
 公  告 

 

令和４年２月２４日開催の本会通常総会で議決された事項について公告する。 

 

令和４年２月２４日 

岩手県国民健康保険団体連合会 

理事長  谷 藤 裕 明 

 
議  案 

 

議案第１号 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財政調整基金積立資産の処分について 

議案第２号 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財政調整基金積立資産の処分について 

議案第３号 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財政調整基金積立資産の処分について  

議案第４号 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財政調整基金積立資産の処分について  

議案第５号 令和４年度岩手県国民健康保険団体連合会事業計画について 

議案第６号 令和４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について 

議案第７号 令和４年度岩手県国民健康保険団体連合会一般会計予算について 

議案第８号 令和４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予算について 

議案第９号 令和４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予算について 

議案第10号 令和４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予算について 

議案第11号 令和４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予算について 

議案第12号 令和４年度岩手県国民健康保険団体連合会国保会館特別会計予算について 

議案第13号 令和４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予算について 

議案第14号 令和４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予算について 

議案第15号 令和４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予算について 

議案第16号 令和４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予算について 

議案第17号 令和４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予算について 

議案第18号 令和４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予算について 

議案第19号 岩手県国民健康保険団体連合会役員の選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



積立金の処分について 

 

議案第１号 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財政調整基金積立資産の処分について 

令和３年 12月 31日現在積立額 今回処分額 処分後の積立額 

56,454,409 円 56,454,409 円 0円 

 

 

議案第２号 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財政調整基金積立資産の処分について 

令和３年 12月 31日現在積立額 今回処分額 処分後の積立額 

14,475,555 円 14,475,555 円 0円 

 

 

議案第３号 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財政調整基金積立資産の処分について  

令和３年 12月 31日現在積立額 今回処分額 処分後の積立額 

3,562,405 円 3,562,405 円 0円 

 

 

議案第４号 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財政調整基金積立資産の処分について 

令和３年 12月 31日現在積立額 今回処分額 処分後の積立額 

3,115,806 円 3,115,806 円 0円 

 

  



令和４年度 事業計画等 

 

議案第５号 令和４年度岩手県国民健康保険団体連合会事業計画 

 

第１ 基本方針 

１ 国保制度の安定的運営に向けた業務の強化 

国民健康保険の安定的な財政運営、国民健康保険事業の広域化及び効率的な運営の推進を図

るため、第２期岩手県国民健康保険運営方針に基づき、県と連携して、市町村における適正な

保険税の徴収及び保険給付並びに医療費の適正化等の支援に取り組むとともに、保険者事務の

共同実施や市町村事務処理標準システムの共同利用により、市町村が担う事務の広域的及び効

率的な運営の推進を支援する。 

２ 市町村等の医療・保健・介護・福祉の支援業務の強化 

市町村等における医療・保健・介護・福祉の取組の充実を図るため、国保・後期高齢者ヘル

スサポート事業や国保データベース（ＫＤＢ）システムの活用等により、保険者等が行う保健

事業の支援に取り組む。 

また、介護給付費等審査支払業務や障害者総合支援給付等審査支払業務の充実に努めるとと

もに、第三者行為求償事務の受託等により保険給付の適正化を支援する。 

３ 診療報酬等審査支払業務の充実 

国保総合システムや審査支援システム等を活用し、高点数レセプトや入院レセプトの重点審

査、縦覧・横覧・突合点検を実施するほか、保険者のレセプト点検や医療保険と介護保険の給

付調整に関する突合点検を受託するとともに、審査事務共助の一層の強化に取り組み、効率的

かつ適正な審査支払業務を推進する。 

また、審査支払機関改革の動向等も踏まえ、国保審査業務充実・高度化基本計画に基づき、

国保中央会と連携して審査支払システムの開発、審査基準の統一、審査業務の効率化等に向け

た取組を進める。 

４ 適正な事業運営の推進 

本会は、国保保険者ひいては国保被保険者のための団体であり、本会の事業を運営するため

に必要な財源が保険者の負担金及び手数料等で賄われていることを踏まえ、厳しい財政状況を

考慮しながら保険者のニーズの把握に努め、コスト意識を強く持って引き続き経費の節減、人

員体制の適正化及び事務の効率化等を図り、財政運営の透明性を確保しながら適正な事業運営

を推進する。 

また、新型コロナウイルス感染症への対応については、感染状況等による影響に留意しなが

ら事業運営を進めるとともに、医療機関等への支援金の支払やワクチン接種費用の精算を受託

するなど行政のニーズに協力していく。 

 

