしました。 

なお、平成 30年度の KDBシステム業務委託の意向調査の結果、未参加の１保険者が参加す

ることととなり、全保険者が参加となりました。 

自己評価ですが、保健事業支援・評価委員会では、保険者に対し効率的・効果的な助言が

行われるよう事前の調整方法を工夫することができました。 

  また、KDBシステムでは、操作研修や糖尿病腎症重症化予防事業対象者の一覧を提供し、

KDBシステムの活用推進をはじめ、保険者が行う保健事業の幅広い支援を行うことができた
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ため、「A」といたしました。 

内部評価も自己評価同様「A」で、保険者が策定したデータヘルス計画の目標達成に向けて、

効率的かつ効果的な事業実施ができるよう様々な観点から支援を行うとともに、KDBシステ

ムを有効に活用されるよう取り組まれたい との意見をいただいております。 

最後に、今後の方向性として、保健事業支援・評価委員会の運営においては、委員会の支

援を希望している保険者のニーズを充足するために、本会職員が保険者訪問を行い、保健事

業を進める上での課題を事前に明確にし、委員会が円滑に実施できるよう引き続き支援を実

施いたします。 

また、保険者が実施している保健事業を PDCAサイクルに沿って事業展開できるよう支援す

るとともに、引き続き KDBシステムの操作研修や独自の比較帳票及び活用方法等の情報を提

供してまいります。 

 

④介護福祉部（説明：足立介護福祉部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-3-1 介護保険制度改正に対応した苦情相談業務の拡充〕 

計画の概要は、介護保険制度改正に伴い、予防給付のうち訪問介護・通所介護サービスが

区市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）に移行することから、区

市町村の意向を踏まえ、新しい総合事業に係る苦情にも可能な限り対応する。 

また、事業者支援研修会、苦情相談白書作成等の啓発事業を拡充し、事業者及び区市町村

を支援する。というものでございます。 

項番 1として、「新しい総合事業に係る苦情相談対応」に取り組みました。 

(1)「保険者からの依頼の受付、相談対応」です。 

新しい総合事業に移行した 62保険者のうち、これまでに、51保険者から苦情対応依頼文

書を受理いたしました。本会にて対応を行った新しい総合事業に係る苦情は 4件、相談は 1

件でした。 

(2)「保険者との情報交換・支援体制の整備」です。 

平成 29年度に予定していた 19保険者を全て訪問し、情報交換を行いました。 

また、平成 30年 2月 13日に開催した窓口担当者連絡会では、保険者のニーズに合わせ、

「事業者に対する苦情への区市町村の対応（困難事例への対応）」をテーマとし、弁護士によ

る事例検討会を行いました。 

保険者及び東京都から 48名が出席し、参加者からは、「根拠となる法令や資料等の説明が明

確であり、今後の窓口業務の参考となった。」などの感想が寄せられました。 

項番 2として、「事業者支援研修会の企画・開催」に取り組みました。 

第 1回は、平成 30年 1月 18日「文京シビックホール」、第 2回は、平成 30年 1月 25日「ル

ネこだいら」にて開催し、合計で 1,105名（うち一般都民 117名）が受講しました。参加者

からは、①の講演については、「最期の死について、『本人の意思の尊重』を考えることの重
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要性を改めて考える機会となった。」②の講演については「個人情報について、あまり他で説

明がないため、受講して良かった。」などの感想が寄せられました。 

講演テーマ及び講師につきましては、記載のとおりでございます。お読み取り願います。 

項番 3として、「苦情相談白書等の作成・発行・公表」に取り組みました。 

平成 29年版苦情相談白書については、「介護サービスと個人情報の保護」を特集テーマと

して、改正個人情報保護法に基づく介護事業者における対応の留意点を掲載し、平成 29年 8

月末に発行し、平成 29年 9月 14日に本会ホームページに掲載いたしました。 

また、区市町村、東京都及び本会に寄せられた苦情事例を本会ホームページで検索できる

「介護サービスに係る苦情検索システム」を平成 30年 2月 14日に一般公開いたしました。 

自己評価ですが、事業者支援研修会の開催周知、介護サービスに係る苦情検索システムの

公開及びその他の各取り組みについて、保険者と連携しながら、計画どおりに進行すること

ができたことから「A」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「A」で、「苦情相談に係る保険者との積極的な情

報交換に努めるとともに、事業者に対する指導助言や研修会により、介護保険の安定的な事

業運営に資するための支援をされたい。また、苦情検索システムの利用促進について検討さ

れたい。」との意見をいただいております。 

最後に、今後の方向性として、引き続き、事業者に対する指導・助言、苦情相談に係る保

険者との情報交換、及び介護サービスに係る苦情検索システムの業務執行を適正に行ってま

いります。 

 

〔№1-3-2 介護給付適正化システムの有効活用による介護給付適正化の推進〕 

保険者及び東京都との連携をさらに推し進め、介護給付適正化システムの有効活用等によ

り、介護保険事業計画や介護給付適正化事業の着実な進展に寄与するものでございます。 

項番 1として、「東京都及び保険者と連携した保険者機能強化の推進等」に取り組みました。 

(1) では、東京都と連携を図り、縦覧点検・医療情報との突合・給付実績を活用した情報等

をより多くの保険者に活用してもらうため、研修会を開催し、適正化システムの基本操作や

有効に活用できる情報の提供を行いました。 

（2）では、保険者における介護給付適正化の実施状況等を把握し、保険者が課題としている

取り組みを支援するため、計画的に保険者訪問を行いました。また、保険者が利活用できて

いない、適正化システム等の操作方法やチェックポイントについて説明を行いました。29年

度は、28保険者を訪問いたしました。 

項番 2として、「適正化システム等の利活用に関する保険者研修会等の開催」に取り組みま

した。 

事業所の傾向把握やケアプラン点検の活用方法などの内容を、島嶼地区を含め研修会を 3

回実施いたしました。 

参加された職員の感想として、「グラフなどシステムを活用し、今後自分のところの事業所

の傾向を把握、分析をしたい」など、有意義な研修だったという感想をいただいております。 
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項番 3として、「適正化システム等の有効活用事例の提供」に取り組みました。 

