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認定第1号平成28年度岩手県国民健康保険団体連合会事業報告

事業概況
国保制度は、平成27年に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改

正する法律」が成立し、財政支援の拡充等により財政基盤を強化するとともに、平成30年度からは都

道府県が財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的な役割を担うこととなった。
こうした制度改革等の動向を踏まえ、国保制度の充実強化と財政安定化対策については、本県が会長

県となった東北地方国保協議会において、各県の要望事項を取りまとめるとともに、保険者及び関係機
関との連携のもと、国保制度改善強化全国大会の決議にもとづき国会議員等に対して実行運動を展開し
た。また、国保事業の安定運営を図るため、国保事業充実強化推進運動（新・国保3％推進運動）の取
組として各種研修会の開催や広報活動を行った。

保健事業については、第2次健康ステップアップ運動の推進に努めたほか、保険者が行う国保ヘルス
アップ事業やデータヘルス計画に基づく個別保健事業に対して、本会に設置した保健事業支援・評価委

員会による支援を行った。また、国保データベース（KDB）システムを活用し、保健事業の効果的実施
とその評価に必要なデータを保険者に提供した。さらに、国保診療施設の医師確保については岩手県
地域医療対策協議会や岩手県奨学金養成医師配置調整会議に参画し、県及び関係機関と連携を図り、県

内の医師確保と医師養成事業について状況把握を行ったほか、新市町村医師養成事業により新たに9人
に貸付けを行った。

診療報酬等審査支払業務については審査支払機関の公平かつ適正な審査基準の統一を図るため、支

払基金岩手支部と本会の審査委員が協議する社保・国保審査委員会審査連絡会議を開催したほか、高点
数レセプト及び入院レセプトの重点審査や効果的な縦覧・横覧・突合点検を実施した。

介護保険事業関係業務については、全保険者を対象に介護給付適正化縦覧点検支援事業を実施するな
ど介護給付費の適正な審査支払に努めた。また、苦情処理委員会を開催して本会に申立てのあった相

談・苦情案件を審査するとともに、県及び保険者と相談・苦情への適切な対応等についで情報交換等を
行った。

このほか、障害者総合支援法関係業務、保険者事務共同事業、後期高齢者医療関係業務などの本会事

業を推進した。

なお、以上のような本会事業の運営に際しては、保険者の厳しい財政状況を踏まえ、経費節減と効率

的な事業推進に努めたほか、会計処理の一層の透明化と適正化を図るため、複式簿記による財務諸表を

公開するなど必要な情報の提供に努めた。



認定第2号～認定第14号

平成28年度各会計歳入歳出決算総額一覧表

会計 �予算現額 �収入済額 �支出済額　萱鰐 

1．一般会計 �円 �円 �円　　　　円 617，397，000 �327，453，538 �279，039，166　48，414，372 

2．診療報酬審査支払特別会計 業務勘定 �1，685，360，000 �1，322，893，596 �1，198，678，787124，214，809 

国民健康保険診療報酬支払勘定 �102，822，561，000 �93，288，060，568 �93，279，283，730　8，776，838 

公費負担医療に関する診療繭肢払勘定 �3，797，634，000 �2，605，977，888 �2，571，127，690　34，850，198 

出産育児一時金等に関する支払勘定 �3，427，205，000 �2，536，060，757 �2，536，060，757　　　＿0 

県（市町村）軍独医療費助成支払勘定 �1，423，884，000 �1，087，393，680 �1，087，393，680　　　　0 

3．後期高齢者医療事業関係業務特別会計 業務勘定 �541，978，000 �526，501，685 �484，297，610　42，204，075 

後期高齢者医療診療報酬支払勘定 �165，791，901，000 �145，060，878，751 �145，050，878，185　10，000，566 

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定 �285，070，000 �198，850，643 �198，850，643　　　　0 

4．保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計 �38，062，257，000 �35，472，212，059 �35，294，414，396177，797，663 