第２ 重点事項 

１ 国保制度の安定的な運営に向けた取組の推進 

２ 保健事業の推進 

３ 国保診療施設運営対策の推進 

４ 診療報酬等審査支払業務の充実 

５ 後期高齢者医療事業関係業務の充実 

６ 介護保険事業関係業務の推進 

７ 障害者総合支援法関係業務等の推進 

８ 保険者事務共同事業の推進 

 

第３ 実施事業 

[重点事項] 

１ 国保制度の安定的な運営に向けた取組の推進 

⑴ 国保制度改善強化全国大会への参画及び陳情活動の展開 



⑵ 国保事業充実強化推進運動（新・国保 3％推進運動）の推進 

⑶ 広域化及び効率化に向けた保険者支援の充実 

⑷ 国民健康保険フォーラムの開催 

⑸ 国保地区協議会及び国保運営委員協議会との連携 

 

２ 保健事業の推進 

⑴ 保険者支援事業等の推進 

⑵ 特定健診等データ管理業務の実施 

⑶ 保健推進委員等代表者協議会事業の推進 

⑷ 在宅保健活動者連絡協議会事業の推進 

 

３ 国保診療施設運営対策の推進 

⑴ 国保診療施設の医師確保対策の推進 

⑵ 地域医療研究会事業等の推進 

 

４ 診療報酬等審査支払業務の充実 

⑴ 審査支払業務の充実 

⑵ 審査事務共助の充実 

⑶ 保険者支援事業の推進 

⑷ 国保審査業務充実・高度化基本計画の推進 

 

５ 後期高齢者医療事業関係業務の充実 

⑴ 審査支払業務の充実 

⑵ 後期高齢者医療広域連合受託業務の実施 

 

６ 介護保険事業関係業務の推進 

⑴ 審査支払業務の充実 

⑵ 介護サービス相談・苦情処理業務の充実 

⑶ 保険者事務共同処理事業の実施 

⑷ 介護給付適正化事業の実施 

 

７ 障害者総合支援法関係業務等の推進 

⑴ 審査支払業務の充実 

⑵ 市町村等事務共同処理事業の実施 

 

８ 保険者事務共同事業の推進 

⑴ 共同電算処理事業の推進 

⑵ 第三者行為求償事務の充実 

 

[その他連合会事業] 

１ 県・市町村単独医療費助成事業の実施 

２ 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する事務の実施 

３ 風しん対策に関する業務の実施 

４ 新型コロナウイルス感染症対策に関する業務の実施 

５ 保険者協議会事業への参画 

６ 保険料の年金からの特別徴収等に係る経由事務の実施 

７ 広報事業の充実 

８ 機関会議等の開催 

   



議案第６号 令和４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 

 

１.一般負担金 

　国保診療施設割

　令和4年4月1日現在開設中の診療施設数及びベット数に
　それぞれ別に定めた額を乗じた額
　病院　　　1施設当たり
　診療所　　1施設当たり
　病院　　　ベット数150床以上1床当たり
　病院　　  ベット数149床以下1床当たり
　診療所    1床当たり

45,000円
39,000円
   500円
   450円
   400円

5月31日

　保険者平等割 　1会員につき別に定めた額 250,000円 5月31日

　国保診療施設
　保険者負担金

　令和4年4月1日現在診療施設を有する会員に1会員につき
　定めた額

80,000円 7月31日

種　類 算　定　基　準 単価 納期限

　被保険者割
　令和2年1月から令和2年12月までの各月末における被保険
者数の平均数に被保険者1人につき定めた額を乗じた額

644円21銭
1期  5月31日
2期  8月31日
3期 11月30日

 
 

２.審査支払手数料 

　
　請求明細書・支給申請書1件当たり

　支給申請書1件当たり

70円

70円

　請求明細書1件当たり 94円
公
費

後
期

　公費負担医療費審査支払手数料

　後期高齢者医療診療報酬審査支払
　手数料
　　※柔道整復療養費審査支払
　　手数料を含む

　療養費審査手数料
　　※はり、きゅう及びあん摩マッサ
  　ージ指圧療養費審査手数料を含む

種　類 算　定　基　準 単　価

　請求明細書・支給申請書1件当たり
　会員保険者分

　支給申請書1件当たり

48円

48円

国
保

　診療報酬審査支払手数料
　　※柔道整復療養費審査支払
　　手数料を含む

　療養費審査手数料
　　※はり、きゅう及びあん摩マッサ
  　ージ指圧療養費審査手数料を含む

 
 

