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保険者の国保業務支援に 

最大限の努力で取り組んでいく 
平成 24 年熊本県国民健康保険団体連合会通常総会 

本会は、７月 23 日に KKR ホテル熊本（熊本市）で通常総会を開催した。 

提出された 12 の議案と 4 つの報告事項はすべて原案どおり可決、承認された。 

 

 

 

会に先立ち、あいさつに立った本会の幸山政史理事長（熊本市長）が、7 月 12 日に発生

した熊本県集中豪雨について被害の状況等を報告し、出席者全員で黙とうした。その後、

本会の最近の状況について、「まず、国保総合システムの稼働延期やシステム障害等で多大な

御迷惑をお掛けしたことをお詫びする。一部ではまだ多くの障害が残るが、開発責任者である

国保中央会に対して、九州各県と連携してシステム改善と安定稼働に向けた取り組みを働きか

けている。2 点目は、支払基金との統合問題で全国の国保連合会と国保中央会は、『効率化だ

けでなく医療保険制度の将来構想と併せて検討すべきで拙速な議論による統合には反対』との 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 

 

意見を表明しており、皆さま方にも御理解と御協力を賜りたい。3 点目は、

国民健康保険法改正案が 4 月 5 日に参院で可決成立したことにより、

財政基盤強化策の恒久化や都道府県調整交付金対象医療費の 2％引き上げ

が実施され、平成 27 年度からは保険財政共同安定化事業対象医療費の全

医療への拡大等が実施されるが、国保財政を劇的に改善するものではな

く、今後とも国の施策に関心を持って見守らなければならない。国政の不

安定な状況の中、現場の見通しも不透明ではあるが、住民サービスの大き

な柱である国保業務に支障を来すことのないよう、今後も最大限の努力に

努めていく」と述べた。  開会のあいさつをする

幸山理事長 
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き続き、来賓の熊本県健康福祉部健康局の牧野俊彦局長が、「医療保険制度改革に向けて

の論議の中で、国民健康保険法が一部改正された。国の定率負担金率の引き下げ、県の調

整交付金率の引き上げ、27 年度からの共同事業の対象範囲の拡大などで、県では 6 月議会で

今年度必要な予算の措置を行った。今後市町村の御意見を伺いながら、県条例の改正手続等を

進めていく。また、22 年に作成した市町村国民健康保険支援方針も必要な見直しを検討して

いきたい。県では今後 4 年間の県政の指針となる夢 4 カ年戦略を策定しているが、この中で「長

寿を恐れない社会から長寿を楽しむ社会へ」ということで、子どものころからの健康づくり、

生活習慣病の早期発見や重症化予防、歯の健康づくりなどを県民運動とし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の後、玉東町の前田移津行町長を議長に選出、

上天草市の川端祐樹市長と水上村の廣瀬親吾村

長を議事録署名者として、議案審議に移った。議事で 

は、平成 23 年度の業務報告、一般会計と特別会計の

歳入歳出決算の認定について等、合わせて 12 の議案

が提出された。また、平成 23 年度各会計歳入歳出予

算の補正、規約・規則の一部改正、役員の一部改選に

ついて報告された。続いて、監事を代表して菊陽町の

後藤三雄町長が監査報告を行った。審議の結果、議決

事項・報告事項ともにすべて原案どおり可決、承認さ

れた。 

 

 