5．国保診療施設勤務医師等海外研修特別会計 �23，528，000 �23，026，664 �1，238，360　21，788，304 

6．職員退職手当特別会計 �77，305，000 �27，829，363 �27，829，363　　　　0 

7．国保会館特別会計 �36，349，000 �37，288，132 �23，903，100　13，385，032 

8．健康管理施設特別会計 �372，000 �376，097 �32，286　　343，811 

9．介護保険事業関係業務特別会計 � � � 

業務勘定 �231，721，000 �233，123，419 �172，416，461　60，706，958 

介護給付費支払勘定 �137，249，118，000 �114，946，778，480 �114，946，778，480　　　　0 

公費負担医療等に関する報酬等支払勘定 �1，015，405，000 �671，896，948 �671，896，948　　　　0 

10障害者総合支援法関係業務等特別会計 � � � 

業務勘定 �52，998，000 �54，094，839 �34，778，430　19，316，409 

障害介護給付費支払勘定 �26，790，618，000 �23，832，347，593 �23，832，347，593　　　　0 

障害廊訴費支払勘定 �2，607，894，000 �2，396，076，635 �2，396，076，635　　　　0 

11市町村医師養成事業特別会計 �365，149，000 �388，568，132 �164，370，000　224，198，132 

12特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 � � � 

業務勘定 �52，396，000 �51，962，948 �34，825，869　17，137，079 

特定健診・特定保健指導等費用支払勘定 �939，476，000 �512，811，746 �512，811，746　　　　0 

後期高齢者健診等費用支払勘定 �478，091，000 �119，668，638 �119，668，638　　　　0 

13特別徴収情報経由業務特別会計 �6，250，000 �6，251，592 �5，430，649　　820，943 

合計 �488，381，917，000 �425，728，384，391 �424，924，429，202　803，955，189 



議案第1号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会負担金等の賦課及び納期限の一部改正について 

改　　正　　前 �改　　正　　後 

平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会負担 �平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会負担 
金等の賦課及び納期限 �金等の賦課及び納期限 

7．国保連ネットワーク接続端末セキュリティ対 �7．国保達ネットワーク接続端末セキュリティ対 

策費用【新規】 �策費用【新規】 
種類　　　　　算定基準　　　　単価 �種類　　　　　算定基準　　　　単価 

（1）基幹系システ　（保険者等独自調　　坐型＿旦 �（1）基幹系システ　（保険者等独自調　　坦趣旦 
ム（医療系）　　達パソコン） �ム（医療系）　　達パソコン） 

セキュリティ　　　1台当たり �セキュリティ　　1台当たり 

対策費 �対策費 

備考　改正部分は、下線の部分である。 

議案第2号岩手県国民健康保険団体連合会が行う収益事業に係る平成28年度分の手数料の精算について
1国民健康保険診療報酬審査支払手数料からの控除額　　82，616，274円

＜保険者別手数料控除内訳一覧＞

保険者名 �控除額 �保険者名 �控除額 
盛岡市 �17，381，408円 �紫波町 �2，080，044円 

宮古市 �3，949，462円 �矢巾町 �1，580，683円 

大船渡市 �2，896，207円 �西和賀町 �401，512円 

奥州市 �7，697，413円 �金ヶ崎町 �929，837円 

花巻市 �6，705，184円 �平泉町 �599，031円 

北上市 �5，350，166円 �住田町 �362，520円 

久慈市 �1，972，232円 �大槌町 �959，571円 

遠野市 �1，739，996円 �山田町 �1，363，865円 
一関市 �7，594，426円 �岩泉町 �543，867円 

陸前高田市 �1，509，223円 �田野畑村 �242，230円 

釜石市 �2，346，665円 �普代村 �188，592円 

二戸市 �2，022，979円 �軽米町 �701，342円 

八幡平市 �1，831，039円 �洋野町 �1，285，395円 

滝沢市 �3，282，396円 �野田村 �307，577円 

雫石町 �1，126，239円 �九戸村 �423，624円 

葛巻町 �551，757円 �一戸町 �1，020，377円 

岩手町 �975，586円 �岩手県医師国民健康保険組合 �693，829円 

2　後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料からの控除額　　21，708，294円

＜保険者別手数料控除内訳一覧＞

保険者名 �控除額 

岩手県後期高齢者医療広域連合 �21，708，294円 



3　介護給付費審査支払手数料及び介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料からの控除額
10，221，466円