３.老人保健保険者別医療費通知手数料（過誤調整分等） 請求明細書 1件当たり 

   医療給付額通知委託料 

（１）市町村国保分    6円 16 銭 

（２）組合国保分    15円 30 銭 

医療費支給額通知委託料及び第三者納付金等収入額通知委託料 

（１）市町村国保分    6 円 16 銭 

（２）組合国保分     7円 65 銭 

 

４.出産育児一時金支払事務費  1 件当たり（全国一律単価）   210円 



５.保険者事務共同電算処理事業関係手数料 
種　類

毎月1回

　（20）保険者レセプト点検支援業務

　（18）高額療養費支給台帳（電子帳票）

〃

　（16）療給実績基礎資料

　（14）介護2号被保険者数 年1回
　（15）第三者行為求償対象候補一覧表 毎月1回

　（13）事業状況報告書（高額療養費の現物給付に係る報告） 〃
　（12）事業状況報告書Ｅ表

年3回
　（17）退職被保険者適用適正化業務 年2回

　（10）国民健康保険世帯主・被保険者索引簿 年2回
　（11）事業状況報告書Ａ表 毎月1回

　（8） 国民健康保険重複多受診者一覧表

〃

　（6） 高額療養費支給該当者一覧表 〃
　（7） 国民健康保険給付記録リスト 〃

〃
　（9） 国民健康保険長期入院者リスト 〃

34円

算定基準 単　価

　共同電算処理業務（一般業務）

　（1） 資格確認結果表 毎月1回
　（2） 給付確認結果表 〃
　（3） 遡及資格確認結果表 〃

年1回
毎月1回

　（19）高額療養費（年間外来合算）算定業務（仮算定）
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　（本算定）