  平成 29年 10月に開催した保険者研修会において、保険者が特に活用している事例である

「施設サービスと在宅サービスの同時算定における重複請求」「軽度の要介護者に係る車いす

貸与や特殊寝台貸与」「医療で暦日入院での介護保険サービス」などの点検方法や事業所の傾

向を確認する方法等を説明し、情報の共有を図りました。 

  項番 4として、「介護給付適正化に係る各種システムの改修」に取り組みました。 

 事業所の動向を分析する情報は、媒体に保存し郵送にて保険者へ提供していましたが、セキ

ュリティを強化するため、10月提供分から保険者が介護情報 WEBシステムからダウンロード

し、情報を取得できるよう変更いたしました。 

また、縦覧点検では、3月提供分から、保険者が点検内容を見やすく、確認しやすくする

ため、不要な項目（様式番号、給付実績区分）を非表示にするなど、レイアウトの変更を行

いました。 

自己評価ですが、保険者訪問を実施したことで、保険者における適正化事業の実施状況や

要望等を把握し、保険者の要望を取り入れた効果的なシステム改修に繋げることができたこ

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」で、「引き続き、介護給付適正化の推進のた

め、保険者がより効率的・効果的に活用できる分析情報の提供について検討されたい。」との

意見をいただいております。 

最後に、今後の方向性として、介護給付適正化の推進を図るため、今後も計画的な保険者

訪問を実施してまいります。既に訪問している保険者に対してもフォローアップを行い、保

険者全体の底上げを図ってまいります。 

  また、保険者支援を引き続き実施していくため、有効活用事例の提供やシステム操作研修

会を開催し、要望等を踏まえ、システム改修を行ってまいります。 

 

⑤総務部（説明：木村事務局次長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№2-2-1 人材育成基本方針に基づく人材育成〕  

計画の概要は、平成 21 年 7 月策定の人材育成基本方針を改訂し、「目指すべき職員像に向

けた人材育成を図るための取り組みを実施する」ものでございます。 

執行状況でございます。項番 1「人材育成基本方針に沿った人材育成の実施」では、(1)「キ

ャリア形成の支援」といたしまして、平成 31年度職員採用に向け記載の 2点につきまして取

り組みました。 

①の求人情報サイトの活用と充実では、依然として売り手市場が続き、企業も学生の囲い

込みに注力している状況の中、より短期決戦の様相を呈しております。よって、求人情報サ

イトの利用を昨年に引き続き行うとともに、短期間で多くの学生さんに本会の事業、ひいて

は本会そのものの周知が期待できます「動画配信サービス」の利用につきまして検討しまし
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た。 

なお、平成 30 年 4 月 18 日にネット配信の収録と生放映を行い、それ以降登録されている

学生さんにはいつでも視聴が出来る環境となっております。 

②の採用活動における若手職員の参画では、世代の傾向を加味した選考を、より的確かつ

効率的に行うため、現世代に比較的近い若手職員を採用活動に参画させる方法につきまして

検討を行いました。 

なお、平成 30年 5月 7日から 10 日にかけ行いました第 1次選考の選考内容はグループデ

ィスカッション及び履歴書による書類選考ですが、試験官として人事課職員 4 名を参画させ

ました。 

（2）能力・適性を見極めた人材活用では、定期異動の見直しにつきまして、定期異動の時期

を変更した場合の利点・難点の洗い出しを行いました。 

また、個々の職員の業務遂行の適性を測る手段につきましても検討をいたしました。昇任、

昇格、昇給はこれまでどおり 4 月に行う必要があるなど、定期異動の時期を見直す動機に乏

しいことから、見直しは見送ることといたしました。 

（3）職場環境の整備では、職員が計画的かつ積極的に年次有給休暇を取得するため、4半期

ごとに、あらかじめ取得計画を立て所属長へ提出するなどの「平成 30年 年次有給休暇所得

促進対策」を策定しました。 

また、ストレスチェックでは、従来のマークシート方式から一定期間内に何度でもセルフ

チェックが可能で利便性の高い WEB 方式を採用しました。高ストレス者につきましては、産

業医による面接指導の勧奨を行いました。 

また、集計結果に基づき組織診断を行い、健康リスク値の高い部署には、専門業者により

ます個別指導を実施いたしました。 

（4）職員研修の実施では、働きやすい職場体制づくりを目指すため、組織が対策すべき重要

な取り組みであります「ハラスメント防止」を主とする研修を全職員を対象に実施いたしま

した。 

また、職層研修といたしまして、問題解決力などを習得するリーダーシップ研修や新任職

員向けにレセプトの金額計算などの実務の基礎的知識を学ぶための実務研修を実施いたしま

した。 

（5）特別区人事制度改革への対応では、特別区人事・厚生事務組合主催の説明会へ出席し、

情報収集に努めました。改正にあたりましては、実務につきまして独自の判断が必要な部分

が多く、運用設計に多くの時間を費やすこととなりましたが、労働組合との折衝や規程改正

手続きを進め、大きなトラブルなく制度切り替えを終わることができました。 

自己評価でございます。人事制度改正を含め、大きな混乱もなく取り組みを履行すること

ができましたので「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」で、人材育成基本方針に基づき、人事制度改

正を踏まえた円滑な運用に努め、人材育成の実施が充実したものとなるよう取り組まれたい。

との意見をいただいております。 
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最後に今後の方向性といたしまして、今後、さらに効率的な事業運営が求められるなか、

職員の意識改革と事務遂行能力、説明能力の向上を図るため、職員研修につきまして継続的

な見直しを行いつつ効果的に実施してまいります。 

 

⑥システム管理部（説明：池田システム管理部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№3-2-1 国保総合システムの機器更改に係る次期国保総合システムへの移行〕 

