第 155 回通常総会議事録
日 時 令和３年７月 29 日（木） 午前 11 時 00 分～午前 11 時 52 分
場 所 国保会館「大会議室」
出席者 35 名（出席 30 名 書面出席５名）
１．開会
それでは、定刻となりましたので、第 155 回通常総会を開会いたします。
本日の出席状況でございますが、会員 35 名中、本人出席 12 名、代理出席 18
名、書面出席５名、欠席０名でございます。従いまして、連合会会議規則第４条
により、総会が成立しておりますことをご報告申し上げます。
２．理事長挨拶（谷藤裕明）
開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本日は、第 155 回通常総会を開催いたしましたところ、多数のご出席をいただ
き、誠にありがとうございます。皆様には、平素より国保事業の運営にご尽力い
ただいておりますことに対し、深く敬意を表しますとともに、本会の事業運営に
つきましても、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本会の令和２年度の事業運営につきましては、県、保険者との連携のも
とに適正な事務処理に努めましたところ、新型コロナウイルス感染症の影響等に
より、若干の収入減があったものの、皆様方のご協力によりまして、概ね所期の
目的を達成することができました。この場をお借りしまして、心より感謝申し上
げます。
昨年度は、本会の基幹事業である審査支払業務をはじめ、各種共同処理業務を
実施したほか、保険者が担う事務の効率化や広域化の保険者支援についても取り
組みを行いました。また、新型コロナウイルス感染症対策に係る業務として、令
和２年５月診療分の診療報酬等の概算前払いや、新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金事業を受託するなど、国の施策に沿った新たな業務も実施したと
ころであります。また、本年度は、新型コロナウイルスワクチン接種業務のうち、
住民票所在地以外の市町村で接種を受けた住民に係る接種費用の請求支払業務
も行っているところであり、今後とも、本会に期待されている役割をしっかり果
たして参りたいと存じます。
こうした中、令和２年７月 17 日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基
づき、厚生労働省の「審査支払機能の在り方に関する検討会」は、本年３月 29
日に改革工程表を含む報告書を取り纏めたところであります。厚生労働省、社会
保険診療報酬支払基金、国保中央会においては、この報告書を踏まえ、同年３月
31 日に、３者連名で「審査支払機能に関する改革工程表」を策定し、公表いた
しました。本会としましては、これらの動向を注視するとともに、令和６年度の
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国保総合システムの次期更改時におけるクラウド化への移行や、同システムのそ
の後における支払基金との共同開発や共同利用に適切に対応するため、保険者や
関係機関との連携をより一層深めて参る所存であります。
最後になりましたが、本日は、令和２年度の事業報告と、一般会計・各特別会
計の決算、並びに令和３年度の補正予算等について、ご協議いただくこととして
おります。なにとぞ十分なご審議をいただき、原案をご承認くださるようお願い
申し上げまして、挨拶といたします。
３．議長選任
事務局
議長の選任でございますが、お許しいただければ事務局からご指名した方
にお願いしたいと存じますが、お諮りいたします。
―異議なしの声―
事務局
ありがとうございます。それでは、一戸町の田中町長にお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
議 長
只今、指名いただきました一戸町長の田中でございます。
暫時、議長を務めさせていただきますので、皆様方のご協力をお願いいた
します。
４．議事録署名員指名
議 長
議事録署名員の指名ですが、規則により当職からご指名申し上げます。
議事録署名員には、滝沢市の主濱市長、矢巾町の高橋町長のご両名にお願
いいたします。
５．書記指名
議 長
書記指名ですが、国保連の三田地事務局長を指名いたします。
６．議案審議
議 長
それでは、議案審議に入らせていただきます。
報告事項の報告第１号 令和２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歳入歳出予算の補正（第４号）から、報告
第８号 令和３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
会計歳入歳出予算の補正（第１号）まで、いずれも専決処分の承認を求める
ことについて、でございますので、一括上程することにご異議ございません
か。
―異議なしの声―
議 長
ご異議がないようでございますので、報告第１号から報告第８号まで一括
上程いたします。事務局から説明をお願いします。
事務局
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報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和２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
別会計歳入歳出予算の補正（第４号））
報告第２号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算の補正（第
４号））
報告第３号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和２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歳入
歳出予算の補正（第４号））
報告第４号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和２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
別会計歳入歳出予算の補正（第５号））
報告第５号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計
歳入歳出予算の補正（第３号））
報告第６号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和２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
別会計歳入歳出予算の補正（第２号））
報告第７号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和３年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算の補正（第
１号））
報告第８号
専決処分の承認を求めることについて
・・・資料１により説明
（令和３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歳入
歳出予算の補正（第１号））
議 長
報告第１号から報告第８号までの説明が終わりました。ご意見、ご質問等
ございませんか。
―なしの声―
議 長
何も無いようでございますので、報告第１号 令和２年度岩手県国民健康