保険者別手数料控除内訳一覧＞ 

保険者名 �控除額 �保険者名 �控除額 
盛岡市 �2，181，906円 �矢巾町 �145，094円 

宮古市 �500，538円 �西和賀町 �83，972円 

大船渡市 �311，751円 �金ヶ崎町 �103，700円 

花巻市 �838，182円 �住田町 �70，211円 

北上市 �653，729円 �大槌町 �94，580円 

遠野市 �248，017円 �山田町 �121，628円 

陸前高田市 �194，163円 �岩泉町 �90，799円 

釜石市 �346，505円 �田野畑村 �25，145円 

奥州市 �954，019円 �二戸地区広域行政事務組合 �522，204円 

滝沢市 �273，332円 �盛岡北部行政事務組合 �408，613円 

雫石町 �143，113円 �久慈広域連合 �419，600円 

紫波町 �243，400円 �一関地区広域行政組合 �1，247，265円 

4　障害介護給付費支払手数料及び障害児給付費支払手数料からの控除額　　8，229，455円

＜保険者別手数料控除内訳一覧＞
i　保険者名 �控除額 �保険者名 �控除額 

盛岡市 �1，788，953円 �紫波町 �211，393円 

宮古市 �377，793円 �矢巾町 �175，266円 

大船渡市 �267，290円 �西和賀町 �66，385円 

花巻市 �515，725円 �金ヶ崎町 �100，722円 

北上市 �519，180円 �平泉町 �51，277円 

久慈市 �236，199円 �住田町 �51，235円 

遠野市 �153，789円 �大槌町 �86，238円 
一関市 �842，742円 �山田町 �99，432円 

陸前高田市 �184，214円 �岩泉町 �93，813円 

釜石市 �235，200円 �田野畑村 �20，394円 

二戸市 �244，398円 �普代村 �19，312円 

八幡平市 �178，470円 �軽米町 �84，365円 

奥州市 �718，628円 �野田村 �36，335円 

滝沢市 �264，043円 �九戸村 �39，290円 

雫石町 �86，321円 �洋野町 �124，779円 

葛巻町 �62，389円 �一戸町 �180，801円 

岩手町 �113，084円 



5　特定健診・特定保健指導等費用手数料及び後期高齢者健診等費用手数料からの控除額
9，430，947円

＜保険者別手数料控除内訳一覧＞

保険者名 �控除額 �保険者名 �控除額 

盛岡市 �1，128，357円 �矢巾町 �129，026円 

宮古市 �269，830円 �西和賀町 �30，434円 

大船渡市 �161，793円 �金ヶ崎町 �80，401円 

奥州市 �581，932円 �平泉町 �45，710円 

花巻市 �529，400円 �住田町 �30，609円 

北上市 �338，979円 �大槌町 �55，505円 

久慈市 �177，768円 �山田町 �103，372円 

遠野市 �175，086円 �岩泉町 �51，365円 
一関市 �570，096円 �田野畑村 �19，182円 

陸前高田市 �109，203円 �普代村 �17，549円 

釜石市 �147，392円 �軽米町 �79，001円 

二戸市 �150，307円 �洋野町 �83，141円 

八幡平市 �119，115円 �野田村 �15，100円 

滝沢市 �245，168円 �九戸村 �40，871円 

雫石町 �101，274円 �一戸町 �95，910円 

葛巻町 �60，169円 �岩手県医師国民腫康保険組合 �76，203円 

岩手町 �113，984円 �岩手県後期高齢者医療広域連合 �3，292，835円 

紫波町 �204，880円 

議案第3号　平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計補正予算（第2号）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

7．繰越金 � �千円 �千円 �千円 48．000 �414 �48．414 

1．繰越金 �48．000 �414 �48．414 

歳入合計 ��302、336 �414 �302，750 

歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

7．予備費 � �千円 �千円 �千円 3．603 �414 �1、017 

1．予備費 �3．603 �414 �1、017 

歳出合計 ��302，336 �414 �302，750 

議案第4号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計補正予算（第2号）
（業務勘定）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