請求明細書1件当たり

※柔整契約分含む

　（4） 遡及資格確認後正当結果表 〃
　（5） 特例対象者リスト【例月分】 〃



　　　　       〃   　　　　　　        【標準システム版】 〃 35円

　　　　       〃   　　　　　　        【標準システム版】 〃 50円

1世帯当たり

　（17）国民健康保険無受診世帯一覧表

32円

　　　　       〃   　　　　　　        【標準システム版】 〃 32円

　（8） 被保険者証と高齢受給者証の一体化作成 受給者1人当たり 35円

　　　⑦　被保険者証と同封物5点

　　　⑧　仕分け等オプション作業料金

〃 10,000円

年1回（1世帯当たり） 15円

　（13）標準システム対応プログラム（医療費通知） 〃 57,200円

　（16）世帯名簿一覧表【擬制世帯】【学】【遠】 年2回（1世帯当たり） 5円

年3回（1人当たり）

50円

　（18）国民健康保険給付記録一覧表 年1回（1人当たり） 8円

　（19）高額医療・高額介護合算算定業務

　（15）後発医薬品利用差額通知（Ａ4サイズ）

　　　　       〃　　　　　　 （圧着はがき） 〃

　（12）国民健康保険医療費通知資料作成結果データ

　　　③　被保険者証と同封物1点 〃 9円

10円

〃 11円

　　　④　被保険者証と同封物2点 〃

別途単価を設定

　（7） 被保険者証作成結果データ 〃 10,000円

13円

　（6）国民健康保険被保険者証の封入封緘

1世帯当たり 8円

22,000円

　　　⑥  被保険者証と同封物4点 〃 12円

　　　①　基本料金 1保険者当たり

〃

32円

　（3）国民健康保険被保険者証　窓口交付分 〃 20円

被保険者1枚当たり

32円

9円

種　類 算　定　基　準 単　価

　（4）国民健康保険被保険者証用封筒の共同作成 1枚当たり 9円

　（2）国民健康保険短期保険者証（カード） 〃

　　　　       〃   　　　　　　        【標準システム版】 〃

　共同電算処理業務（特別業務）

　（1）国民健康保険被保険者証（カード）

1保険者当たり

　　　⑤  被保険者証と同封物3点

〃

　　　②　被保険者証のみ

　（5）国民健康保険被保険者証用カードケースの共同作成

　（9） 被保険者証と高齢受給者証の一体化対応プログラム

　（11）国民健康保険医療費通知資料

1保険者当たり 40,000円

　（10）標準システム対応プログラム（被保険者証等） 〃 104,500円

1保険者当たり 別途単価を設定

　（14）国民健康保険医療費通知窓口発行対応ツール 〃 20,000円

毎月1回（年間） 20,000円

39円

67円

　　　　 ※新規外字追加オプション作業料金



毎月1回（1処理当たり）

　（22）①国民健康保険レセプト電算処理システムコード情報ファイル提供ツール作成 1保険者当たり（初回のみ） 102,850円

　　　　③突合処理用請求支払給付データ作成 年1回（1処理当たり） 11,000円

　　　　②国民健康保険レセプト電算処理システムコード情報ファイル提供 毎月1回（1処理当たり） 20,350円

　（21）①結核・精神に係る特別調整交付金申請データ抽出業務 毎月1回 7円60銭

　　　　②抽出元データ作成 17,000円

　（20）国民健康保険給付データ提供（磁気媒体） 毎月1回（1処理当たり） 24,000円

（請求明細書1件当たり）

　　※　保険者独自フォーマットで作成の場合は、別途単価を設定

種　類 算　定　基　準 単　価

 
６.国保連ネットワーク接続端末セキュリティ対策費用 

　（1）基幹系システム（医療系）セキュリティ対策費
（保険者等独自調達パソコン）

1台当たり
15,128円

種　類 算　定　基　準 単　価

 

７.県及び市町村単独医療費助成事業関係事務処理費用 

　（1）県及び市町村単独医療費助成事業

　　　①　償還分審査集計事務処理手数料

　　　②　現物給付分審査支払手数料

　（2）県及び市町村単独医療費助成事業特別業務費用

　　　① 医療費受給者証

　　　       　〃

　　　② 医療費受給者証（手書分）

　　　       　〃      （手書分）

　　　③ 医療費給付決定通知書

　　　       　〃

　　　       　〃

　　　       　〃

　　　④ 金融機関振込依頼書・領収書

　　　⑤ 給付決定額計算結果情報提供

　　　       　〃

　　　       　〃

　　　⑥ 受給者マスタデータ提供

　　　⑦ 給付決定通知書用封筒

　　　⑧ 受給者証用封筒

1枚当たり　※申込枚数で単価変動あり 13円

2,000円

　　　〃　　2部 34円

（印影なし）1枚 13円

（印影あり）1部 32円

（印影あり）1枚 24円

基本額（1,000件まで） 30,000円

1件当たり 11円

　　　〃　　2部 42円

（印影なし）1部 24円

医療費助成給付請求明細書1件当たり

加算額（1,001件～2,000件）

加算額（2,001件以上について1,000件毎）

93円

医療費助成給付申請書1件当たり 66円

（印影あり）1枚 47円

（印影なし）1枚 39円

1,000円

1貸出しにつき 10,000円

〃 25円

種　類 算　定　基　準 単　価

 
 



８.介護保険関係 

　介護保険審査支払手数料

　（1） 介護給付費審査支払手数料

　（2） 介護予防・日常生活支援総合事業費

        審査支払手数料

　（3） 公費負担医療等審査支払手数料

        （原爆医療、石綿救済審査支払手数料を除く）

　（4） 原爆医療審査支払手数料

　（5） 石綿救済審査支払手数料

　保険者事務共同処理手数料（帳票の場合のみ）

  （1） 要介護認定更新支援処理

  （2） 償還払給付額管理処理

  （3） 介護給付費通知作成処理

  （4） 高額介護サービス費支給処理

  （5） 高額医療・高額介護合算処理

〃 5円

－ 0円

〃 5円

〃 5円

〃 95円

出力した帳票1枚当たり 5円

〃 65円

〃 95円

〃 65円

種　類 算　定　基　準 単　価

明細書1件当たり 65円

 
 

９.障害者総合支援関係 

　（4） 高額障害福祉サービス費支給処理 － 0円

　（5） 高額障害児給付費支給処理 － 0円

〃 110円

　市町村等事務共同処理手数料

　（6） 統計資料作成処理 － 0円

　障害児給付費審査支払手数料

　（1） 基準該当障害福祉サービス等

　（2） 基準該当障害児支援

〃

種　類 算　定　基　準 単　価

　障害介護給付費審査支払手数料 請求1件当たり 110円

110円〃　（3） 地域生活支援事業

110円

〃 110円

 
 

10.保険料の特別徴収等に係る経由機関業務関係 

　　　　※ 納期限

上期9月30日

下期3月25日

種　類 算　定　基　準 単　価

　経由機関業務手数料 　当該年4月末時点の介護保険第1号被保険者数1人当たり 6円32銭

 
 

11.特定健康診査・特定保健指導関係 

種　類 算　定　基　準 単　価

　特定健診等データ管理システム手数料 　特定健診受診件数、特定保健指導件数及び
　後期高齢者の健診件数　　各1件当たり

215円

 
 

 



12.第三者行為求償事務関係 

　（国保及び介護保険者に限る）

種　類

　第三者行為求償事務受託手数料

算　定　基　準

　令和4年1月から12月までの損害賠償送金額の5％

 
 