議

保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算の補正
（第４号）から、報告第８号 令和３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歳入歳出予算の補正（第１号）まで、原案どおり承
認することにご異議ございませんか。
―異議なしの声―
長
異議なしと認め、報告第１号から報告第８号まで、原案どおり承認いたし
ます。
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議

長

次に、認定事項に入ります。認定事項の認定第１号

令和２年度岩手県国

民健康保険団体連合会事業報告についてから、認定第 13 号 令和２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決算について
まで、令和２年度の事業報告並びに各会計の決算で、いずれも関連がござい
ますので、一括上程することにご異議ございませんか。
―異議なしの声―
議 長
異議なしと認め、認定第１号から認定第 13 号まで一括上程いたします。
事務局から説明をお願いします。
事務局
認定第１号
令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会事業報告について
・・・議案書により説明
認定第２号
令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計決算について
・・・資料２により説明
認定第３号
令和２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決算につ
いて
・・・資料２により説明
認定第４号
令和２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
計決算について
・・・資料２により説明
認定第５号
令和２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
別会計決算について
・・・資料２により説明
認定第６号
令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会職員退職手当特別会計決算について
・・・資料２により説明
認定第７号
令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会国保会館特別会計決算について
・・・資料２により説明
認定第８号
令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会健康管理施設特別会計決算について
・・・資料２により説明
認定第９号
令和２年度岩手県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計決算
について
・・・資料２により説明
認定第 10 号
令和２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
計決算について
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・・・資料２により説明
認定第 11 号
令和２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決算に
ついて
・・・資料２により説明
認定第 12 号
令和２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
特別会計決算について
・・・資料２により説明
認定第 13 号
令和２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決算
について
・・・資料２により説明
監査法人による監査結果について、資料５「独立監査人の監査報告書」に
より説明。併せて、資料６「令和２年度の収益事業に係る精算について」に
より、令和２年度分の手数料の精算は行わないことを説明。
また、連合会人件費及び給与等について、資料９「国保連合会の人件費・
給与等の状況」により説明。
議 長
説明が終わりましたので、ここで監査報告をお願いします。
熊谷紫波町長
監査報告書を読み上げて報告。
議 長
それでは、認定第１号から認定第 13 号までご意見、ご質問等ございませ
んか。
―なしの声―
議

議
議

議

長

何も無いようでございますので、認定第１号 令和２年度岩手県国民健康
保険団体連合会事業報告についてから、認定第 13 号 令和２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決算についてまで、原
案どおり認定することにご異議ございませんか。
―異議なしの声―
長
異議なしと認め、認定第１号から認定第 13 号まで、原案どおり認定いた
します｡
長
次に、議決事項に移ります。本来はそれぞれ議決をいただくところですが、
議案第１号から議案第９号までを便宜、一括上程することで、ご異議ござい
ませんか。
―異議なしの声―
長
異議なしと認め、議案第１号 令和３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）についてから、議案第９号 令和３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）
についてまで、一括上程いたします。事務局から説明をお願いします。

事務局
議案第１号
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令和３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）につい
て
・・・資料１により説明
議案第２号
令和３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）について
・・・資料１により説明
議案第３号
令和３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）について
・・・資料１により説明
議案第４号
令和３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）
について
・・・資料１により説明
議案第５号
令和３年度岩手県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計補正
予算（第１号）について
・・・資料１により説明
議案第６号
令和３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）について
・・・資料１により説明
議案第７号
令和３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１号）について
・・・資料１により説明
議案第８号
令和３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）について
・・・資料１により説明
議案第９号
令和３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）について
・・・資料１により説明
資料７「旧ひまわり荘に係る今後の対応について」により、今後の対応及
議