1．手数料 � �千円 �千円 �千円 689．475 �△82．617 �606．858 

1．手数料 �275．816 �△82．617 �193．199 

6．繰入金 � �96．007 �35．551 �131．558 

2．積立金繰入金 �96．005 �35．551 �131．556 

7．繰越金 � �40．000 �84．214 �124．214 

1．繰越金 �40、000 �84．214 �124．214 

歳入合計 ��942、804 �37，148 �979．952 

歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

10・予備費 � �千円 �千円 �千円 8．286 �37．148 �45．434 

1．予備費 �8．286 �37日48 �45，434 

歳出合計 ��942．804 �37．148 �979．952 



（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

2．繰越金 � �千円 l �千円 �千円 34．849 �34，850 

1．繰越金 �l �34，849 �34，850 

歳入合計 ��3、480，729 �34．849 �3，515，578 

歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

2．諸支出金 � �千円 �千円 34．851 �千円 34，851 

1．諸支出金 � �34．851 �341851 

3．予備費 � �21 �△2 �19 

1．予備費 �21 �△2 �19 

歳出合計 ��3、480．729 �34．849 �3．515．578 

議案第5号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計補正予算（第1号）

（業務勘定）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

1．手数料 � �千円 �千円 �千円 414，832 �△21，709 �393．123 

1．手数料 �406，482 �△21，709 �384，773 

6．繰入金 � �35．435 �15．948 �51，383 

1．積立金繰入金 �35．435 �15．948 �51，383 

7．繰越金 � �30，000 �12．204 �42，204 

1．繰越金 �30．000 �12，204 �42．204 

歳入合計 ��557．538 �6．443 �563．981 

I ��歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

9．予備費 � �千円 �千円 �千円 8．557 �6．443 �15，000 

1．予備費 �8，557 �6．443 �15，000 

歳出合計 ��557．538 �6，443 �563，981 

議案第6号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業〃高額医療費共同事業特別会計補正予算（第1号）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

7．繰越金 � �千円 �千円 �千円 162、289 �15．509 �177．798 

1．繰越金 �162．289 �15、509 �177，798 

歳入合計 ��37，458，093 �15．509 �37，473，602 

I ��歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

8．予備費 � �千円 �千円 �千円 147、245 �15．509 �162，754 

1．予備費 �147、245 �15、509 �162，754 

歳出合計 ��37，458，093 �15，509 �37，473，602 

議案第7号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会国保診療施設勤務医師等海外研修特別会計補正予算（第1号）

！ ��歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

2．繰越金 � �千円 �千円 �千円 23．026 �△1、238 �21．788 

1．繰越金 �23．026 �△1．238 �21，788 

歳入合計 ��23．528 �△1、238 �22，290 

！ ��歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

2．予備費 � �千円 �千円 �千円 13．513 �△1、238 �12、275 

1．予備費 �13．513 �△1、238 �12，275 

歳出合計 ��23．528 �△1．238 �22．290 

議案第8号　平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会国保会館特別会計補正予算（第1号）

！ ��歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

2．繰越金 � �千円 �千円 �千円 10、000 �3．385 �13，385 

1．繰越金 �10．000 �3．385 �13．385 

歳入合計 ��35．107 �3．385 �38，492 

I ��歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

4．予備費 � �千円 �千円 �千円 5、920 �3．385 �9，305 

1．予備費 �5．920 �3、385 �9，305 

歳出合計 ��35、107 �3．385 �38，492 



！ ��歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

9．予備費 � �千円 �千円 �千円 5、875 �34．929 �40．804 

1．予備費 �5．875 �34．929 �40，804 

歳出合計 ��217．038 �34．929 �251，967 

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

1，手数料 � �千円 �千円 �千円 165、182 �△10．223 �154．959 

1．手数料 �157．302 �△10．223 �147，079 

7．繰入金 � �21，976 �349 �22，325 

1．積立金繰入金 �21、976 �349 �22，325 

8．繰越金 � �15．903 �44．803 �60，706 

1．繰越金 �15．903 �44、803 �60，706 

歳入合計 ��217．038 �34．929 �251，967 

議案第10号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計補正予算（第1号）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