計画の概要は、国保総合システムの機器更改を 29年度に行うことに伴い、国保中央会が開

発する次期国保総合システムへの移行と本会外付システムの再構築を行うものでございます。 

実績（執行状況）ですが、まず、「全般的事項」として、「本稼働時期の延期について」を

説明いたします。 

次期国保総合システムは、標準システムの開発元である国保中央会からアプリケーション

等の提供を受け、本会で「データ移行リハーサル」等を実施し、30年 1月本稼働と計画いた

しました。 

しかしながら、「データ移行リハーサル」等で、「処理の長時間化」や「異常終了」等が発

生したため、必要なテストを 29年 12月までに完了することが困難となり、保険者のご理解

をいただき、29年 12月に、当初の予定を 2か月延期し 30年 3月本稼働といたしました。 

「項番 1の情報収集」でございます。国保中央会主催の連合会向け説明会等に参加し情報

収集を行いました。 

「項番 2の外付システム開発及び運用設計」でございます。（1）の「外付システム開発」

は、外付システムのアプリケーションを 5つのリリース時期に分け、「設計」、「製造」、「単体

試験」、「結合試験」の工程で実施いたしました。 

（2）の「運用設計」です。冒頭、説明した本稼働時期の延期に伴い、システム運用等に係る

スケジュールの再作成を行いました。 

「項番 3の運用テスト」でございます。29年度、都合、6回のサイクルテストを実施いたし

ました。本稼働直前、最後のテストを 30年１月 15日から２月 16日の期間で実施し、その結

果でございます。 

次ページに亘って試験の観点を 3つに区分しております。 

1つ目は「実行状況」でございます。バッチ処理などの走行が異常終了などなく、問題な

く完了できるかの観点です。 

2つ目は「性能検証」で、バッチ処理の完了時間が各処理で定めた性能目標値を満たすか

の確認です。 

最後、3つ目は、「同値検証」で、新旧のシステムから出力される成果物を対比し、意図す

るもの以外に差異が生じていないかの検証です。 

一部の機能等で、100％に満たない項目がありますが、原因の主な理由にはテスト時点でのア

プリケーションの故障です。 
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なお、テスト未実施の機能等は、原因となった故障の解消見込みなどを国保中央会に問合

せ、本稼働時での国保中央会サポートを要請しております。 

「項番 4の共通基盤関連」は、お読み取りください。 

「項番 5の移行切替」でございます。 

（1）は、「データ移行リハーサル」です。上段の第１回目は、29年 5月に実施し、結果は異

常終了など多くの問題が顕在化しました。 

下段の第 2回目は、本稼働時期の延期に伴い、12月 31日から１月 7日に追加実施したリ

ハーサルでございます。 

結果は、第１回に比べ異常終了等は減少しましたが、まだ問題等が残ってしまい、問題事

象を国保中央会に対し解消するよう要請いたしました。 

（2）は、「データ移行切替の本番作業」です。本番作業は、30年 3月 2日から 8日の期間で

実施いたしました。 

「項番 6の国保情報集約システム対応」は、お読み取りください。 

続いて「自己評価」ですが、「運用テスト」及び「移行リハーサル」で発生したアプリケー

ションの故障などにより、移行時期を 2か月延期したことに伴い、追加テストや再度の移行

リハーサル、各種スケジュールの調整をしたことで、システム移行切替は延期後の予定期間

内に実施できました。しかし、保険者に対して一部運用等の制限事項が生じたため、「B」と

いたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「B」で、システム移行切替後に生じている、運用

等の制限の早期解消への取り組みと、安定運用に向けて国保中央会と連携するよう、意見を

いただいております。 

最後に、今後の方向性ですが、システム移行切替後の制限事項について、要因である故障

等の早期解消に向け、国保中央会に対する要請及び故障解消までの暫定的な運用案を整備し

てまいります。 

 

⑦保険者支援部（説明：田中保険者支援部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№3-2-2 新たな国保制度に向けた標準システムの導入及び支援〕 

計画の概要は、厚労省からの委託を受けて国保中央会が開発する「国保保険者標準事務処

理システム」のうち「国保事業費納付金等算定標準システム」を導入する東京都を支援する

とともに、「国保情報集約システム」の導入に係る準備作業を的確に実施するものでございま

す。 

「1納付金システムに係る管理運用業務」の（1）アプリケーション適用及び運用テスト・

リハーサルの実施では、記載のとおり本稼働版で 3回アプリケーション適用を実施しました。 

（2）市町村基礎ファイル等のデータ収集及び集約の実施として、記載のとおり、市町村基礎

ファイルの妥当性検証及び集約業務を平成 29年 10月 2日から 11月 20日まで実施し、退職
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者保険料及び保険料軽減額の集約業務を平成 30年 1月 10日から 17日まで実施しました。 

「2集約システムの導入準備作業」の（1）アプリケーション適用等の事前運用準備として 

 平成 29年 4月 25日の本稼働版リリース 2から平成 30年 3月 1日のリリース 4bまで合計 9

回アプリケーションを適用しました。 

（2）区市町村保険者との運用テストは、記載のとおり、実施いたしました。 

№3以降、区市町村から実データをアップロードしてもらい、資格及び高額のテストを実

施しました。 

№7追加機能確認テストでは、それまでの運用テストで発生した異常終了等によりスキッ

プしていたジョブがうまく作動するか、出力できなかった帳票が出力されるかを最終確認す

るため、18区市町村の協力を得て実施しました。この確認テストで再度同様の事象が確認さ

れたことから国保中央会が 5月の機能改善版で対処し改善されました。 

（3）次期国保総合システムとの連携テストは、記載のとおり、平成 29年 7月異動分、8月

異動分の資格情報、高額情報について実施しました。 

（4）データセットアップは記載のとおり、平成 30年 2月にセットアップリハーサルを実施

し、3月に本番セットアップを実施しました。 

（5）国保システム委託電算会社連絡会は、国保情報集約システムの円滑導入の為、62区市

町村の支援ベンダ等 14団体で毎月 1回、12回開催しました。 

  この連絡会において、本会から運用テストで発生したクリティカルエラー等の事象及び具

体的な対応方法について情報提供を行いました。これにより、多くのクリティカルエラー等

がシステム対応で減少し、効率的な事務処理に繋がりました。 

（6）その他として、上段の表のとおり、保険者へ集約システム導入に係る説明会を 4回実施

し、周知を図りました。 

また、下段の表のとおり、本会職員が厚生労働省、国保中央会が主催する説明会に出席し、

情報収集に努めました。 

  二要素認証ですが、平成 29年 11 月にサーバ等を本会駒込データセンタに設置しました。 

また、集約システムにおいては、区市町村からマイナンバーを含んだ資格情報の提供があ

り、より強固なセキュリティが求められることから指静脈認証デバイスを平成 30年 2月初旬

から 3月中旬にかけて 62区町村に 176台設置しました。 

データ連携用 PCに係るファイアウォールの設置です。自庁システムから集約システム共用

端末へ資格情報を自動連携する 30保険者については、情報セキュリティを確保するため、本

会保険者ネットワークと区市町村の庁内ネットワークを不正なアクセスから守るファイアウ

ォールを平成 29年 9月初旬～平成 30年 2月末の間で設置しました。 

自己評価ですが、納付金システムに係る支援や集約システムに係る導入作業について、概

ねスケジュールどおり実施することができましたので、「A」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「A」で、「納付金システム及び集約システムの円滑な運用に資