議

びスケジュールについて説明。
長
説明が終わりました。議案第１号から議案第９号まで、ご意見、ご質問等
ございませんか。
―なしの声―
長
何も無いようですので、議案第１号 令和３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）についてから、議案第９号 令和３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
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１号）についてまで、原案どおり議決することにご異議ございませんか。
―異議なしの声―
議 長
異議なしと認め、議案第１号から議案第９号まで、原案どおり決定いたし
ます。
議 長
次に、議案第 10 号 岩手県国民健康保険団体連合会役員の改選について
上程いたします。事務局より説明をお願いします。
事務局
議案第 10 号
岩手県国民健康保険団体連合会役員の改選について
・・・議案書により説明
事務局
会員保険者から選出する理事 12 名については、去る７月 15 日の役員会に
おいて、これまでの選考方法と同様に岩手県市長会、岩手県町村会及び岩手
県から各１名を推薦いただくほか、残りの９名は各地区から選出するものと
し、各地区の人口及び被保険者数を勘案し、盛岡地区及び胆江・一関地区は
各 2 名、その他の地区は各１名としています。また、監事３名については岩
手県市長会から１名、岩手県町村会から２名を推薦いただくほか、会員以外
の者から選出する理事については、本会役員会から推薦をいただくことにし
ています。なお、関係団体等からの役員候補者の推薦を踏まえ、役員会の決
定に従って役員選考委員会を書面により開催したところです。それでは、選
考委員会がとりまとめた新役員候補者のリストを事務局からお配りします。
裏面には、各地区から選出された７名の選考委員を掲載しています。
それでは役員候補者を発表いたします。敬称は省略させていただきます。
まず理事 13 名は、
市長会推薦、市長会 会長の
町村会推薦、町村会 会長の
国保連役員会推薦、学識経験者
岩手県推薦
盛岡地区推薦
盛岡地区推薦
岩手中部地区推薦
胆江・一関地区推薦
胆江・一関地区推薦
大船渡・釜石地区推薦
宮古地区推薦
久慈地区推薦
二戸地区推薦
次に、監事３名は、
市長会推薦
町村会推薦
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谷藤 裕明
鈴木 重男
鈴木 浩之
野原
勝
主濱
了
佐々木 光司
上田 東一
勝部
修
高橋 由一

盛岡市長
葛巻町長
国保連専務理事
岩手県保健福祉部長
滝沢市長
岩手町長
花巻市長
一関市長
金ケ崎町長

戸田
中居
水上
晴山

公明
健一
信宏
裕康

大船渡市長
岩泉町長
洋野町長
九戸村長

山本
神田

正德
謙一

宮古市長
住田町長

町村会推薦
議

長

議 長
議 長
事務局

議

議
議

田中

辰也

一戸町長

以上で発表を終わります。
只今、事務局から議案の説明、役員の選任方法の説明、また、選考委員会
の開催報告、並びに新役員の方々の発表がありましたが、選考委員会の報告
のとおり選任することに、ご異議ございませんか。
―異議なしの声―
異議なしと認め、新役員は選考委員会の報告どおり決定いたします。
「その他」ですが、まず事務局から何かありますか。
資料８「国保総合システムの次期更改に対する国の財政支援に係る要望に
ついて」、資料 10「令和６年度第 64 回全国国保地域医療学会について」を
説明。

長

只今、２点について説明がありましたが、この件について皆さんの方から
ご質問等何かございますか。
―なしの声―
長
無いようですので、皆さんの方から何かございますか。
―なしの声―
長
以上をもって、全議案の審議を終了いたしました。これで私の任務を終了
いたします。ご協力ありがとうございました。

７．閉会
以上をもちまして、第 155 回通常総会を終了いたします。
８．出席者
（１）出席（代理出席含む）
盛岡市 宮古市 大船渡市 奥州市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市
一関市 陸前高田市 釜石市 二戸市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町
岩手町 紫波町 矢巾町 金ケ崎町 平泉町 住田町 大槌町 岩泉町
田野畑村 軽米町 九戸村 一戸町 医師国保組合 岩手県
（２）書面出席
西和賀町 山田町

普代村

洋野町 野田村

９．議長の氏名
田 中 辰 也（一戸町長）
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上記のとおり相違ないことを証するため署名・捺印する。
令和３年７月 29 日

議

長

一

戸

町

長

印

議事録署名員

滝

沢

市

長

印

議事録署名員

矢

巾

町

長

印

書

国保連事務局長

印

記
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