1．手数料 � �千円 �千円 �千円 41．569 �△8，231 �33，338 

1．給付費等支 払手数料 �37，559 �△8，231 �29，328 

6．繰入金 � �8、213 �226 �8，439 

1．積立金繰入金 �8，213 �226 �8，439 

7．繰越金 � �9．339 �9．977 �19、316 

1．繰越金 �9．339 �9．977 �19，316 

歳入合計 ��59．662 �1．972 �611634 

歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

6．予備費 � �千円 �千円 �千円 6、606 �1．972 �8，578 

1．予備費 �6，606 �1，972 �8，578 

歳出合計 ��59，662 �1，972 �61，634 

議案第11号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会市町村医師養成事業特別会計補正予算（第2号）
I ��歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

4．繰越金 � �千円 �千円 �千円 221．070 �3．128 �224、198 

1．繰越金 �221．070 �3．128 �224．198 

歳入合計 ��402，303 �3．128 �405、431 

！ ��歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

5．予備費 � �千円 �千円 �千円 190．633 �3日28 �193．761 

1．予備費 �190．633 �3、128 �193．761 

歳出合計 ��402，303 �3，128 �405，431 

議案第12号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会特定健康診査。特定保健指導等事業特別会計補正予算（第1号）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

1．手数料 � �千円 �千円 �千円 42．227 �△9．432 �321795 

1．手数料 �42．227 �△9．432 �32，795 

3．繰入金 � �4、103 �△42 �4．061 

2．積立金繰入金 �4、102 �△42 �4，060 

5．繰越金 � �15．526 �1、611 �17．137 

1．繰越金 �15．526 �1．611 �17、137 

歳入合計 ��611892 �△7、863 �54．029 

歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

6．予備費 � �千円 �千円 �千円 22．444 �△7．863 �14．581 

1．予備費 �22，444 �△7．863 �14．581 

歳出合計 ��61．892 �△7，863 �54，029 



議案第13号平成29年度岩手県国民健康保険団体連合会特別徴収情報経由業務特別会計補正予算（第1号）

歳　　入 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

4．繰越金 � �千円 1 �千円 �千円 819 �820 

1．繰越金 �1 �819 �820 

歳入合計 ��4．223 �819 �5．042 

歳　　出 

款 �項 �補正前の額 �補正額 �計 

3．諸支出金 � �千円 1 �千円 �千円 810 �811 

1．諸支出金 �1 �810 �811 

4．予備費 � �9 �9 �18 

1．予備費 �9 �9 �18 

歳出合計 ��4、223 �819 �5．042 

議案第14号　岩手県国民健康保険団体連合会役員の改選
任期　自　平成29年8月1日

至平成31年7月31日

役　　員 �氏　　名 �公　職　名 �備　　考 

理　　事 �谷　藤　裕　明 �盛　岡　市　長 �市　長　会　長 
II �山　本　賢　一 �軽　米　町　長 �町　村　会　長 

II �菅　原　和　彦 � �学　識　経　験　者 

II �田　村　正　彦 �八幡平市長 �盛　岡　地　区 

〝 �高　橋　昌　造 �矢　巾　町　長 

〃 �本　田　敏　秋 �遠　野　市　長 �岩手中部地区 
〃 �勝　部　　　修 �一　関　市　長 �胆江・一関地区 

II �高　橋　由　一 �金ヶ崎町長 

lI �野　田　武　則 �釜　石　市　長 �大船渡・釜石遠野地区 

II �伊　達　勝　身 �岩　泉　町　長 �宮　古　地　区 

II �柾　屋　伸　夫 �普　代　村　長 �久　慈　地　区 

II �五枚橋　久　夫 �九　戸　村　長 �二　戸　地　区 

監　　事 �山　本　正　徳 �宮　古　市　長 �市　　長　　会 
lI �熊　谷　　　泉 �紫　波　町　長 �町　　村　　会 

II �佐　藤　信　逸 �山　田　町　長 �町　　村　　会 