するよう、関係者と連携を図りながら適切に対応されたい。」との意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、納付金システムについては、東京都が万全な態勢でシミュレーショ
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ンできるよう、本会において市町村基礎ファイルの適切なデータチェックなどを確実に実施

してまいります。 

また、集約システムについては、資格情報の都道府県単位での集約機能の管理や世帯継続、

高額療養費の該当回数管理を確実に実施するとともに、集約システムの対応対象外となるマ

イナンバー未設定者に対する特別な運用を確実に実施してまいります。 

 

 （植村座長） 

続いて、「平成 29年度決算について」出納室から説明願います。 

 

 平成 29年度決算について 

 

（中茎出納室長） 

 （資料№3-1に基づき説明。以下、要旨。） 

 

平成 29 年度の決算につきましては、お手元の資料№3-1「平成 29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ページの最下段「合計」欄の左から 2列目 歳入の収入済額 

 3 兆 7,158億 2,180 万 9,447円、予算現額に対する収入率は 89％です。 

右の歳出の支出済額は、3 兆 7,119億 7,420 万 5,622円、執行率は 88.9％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ページまでで、ご説明いたします。 

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 6億4,700万8,452円、 

予算現額に対する収入率は 55.2％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、5億5,828万5,587円、執行率は 47.7％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。 

一般会計の、29年度決算は収入率・執行率ともに低くなっております。 

主な理由は、繰入金及び繰出金の減少です。予算では、一般会計や各業務勘定の財源と

して繰入金を計上していましたが、国保情報集約システム導入準備経費の国からの補助等

によって、所要額のみ繰入れたことにより、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 8,872万 2,865円は決算残額として 30年度へ繰り越します。 
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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 196億 5,347万 4,531円、収入率は 90.9％です。 

主な収入は、（国保、公費負担医療の）審査支払手数料、（審査支払事務に対する）東京都

補助金及び繰越金ですが、前期高齢者の医療費の自己負担（1 割）を軽減するための国の補

助金を、本勘定で受け入れ、公費支払勘定及び柔整の特別会計に繰り出しています。 

また、29 年度は本年 3 月に運用を開始した国保総合システムの開発経費等の財源を減価

償却引当資産等から繰り入れています。 

 

支出済額は 171億 3,064万 5,335円、執行率は 79.2％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 25 億 2,282 万 9,196 円は、決算残額として平成 30 年度へ繰り越しし

ますが、このうち、約 17億 7 千万円は、前期高齢者の負担軽減措置に係る費用で、平成 30

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、後ほどご覧いただけ

ればと思います。 

  この他の支払勘定等も同様ですので、以降の説明は割愛いたします。 

次に『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 78億 9,861万 1,952円、収入率は 94.3％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

すが、29 年度は国保と同様に国保総合システムの開発経費等の財源を減価償却引当資産等

から繰り入れております。 

支出済額は 73億 6,479万 7,665円、執行率は 88％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 6,151万 7,759円、収入率は 116.5％です。 

主な収入は、（国保）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、

29年度は、繰越金の金額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 5,997万 6,099円、執行率は 75.7％です。 

次の『第三者行為 損害賠償求償事務 共同処理事業 特別会計』と、その下の、『柔道整

復施術料等 支払代行業務 特別会計』につきましては、お読み取り願います。 

次は、1番下の『保険財政 共同安定化事業・高額医療費 共同事業特別会計』です。 

収入済額は 3,677億 3,952万 9,875円、収入率は 91％です。 

主な収入は、区市町村保険者からの拠出金です。 

支出済額は 3,677億 3,952万 9,875円で収入済額と同額、執行率は 91％です。 
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主な支出は、区市町村保険者に対する交付金です。 

  なお、本事業は、平成 29 年度を以って廃止されたことから、本特別会計も平成 29 年度

を以って廃止となります。 

恐れ入ります、次の 2ページをお願いします。1番上の、『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 1,380万 4,974円、収入率は 90.7％です。 

主な収入は、（介護給付費）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 1,096万 9,696円、執行率は 78.5％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 2億 7,512万 4,720円は、主に「給付費等支払手数料」で、収入率は 86.9％、

支出済額は 2億 3,698万 2,987円、執行率は 74.8％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 4,800万 6,664円は、主に、「措置費支払代行手数料」で、収入率は 99.7％、 

  支出済額は 2,826万 5,778円、執行率は 58.7％です。 

次は『退職金特別会計』です。 

収入済額の 1億 290万 5,052円は、主に退職給付引当資産からの繰入金で収入率は、89.2％、

支出済額は、主に定年等退職者 8 名分の退職者手当金 1 億 290 万 3,558 円で、執行率は、

89.2％です。 

めくって頂きまして、次の 3 ページをお願いします。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、次のページの項番 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

四つの資産です。 

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。 

次の 4ページをお願いいたします。合計欄の平成 30 年 3 月 31日現在の残高は、99 億 850

万 8,578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。以上で資料№3-1

の単式の決算概要の説明は終わりますが、ただ今、ご説明申し上げました資料の次の、資料

№3-2、「平成 29 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則り、単式簿記の会計処理の情報を複式簿

記に当てはめまして、財務諸表等を作成したものです。 

  

内容の説明は省略いたしますが、決算の参考資料として配布しておりますので、後ほどご

覧願います。 

続きまして、次の資料、1 枚ものの資料№3-3、表題が「平成 29年度決算 一般会計と各
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特別会計業務勘定の合計」がございますが、こちらは、参考として一般会計と各特別会計

業務勘定の主な項目を集約した資料ですので、後ほどご覧願います。 

 

(植村座長) 

続いて、「第 3次経営計画第１期実施計画における 3年間総括について」説明願います。 

 

（並木事務局長） 

（資料№4に基づき説明。以下、要旨。） 

 