議決事項 

議案第 1 号 平成23年度業務報告 

議案第 2 号 平成23年度一般会計歳入歳出決算 

（以下、議案第3号～第12号は平成23年度特別会計歳入歳出決算） 

議案第 3 号 国民健康保険関係事業特別会計（業務勘定） 

議案第 4 号       同上      （国民健康保険支払勘定） 

議案第 5 号 後期高齢者医療関係事業特別会計（業務勘定） 

議案第 6 号       同上       （後期高齢者医療支払勘定） 

議案第 7 号 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計 

議案第 8 号 介護保険関係事業特別会計（業務勘定） 

議案第 9 号       同上    （介護保険支払勘定） 

議案第10号 障害者自立支援関係事業特別会計（業務勘定） 

議案第11号       同上       （障害者自立支援支払勘定） 

議案第12号 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計 

引 

そ

来賓のあいさつをする 

牧野熊本県健康福祉部健康局長

て推進することを掲げている。特に歯科保健は、全身の健康増進に大き

な役割を果たすということで、医療費全体の適正化という視点からも取

り組めるのではと考えている。県下市町村においては地域医療体制の確

保という問題もある。この 4 カ年戦略では、地域医療を支える医師、看

護師等の育成、確保を図り、医療従事者の就業環境改善に向けた取り組

みを推進していくこととしている。住民の健康づくりの推進、必要なと

きの地域医療体制づくり、それを支える国保事業という形で進めていけ

たらと考える。国保制度については、引き続き国の動きも注視し、皆さ

まの御意見を伺いながら進めていきたい」とあいさつした。  

議長を務める 

前田玉東町長 

 
監査報告をする

後藤菊陽町長 
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報告事項 

報告第１号 規約の一部改正 

報告第２号 規則の一部改正 

報告第３号 平成 23 年度各会計歳入歳出予算の補正 

報告第４号 役員の一部改選 

 

平成 23 年度決算状況              （単位：円） 

会  計  名 歳入額 歳出額 歳入歳出差引額

一般会計 974,697,584 825,779,993 148,917,591

国民健康保険関係事業 業務勘定 1,241,610,735 971,226,928 270,383,807

  特別会計 国民健康保険 支払勘定 161,502,734,251 161,485,077,746 17,656,505

後期高齢者医療関係事業 業務勘定 980,504,909 821,381,994 159,122,915

  特別会計 後期高齢者医療 支払勘定 239,768,506,423 239,764,726,901 3,779,522

保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計 29,954,971,749 29,923,338,189 31,633,560

介護保険関係事業 業務勘定 3,356,019,089 3,180,027,429 175,991,660

  特別会計 介護保険 支払勘定 133,322,227,969 133,321,033,371 1,194,598

障害者自立支援関係事業 業務勘定 51,267,103 24,374,811 26,892,292

  特別会計 障害者自立支援 支払勘定 23,287,192,445 23,286,408,097 784,348

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計 7,346,937,086 7,269,882,347 77,054,739

合     計 601,786,669,343 600,873,257,806 913,411,537

 

新役員 

○理事  多良木町 松本照彦町長（任期は平成 25 年 3 月 31 日まで） 

 

平成 23 年度業務の総括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度の業務実施に当たっては、業務計画基本方針に基づき、関係機関との密接な

連携のもと、会員である保険者の負託に応えるため、基幹業務である診療報酬審査支払事

業をはじめ、それぞれの事業を的確に推進し、医療費及び介護給付費の適正化並びに保険

者サービスの拡充及び拡大に努めてきた。 

中期経営計画については、審査支払機関の統合問題など前期計画策定後の国等の動向を

踏まえながら、平成 23 年度から 3 か年の後期計画を策定し、平成 23 年度においても、本

計画の基本理念・基本方針及び実施計画に基づき、具体的な施策の実施及び目標達成に向

け鋭意取り組んできた。 

このうち診療報酬審査支払事業については、専任審査委員の設置、審査事務共助支援シ

ステムの拡充、担当職員の専門研修の充実等によりレセプト審査の精度向上を図るととも

に、診療報酬等の早期支払いに対応するためのスケジュールの見直しなど、事務処理の充

実と効率化に取り組んできた。 

また、国保総合システムについては、システム品質の問題から稼働時期を延伸せざるを

得ない状況となるなどの混乱を招いたが、保険者の御理解・御協力の基、システムの安定

稼働に向け取り組んできた。 

一方、予算の執行に当たっては、経費の節減、事務の合理化及び効率化に努めるととも

に、監査法人による外部監査も 11 年目となり、会計処理における厳格化の徹底、透明性の

向上を図ることができた。 