13.国保情報集約システム関係 

種　類 算　定　基　準 単　価

　国保情報集約システム手数料 18円　令和3年9月末における国保及び退職の

　被保険者数1人当たり
 

 

14. 国保データベース（KDB）システム関係 

　※被保険者数は、令和2年1月から令和2年12月までの各月末におけ
    る被保険者数の平均数とする。

各市町村等手数料

　令和4年度国保データベース（KDB)システム手数料の

　国保分総額から岩手県負担分を除いた額

種　類

　国保データベース（KDB）システム手数料

算　定　基　準

【会員保険者分】

×
各市町村等被保険者数

岩手県の国保の被保険者数
＝

 
 

15.市町村医師養成事業負担金 

令和4年度市町村医師養成事業の市町村負担金総額

※人口は、令和3年10月1日現在

種　類 算　定　基　準 納期限

　令和4年度市町村医師養成事業負担金

10月31日　×
各市町村人口

　＝　各市町村負担金
岩手県人口

 
 

16.退職者医療事業分担金 

　退職者医療事業分担金 　年金受給権者1人当たり

（国保中央会決定額）

※令和3年度　3.3円

種　類 算　定　基　準 単　価

未定

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７号～議案第１８号 

 

令和４年度 各会計歳入歳出予算総額一覧表 
単位：千円 

 

 

 

議案第１９号 岩手県国民健康保険団体連合会役員の選任について 

 

役 員 氏  名 公 職 名 備  考 

理 事 岡 本 正 善 洋 野 町 長 久慈地区 

監 事 平 野 公 三 大 槌 町 長 岩手県町村会 

任期：令和４年２月 24日から令和５年７月 31日まで 

本年度 前年度 比　較 比較増減割合（％）

3,546,849 252,981 3,293,868 1,302.02

1,312,781 1,296,751 16,030 1.24
99,377,577 92,820,273 6,557,304 7.06
2,469,190 2,111,784 357,406 16.92

352,805 403,205 △ 50,400 △ 12.50
3,845,369 3,860,920 △ 15,551 △ 0.40

103,709 120,040 △ 16,331 △ 13.60
511,420 366,085 145,335 39.70

592,587 540,816 51,771 9.57
214,759,605 211,848,393 2,911,212 1.37

467,346 392,718 74,628 19.00
270,587 291,873 △ 21,286 △ 7.29
22,290 22,290 0 0.00

105,569 68,236 37,333 54.71
31,557 31,963 △ 406 △ 1.27

270 272 △ 2 △ 0.74

218,035 214,929 3,106 1.45
156,428,000 155,383,184 1,044,816 0.67

851,560 821,596 29,964 3.65
50,600 79,947 △ 29,347 △ 36.71

57,591 63,724 △ 6,133 △ 9.62
35,235,582 34,321,278 914,304 2.66
5,963,946 5,103,354 860,592 16.86

683,076 581,016 102,060 17.57

44,068 43,520 548 1.26
699,459 707,252 △ 7,793 △ 1.10
284,388 285,877 △ 1,489 △ 0.52

5,441 4,628 813 17.57
528,291,257 512,038,905 16,252,352 3.17

 （2）特定健診・特定保健指導等費用支払勘定
 （3）後期高齢者健診等費用支払勘定
12.特別徴収情報経由業務特別会計

合　　　計

11.特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
 （1）業務勘定

 （1）業務勘定
 （2）障害介護給付費支払勘定
 （3）障害児給付費支払勘定
10.市町村医師養成事業特別会計

 （1）業務勘定
 （2）介護給付費支払勘定
 （3）公費負担医療等に関する報酬等支払勘定

9.障害者総合支援法関係業務等特別会計
 （4）第三者行為求償事務に関する支払勘定

5.職員退職手当特別会計
6.国保会館特別会計
7.健康管理施設特別会計
8.介護保険事業関係業務特別会計

会　　　計

 （3）公費負担医療に関する診療報酬支払勘定
 （4）出産育児一時金等に関する支払勘定

1.一般会計
2.診療報酬審査支払特別会計
 （1）業務勘定
 （2）国民健康保険診療報酬支払勘定

4.国保診療施設勤務医師等海外研修特別会計

3.後期高齢者医療事業関係業務特別会計
 （1）業務勘定
 （2）後期高齢者医療診療報酬支払勘定
 （3）公費負担医療に関する診療報酬支払勘定

 （5）県（市町村）単独医療費助成支払勘定
 （6）第三者行為求償事務に関する支払勘定

 （4）後期高齢者医療第三者行為求償事務に関する支払勘定

 （7）抗体検査等費用に関する支払勘定