第 3 次経営計画の平成 27 年度から 29 年度までを経過期間とする第 1 期実施計画の実績報

告書についてとりまとめましたのでご報告申し上げます。 

第 3次経営計画の策定にあたっては、平成 26年度に「経営計画策定委員会」を設置し、平 

成 27 年度から 36 年度までの 10 年間の基本計画を策定しました。この委員会には、本会職員

に加え、東京都から国民健康保険課長と介護保険課長、特別区、市町村、国保組合の各ブロッ

クから選出された代表者で構成いたしました。そして、3年間を 1期とする実施計画を別に定

め、計画の具現化に向け取り組んでまいりました。 

今般、評価委員の皆様にご意見等をいただきながら進めてまいりました、第 1期の実施計画

が平成 29年度をもって終了となりましたので、3年間の実績報告を作成いたしました。 

記載の内容は、これまで評価委員の皆様からいただいた各年度評価の総括と今後の取り組み 

を取りまとめましたので、この場での内容の説明は割愛させていただきます。 

なお、平成 29年度の外部評価は、本日の委員会の審議を経て決定されることから、報告書  

には参考として内部評価を記載しております。審議後、本日の評価に改めさせていただきます。 

 

～質 疑～ 

 

（河津委員） 

 計画№1-1-2「審査事務共助の充実」について、質問いたします。今の御会の事業が非常に

多岐にわたっている中で、自己評価も内部評価も統一的基準が難しいと思います。どのよう

な基準なのか改めて気になりました。 

一般的に、目標を立てること、例えば子供だったら勉強を頑張る、漢字の練習という、イ

ンプットまたはプロセスを対象に評価を行うのか、または、1学期の成績が上がったからご

褒美をあげるという結果のアウトカムを評価するのかということがあると思います。このイ

ンプットとアウトカム、特に数字に現れることが評価基準に混在しているように思います。 

このことが特に、№1-1-2に端的に示されていると思いました。  

 重要な項目は、5ページに年度別計画として目標減点数が月平均 48,900,000点と出ていて、

6ページにアウトカムとして増減点数 51,302,795点、査定率 0.298％として出ています。 

これは、8ページに出ていますが、査定率が全国の国保連合会の中で 8位ということで大
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変健闘をしていることと思います。内部評価「A」というのは当然だと思います。 

一方、8ページの再審査案件の連合会責任分の容認分、つまり連合会見落としの率が、昨

年出来が良く、今年は昨年に比べその率が上がったので自己評価「B」となっています。 

5ページの取り組み項目と概要 6つのうち、「1減点点数の目標値設定及び進捗管理」と「5

再審査容認分に係る情報提供及び情報活用の強化」はアウトカムとして数値が上回った。残

りの目標「2診療科毎のシステムチェック項目の拡充」「3職員の知識向上のための研修会」

「4事務審査課における審査事務共助の強化」「6審査事務共助の充実・強化等に向けた検討」

を見ると、システム項目を何項目拡充したとか何回研修したか等は書いてありますが、あら

かじめ、数字で何回行うとか研修の成果がどのくらい上がった等の実証は伴わず、行った結

果よかったですという評価で見ているので、アウトカムでみている 2つの項目の評価が厳し

すぎるのではないでしょうか。 

そこで、質問の 1点目は、自己評価は所管課の考え方で付けているのか連合会統一的な基

準、内規的なものがあるのかということです。 

2点目は、ハードルの高い目標が入っていたとしても、ウエイトが全く同じように、その 1

つでもクリアしていないと評価は落ちてしまうのか、どのようにお考えなのでしょうか。  

 

（事務局） 

  評価の基準について、自己評価に統一基準があるか、主管課による主観なのかということ

ですが、評価にあたり、主管課の主観による評価のばらつきを抑制するため、「自己評価チェ

ックシート」というものを用いて評価しております。 

自己評価用チェックシートに 3つの観点があり、「1進行管理」「2取り組み内容及びプロセ

ス」「3実績（アウトカム）」3つの項目から、総合評価をしています。 

なお、主管課から計画に対する予算計上があれば、その結果も対象として 4項目で総合評

価をしております。 

計画№1-1-2「審査事務共助の充実」の評価については、3項目のうち、2つの項目が「A」

（良好）評価であります。3つの項目のうち、2つの項目が「A」（良好）であれば、総合評価

も「A」（良好）となるようになっていますが、ただし 1つでも「C」（改善すべき点が多く見

られる）がある場合は、総合評価として「B」評価となるチェックシートの基準になっており

ます。 

  計画№1-1-2「審査事務共助の充実」については、2つの項目が「A」評価でありますが、

１つの項目「取組内容及びプロセス」が「C」評価となったことにより、総合評価が「B」と

なっています。 

 

(植村座長） 

 ありがとうございます。河津委員いかがでしょうか。 
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(河津委員) 

評価には内部基準があって、それと照らしあわせて公平であるという考えで良いのですね。 

 

（事務局） 

 はい。 

 

(河津委員) 

では、ウエイトに差を設けず、何でも平等に計算するという方式は検討の余地があるのでは

ないか、という点はいかがでしょうか。 

 

(事務局) 

 重み付けにつきましては、例えば、3項目（「1進行管理」「2取り組み内容及びプロセス」「3

実績」）評価の順に「ABA」となった場合は総合評価が「A」となりますが、評価順に「AAB」と

なった場合、つまり、実績が伴わない場合は総合評価は「B」評価として下位評価になるように

なっています。 

逆に、今、議論に上がっている計画№1-1-2「審査事務共助の充実」は、実績は良かったので

すが、それで総合評価が上位に移行するかというと、その重み付けは行ってない状況です。 

 結果が良ければプロセス等は何でもよい、という形はとっていないということでございます。 

 

(河津委員) 

 今の回答で十分に理解できたとは言えませんが、統一的に行っていることは確認できました。

一般的には結果をどのように導き出したのかわかりませんが、結果は結果だと思います。イン

プットは、目標がはっきりしているので職員が目標に向かってきちっと業務を行えば結果は付

いてくるはずだと思います。子供の学習で言うと、アウトカムよりインプットに重点を置いた

方がいいと思うので、必ずしもアウトカムだけで評価する必要もないと思いますが、御会は、

保険者の負託を受けて仕事を行っているわけですから、アウトカムに厳しく考えなければいけ

ないというのは理解できます。しかし、評価の考え方にもう少し工夫があってもよいのではな

いかと思います。  

評価委員として、評価の仕方が機械的になりすぎていないかというのが気になるということ

を提示し、私からのこの質問は終わりにさせていただきます。 

 

（加島専務理事） 

 内部評価について、経営計画推進本部の時にも同じ話がでまして、自己評価チェックシート

は、淡々と付けていて自動的に自己評価「B」となりましたが、このことについて、今、河津先

生がおっしゃったような重み付けについて、実績重視する考えもございますが、一つ一つの項

目について重み付けはしていないです。 

しかし、経営計画推進本部として、全体の実績としてはかなり良い結果を出しているので内
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部評価は「A」と、判断し、違いが出たということです。 

 その時にもやはり実績をどう評価するか、項目の重み付けどうするか考えた方がいいと提案

をいたしました。 

 

（植村座長） 

河津委員のご指摘の点は、評価委員会の評価をどういう視点で判断するかということだと思

います。 

現実には、総合評価にしないで、プロセスの評価とアウトカムの評価を行い、どちらにウエ

イトを置くかで総合評価を出すというように、評価のプロセスもきっちり入れないといけない

と思います。 

ただ、事業の評価の形ですと、御会は、保険者からお金を頂いて、それに応じて負託に応え

た仕事をするということがありますので、努力しても負託に応えられないと評価を低くせざる

を得ないということも理解できますので、ウエイトとして、アウトカムに重視せざるを得ない

が、努力したかどうかということになりますと、プロセスに関する細かい努力ということは外

からは見えにくいので、もう少し努力すべきであったという内部の評価は尊重したいと思いま

すので、内部と外部の判断が異なることはあり得ると思います。ウエイトの付け方が違うのも

あり得るかと思います。 

外部評価をどうしたらよいか、ここで意見をいただいて決めていくことになると思います。 

 

（植村座長）  

保険者から委託されている部分の、審査の査定の結果については、良くできているとなりま

すので、再審査の連合会責任は増えていますし、努力する部分はあるという評価もできるかと

思いますが、全体として見た時はいい結果が出たので、「A」評価ということでよろしいのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

（植村座長） 

 ありがとうございます。この計画は自己評価と内部評価が分かれておりましたので、しっか

りと確認させていただきたかったところでございました。 

 

(河津委員) 

計画№2-2-1「人材育成基本方針に基づく人材育成」についてお伺いします。 

昨今、少子高齢化による労働力減少と若干の景気回復等あって、学生の就職活動が売り手市場

の中、御会が求人情報サイト等利用して努力されているのは分かりますが、どういう試験の内

容なのでしょうか。試験には一般的に、ペーパー、論文、面接等がありますが、例えばグルー

プ面接を何回やるのかといったことを教えていただきたいと思います。 
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もう 1点、採用活動に若手職員の参画とあり、若手職員にグループ面接の評価をさせている

とありました。 

大学では、高校生がオープンキャンパスに来た際、現役大学生と大学生活について語ること

が学生の獲得に大事であったり、大学生が母校の高校に行き大学の宣伝をし、現役の学生が次

の学生を獲得していくというのがあります。 

 ここではそうではなく、若手職員が面接の評価をしているわけで、若手職員の評価はそんな

に大事なのか、幹部職員として危険性はお考えなのか、職員採用と若手職員の評価についてど

う考え、どういう成果があがっているのか伺えたらと思います。つまり、試験制度と若手職員

の活用がテーマの質問です。 

3点目として、これからの連合会を担うためにどういう人物像を考えていますか。将来を担

う職員を、という説明がありましたが、これからきつい課題となっていく社会保障制度や、複

雑化していく医療保険、国保制度に関する勉強をしていたり、知識や関心がある学生をきちん

とピックアップし、獲得する方法をとっているのでしょうか。 

 

（木村事務局次長） 

 試験内容につきましては、今年は、第 1次試験 グループディスカッション（若手職員参画）、

第 2次試験 SPI(適性)検査、第 3次試験 論文、第 4次試験 管理職面接(課長中心)、第 5

次試験 役員面接となっております。 

若手職員の参加について中長期的目標として、若手職員のリクルーター制度を検討中です。

最近、民間企業も 1，2年の若手職員に第 1次選考権限を与えていることもございます。 

目指す人物像ですが、本会としては、今後、頭脳集団に転換していくと思っていますので、

多様な人材の獲得を目標としています。 

また、若手職員にメンターとして役割を担ってもらいたいと思っています。人事課職員は、

採用活動から関わることで採用後の接し方の把握もしやすくなり、新規職員と職員との信頼関

係も築けると思っております。 

今回、初めての試みとして、グループディスカッションに、採用者と年齢が近い 4人の人事

課の若手職員を参画させました。参加する職員は、事前に研修に行き、ノウハウを身につけさ

せました。 

 

（河津委員） 

若手職員の参画について良く分かりました。第 5次試験まで行うということは相当応募があ

るという印象を受けました。 

さきほどの 3点目の問題、これからの日本に重い課題となります社会保障、医療保険、国保

等について特に研究している、関心が高い職員をどうピックアップし、採用できているのかお

聞かせいただけますか。 
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(木村事務局次長) 

試験で言いますと論文ですが、社会保険制度や医療保険制度、介護保険制度等、本会の扱っ

ている大きな部分をテーマとしていますので、その内容を読んで合否を考えています。 

履歴書では見えない部分が論文ですと書き手により考えが出ますので、それを読み比べてい

ます。 

 

(河津委員)  

ありがとうございます。例えば、大学や大学院で、社会保障、医療保険、介護保険等を研究

している人をこれからの御会を考えると、そういう人材を 1本釣りしてもいいのではないかと

考えますが、現在は、そこまでは考えず、論文を選考の基準としているということでしょうか。 

 

（木村事務局次長） 

はい。この他に、インターンシップ制度を取り入れています。2週間ほどいると、人物像が

見えてきますので、人物的に良好であれば採用したいと考えています。 

また、面接は人物重視で見ています。グループディスカッションは、30分程度ですが、人物

像重視の見方で評価をしているようです。 

 

（植村座長） 

ありがとうございます。学生を送り出す立場として私も責任の一端を担っていると感じてい

ます。 

河津委員のご指摘にもありましたが、御会は、単なる審査支払機関でなく、保険者の共同体

としていろいろな役割を担っていかなくてはいけないですし、東京都のような大きな主体とな

ると、国全体の制度の運営にかかわると思います。 

学生に対して、待っているだけではなく、御会に入るとどのような仕事をしていくのかイメ

ージが湧くような、また、どのような人材を求めているのかを学生に伝えることが、良い人材

獲得に繋がると思います。 

同じ様な仕事をしたい人は公務員に流れる傾向もあります。悪く言うと、取り合いのような

感じですが、もっと魅力的な職場だとアピールしていただき、良い人材獲得を目指していくこ

とをお願いしたいと思います。 

 

(久保村副座長) 

計画№1-3-1「介護保険制度改正に対応した苦情相談業務の拡充」についてお伺いします。 

執行状況に、苦情相談白書などを作成・発行・公表しているというところに、ホームページ

を作成したという記載があります。 

御会では、たくさんの介護保険に関する苦情相談業務を行っており、多くの情報が蓄積され

ていると思いますが、単に情報を持っているだけでは宝の持ち腐れで良くないと思います。そ

の情報を公表し、利用したい人にオープンにすることは有意義だと思います。 
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実際に検索システムの利用状況はどうなのでしょうか、また、苦情件数はどのくらいの情報

が蓄積されているのでしょうか。 

また、ホームページは、単に作成して終わりでは意味がないわけで、利便性向上のため、よ

り多くの方に利用してもらわないといけないと思います。利用者数を伸ばすための今後の施策

についてお聞かせいただければと思います。 

 

(足立介護福祉部長)  

 検索状況についてですが、アクセス数として、平成 30年 4月 19日現在 659件、直近で申し

ますと平成 30年 7月 2日現在 1,267件でございます。 

掲載情報数につきましては、本会に寄せられた苦情が 217件、市町村に寄せられた苦情が 530

件、合計 747件となっております。 

今後、年に数回程度、検索対象情報を増やしていく予定です。 

また、検索システムの周知方法についてですが、本会ホームページ、事業者対象のメールマ

ガジン、新規サービス事業者説明会（毎月開催）、介護サービス通信（年 3回）、保険者研修会

への講師派遣時の講師による周知、6月に東京都で発行した福祉系広報誌「かいてき便り」で

ございます。 

今後は、検索システム利用促進のための事業者に周知するリーフレットの作成、配布を検討

しております。 

 

（久保村副座長） 

わかりました。ホームページは、放置しておくとだんだんアクセス数が下がり、忘れられて

しまうケースが多いです。 

プライバシーや個人情報保護等の問題もあると思いますが、利用者が増えるよう、今後も魅

力あるホームページを作成していただきたいと思います。 

 

（久保村副座長） 

計画№3-2-1「国保総合システムの機器更改に係る次期国保総合システムへの移行」について、

システムの開発や、新規導入に関する計画に関連して質問したいと思います。 

 次期国保総合システムが平成 30 年 1 月から稼働の予定が、異常終了等の故障のため、平成

30年 3月から本稼働となり、一部運用に制限が発生したことで自己評価「B」となっています。 

 結局、次期国保総合システムへの移行がスムーズに実施できていないということで自己評価

「B」としたと思いますが、今後、新規システムの導入には、厚労省、国保中央会、支払基金等

の関係者と協議して、既存のシステムを組み合わせ、統合して行うのは難しいのではないかと

思います。 

我々新聞業界でも、一般紙とスポーツ紙でシステムが 2 年も 3 年も統一されないことがあり

ますので、まして 4 つ 5 つの組織のシステムの統合となると、時間もお金もかかると危惧して

います。 
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そのような状況において、開発・導入経費をどのように抑制していくのでしょうか。 

また、複雑なシステムの管理は大変であり、ランニングコストが多大にかかると思いますが、 

導入経費とランニングコストについてどのように考えているのでしょうか。対策や方針があ

ればお聞きしたいと思います。 

 

（池田システム管理部長） 

まず、「開発及び導入の経費を抑制する方法」でございますが、できるだけ標準システムのア

プリケーションの改修等は行わない「単純機器更改」とすることが、外付システム開発の抑制、

これに伴うテスト工数の削減に繋がると考えられており、国保中央会のシステム委員会でも、

次回はできるだけ「単純機器更改」とする方向付けがされています。 

一方、次の国保総合システムの更改時期である平成 36年度においては、支払基金の新システ

ムとの関係を気にかける必要が出ています。今後の動向によっては、さきほどは「単純機器更

改」と申しましたが、国保総合システムのアプリケーションの改修が大きくなることも懸念さ

れています。引き続き、これらの動向に注視し、国保保険者の負担増を招かないよう、国保中

央会とともに連携してまいります。 

 そして、「ランニングコストを低減する方法」になりますが、平成 30年 3月からの本稼働後、

以前の国保総合システムに比べ、性能が向上しているバッチ処理もあります。この性能の向上

に伴い、運用業務の効率化や夜間従事するオペレーターの縮減などに転換できないか検討し、

今後システムの稼働状況を見極めた上で、効率化を実行したいと考えております。 

 また、現在、平成 30 年度末を目途に、平成 31 年度の国保総合システムに係る運用委託業務

について、プロポーザルによる委託業者選定の実施を計画しております。この取り組みにより、

市場の競争原理を働かせ、経費の縮減に努めてまいります。 

 

（久保村副座長） 

前途多難な感じもしますが、国民の健康及びその向上のため、ビッグデータの開発・活用、

人工知能の導入等、ますます複雑になると思います。 

ビッグデータを扱うことが目的の一つであるならば、それに対応するシステムを作成し、対

応していただきたいと思います。  

 

（植村座長） 

ありがとうございました。私から、計画№1-1-1「審査の充実」について質問いたします。 

レセプトの審査というのは、不正請求のチェックは当然として、むしろこれからは、そのよ

うなものは減少し、標準的な医療があり、そこから外れている審査が増加してきているのでは

ないかと思います。 

審査を通じて、効率的で適正な医療を実現していくことを普及させていく役割も御会に期待

されていると思います。審査委員が、研修会を行ったり、意見交換等をされているのは重要な

ことと思います。 
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とはいえ、医療は日進月歩、技術も標準化も進んでいますし、研究により新しい知見もでき

ていると思いますので、それらを迅速に取りいれていくことも必要になってくると思います。 

同時に、御会だけの問題ではなく、審査の統一化といいますか、各審査支払機関が新しい情

報、知見に基づいて統一的な審査をしていかなければいけないと思います。 

おそらく、国保中央会、全国の団体がいろいろな取り組みをしていると思いますが、それを

いち早く取り入れていく、あるいは、東京都の連合会ということで、いろいろな情報を発信し

ていくようなリーダー的役割も担っていただきたいと思います。 

そのような点から見た審査基準の普及、統一化の役割について、どのようなことをされてい

るのか、また、どのような現状になっているのかを教えていただきたいと思います。 

 

（水田審査第 1部長） 

審査基準の統一に向けた状況についてのご質問ですが、3点申し上げたいと思います。 

まず、審査基準の統一を推進するため、全国保連合会のうち 8割以上が採用している審査基 

準は、全国国保診療報酬審査委員会会長会議で承認を得たうえで、全国保連合会共通の審査基

準とすることとなっています。 

これを、「審査委員会の取り決め事項」と言っておりますが、現在 29 項目が確定しておりま

す。 

また、統一化された項目の取扱いについては、29 項目のうち、認めるものが 11 項目、認め

ないものと検査回数の制限などが 18 項目です。この 18 項目については、コンピューターに実

装しています。 

2点目は、全国保連合会のうち 7割以上 8割未満の連合会が採用している審査基準について 

は、常務処理審査委員等の「審査基準統一推進検討会」で協議し、基準の統一化を推進するこ

とになっていますが、現在のところ精査中で、今申し上げました確定している 29項目の拡充を

進めています。 

3点目は、告示・通知等で審査基準が明確な項目については、「審査委員会の取り決め事項」 

として、職員が事務付託を受けています。 

項目数は、3,354項目になりますが、コンピューターチェックを行っております。 

 

（植村座長） 

 ありがとうございます。これまでは、医学的というか国の方針等から審査基準が上から下り

てくる感じかと思いますが、現実に当てはめていくといろいろな問題がでると思います。審査

を行う上で、審査統一基準を図ったほうがいいという意見や新しい考え方を入れるべき等とい

う意見が審査委員から出てくると思いますので、国の基準に意見を述べるような積極的な役割

を果たしていくこともお願いしたいと思います。 
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（植村座長） 

計画№3-2-1「国保総合システムの機器更改に係る次期国保総合システムへの移行」について

質問いたします。 

自己評価も内部評価も「B」ですが、さきほどの議論にもありましたが、国保中央会のシステ

ムが上手く稼働しない、テスト結果が良くないので遅れる、あるいは一部制約がかかるという

のは、御会が努力しても結果が出ないということになり、それを努力不足というのは酷かと思

います。ただ、結果が出ずに保険者に迷惑がかかることになると、厳しい評価をせざるを得な

いのかなと思います。 

稼働はしているが、運用に一部制限事項がかかっていることに関して、保険者との間を直接

御会が取り持たなければいけないと思いますので、誰が悪いとは言えないので、努力が必要と

思います。そのあたりの状況と、どのような努力、どのような見込みとなっているのかを教え

ていただきたいと思います。 

 

（池田システム管理部長） 

 自己評価、内部評価「B」につきましては、さきほどの事務局からの説明のとおり、自己評価

の手順に基づいてチェックいたしまして、一部運用制限が出ているということで「B」評価にな

っております。 

まず、「運用制限事項」でございますが、アプリケーションの故障の影響などによりまして、

本来のシステム設計どおりの結果が得られていない事象になります。 

 一例を申し上げますと、保険者でレセプトの点検画面を操作した際、以前は他県医療機関で

も名称が表記されましたが、現在はブランクになってしまっています。 

 名称を確認したい場合は、「レセ表示」ボタンをクリックして、レセプトのイメージ画面から

見る方法になっております。こういったことから、保険者側からするとひと手間増えてしまっ

ている状況です。 

そして、「対応状況と今後の対応見込み」になりますが、既に保険者へは暫定的な対処方法を

提示しております。特に制限事項が保険者業務を著しく阻害するまでには至ってないと認識し

ております。 

また、発生件数は本稼働以降、合計 20件です。この内、既に故障対応が完了しているのは約

半分の 9件、対応未完了は 11件です。 

 この 11件の内訳ですが、対応の目途が立っているものは約半分の 6件、対応検討中は 5件と

なっております。引き続き、国保中央会に強く要請を続けていきます。 

 

（植村座長） 

ありがとうございます。致命的な問題が発生しているのではなく、着々と問題解決している

が、まだ問題が残っているということかと思います。 

このあたりの評価の問題ですが、制限が残っているということで、責任的には酷かと思いま

すがやむを得ないとも思います。いかがでしょうか。 
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（河津委員） 

以前にも申し上げましたが、外部要因と内部要因は違います。外部要因でできないというこ

とは、本来、評価の対象外だと思います。内部要因はすべて自分の責任があるのは仕方のない

ことですが、外部要因であっても内部要因と同じと理解して「B」評価であると考えます。 

今回はこれでいいかと思いますが、評価全体をもう少し考え、表現に工夫があってもいいと

いう気がいたします。 

 

（植村座長） 

ありがとうございます。久保村副座長はいかがでしょうか。 

 

（久保村副座長） 

同様です。今回はこれで仕方ないと思います。 

 

（植村座長） 

もう少し細かく、要因別が見える評価を作っていただき、コメント欄にも書き加えられるよ

うに工夫したものを基に、外部評価ができるようにしていただければと思います。 

今回は従来どおりの評価のやり方ということで、結果が出ていないのでやむを得ないという

ことでよろしいでしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

（植村座長） 

その他の計画につきましても、ご意見等がないようでしたら内部評価を以て外部評価にさせ

ていいただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

（植村座長） 

その他、何かご意見等はございますか。 

 

～な し～ 

 

（植村座長） 

それでは、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。 
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（3）閉会 

（加島専務理事） 

長時間にわたるご審議、ありがとうございました。 

最後に、主催者を代表しまして、理事長から一言申し上げます。 

 

（安藤理事長） 

本日は、多くの貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

本会は、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、職員一丸となって計画の推進に努めてまいりますので、委員の皆様におかれまして

は、今後ともご指導・ご助言を賜りますようお願い申し上げます。 

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） 

以上をもちまして、第 1回経営評価委員会を終了いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 


