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国保くまもと Vol.224（2017年 9 月号） 

 

平成 28 年度業務報告と決算承認 
平成 29 年熊本県国民健康保険団体連合会通常総会 

 

本会は、7 月 28 日に KKR ホテル熊本（熊本市）で通常総会を開催した。 

14 の議案が提出され、すべて原案どおり可決、承認された。 

開会に当たって、大西一史理事長（熊本市長）が挨拶に立ち、「県が国保財政運営の責

任主体となる新しい制度の開始まで余すところ 8 カ月となり、本会としては、情報システ

ム関係の対応などについて、市町村保険者の御協力を得ながら、遺漏の無いように取り組

んでいる」と平成 30 年度の制度移行への状況を報告した。続けて、「この他、財務運営の

県単位化に併せて、広域的に一定の標準の下で処理するのが適当な業務、例えば保険者努

力支援制度への対応や海外療養費に関する業務などについては、全県単位で実施できる体

制を目指して検討がなされている。これらについては、本会が可能な限りそれらの受け皿

となれるよう、実施体制の検討の場に参画していきたいと考えている」と述べた。 

次に、来賓の熊本県健康福祉部健康局の田原牧人局長が挨拶に立ち、「熊本地震の被災

者救済の観点から、国保関係では、一部負担金の免除や保険料の減免措置を講じていただ

いた。国や県で、これまで講じてきた特別措置も本年 9 月末で終了し、通常の財政支援に

戻るが、この件については、総会後に説明をさせてもらいたい。また、平成 30 年 4 月か

らの国保の財政運営責任等の都道府県移行まで、あと 8 カ月余りとなった。財政運営の中

心となる納付金、標準保険料率等については、平成 30 年度からの公費拡充分等の考え方

が国から示されたことを踏まえ、現在、最終試算を行っている。試算結果は、9 月の市町

村国保連携会議で示し、納付金等の算定方法についても合意を得たいと考えている。また、

30 年度からの国保運営方針についても、現在、素案を取りまとめている段階で、9 月の市

町村国保連携会議で示し、10 月のパブリックコメントを経て、来年 1 月には策定したい。

平成 30 年度の予算編成、条例改正等の準備をよろしくお願いする。県としては、これま

で以上に市町村としっかり連携して取り組んでいきたい」と述べ保険者への協力を求めた。 

引き続いて、山鹿市の中嶋憲正市長を議長に選出し、山江村の内山慶治村長と球磨村の

柳詰正治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 28 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など 14 の議案が提出された。また、規則

の一部改正、平成 28 年度各会計歳入歳出予算の補正などについて報告された。 

その後、監事を代表して荒尾市の浅田敏彦市長が監査報告を行った。 

提出された議案はすべて原案どおり可決、承認された。
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 報告事項 

報告第 1号 熊本県国民健康保険団体連合会役員の一部改選 

報告第 2号 平成28年度熊本県国民健康保険団体連合会特別会計歳入歳出予算の補正 

報告第 3号 熊本県国民健康保険団体連合会規則の改正 

 議決事項 

議案第 1号 平成28年度熊本県国民健康保険団体連合会業務報告の認定 

議案第 2号 平成28年度熊本県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出決算の認定 

（以下、議案第3号～第12号は平成28年度特別会計歳入歳出決算認定） 

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      （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       （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    （支払勘定） 

議案第10号 障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定） 

議案第11号       同上         （支払勘定） 

議案第12号 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 

議案第13号 平成28年度の剰余処分計画書 

議案第14号 平成29年度熊本県国民健康保険団体連合会特別会計歳入歳出予算の補正 

 

 平成 28 年度決算状況 

合計額は歳入歳出ともに前年度比微増 

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計を廃止      （単位：円） 

会   計   名  歳  入  額  
前年

度比  
歳  出  額  

前年

度比  

歳入歳出  

差引額  

一般会計   248,232,735 9.1% 220,191,345 8.3% 28,041,390 

国民健康保険関係事業  業務勘定  3,208,657,732 249.5% 3,042,463,240 301.2% 166,194,492 

特別会計  支払勘定  166,771,738,841 98.0% 166,703,002,895 98.1% 68,735,946 

後期高齢者医療関係事業  業務勘定  1,362,581,660 153.6% 1,204,800,382 165.1% 157,781,278 

特別会計  支払勘定  265,486,079,666 100.9% 265,480,954,942 100.9% 5,124,724 

保険財政共同安定化事業・高額医療費  

共同事業  特別会計  
61,333,643,735 95.5% 61,287,546,925 95.4% 46,096,810 

介護保険関係事業  業務勘定  873,315,720 97.9% 608,072,139 102.1% 265,243,581 

特別会計  支払勘定  157,543,313,952 102.0% 157,542,119,354 102.0% 1,194,598 

障害者総合支援関係事業  業務勘定  99,205,317 102.4% 49,416,498 103.0% 49,788,819 

特別会計  支払勘定  38,345,750,334 106.7% 38,344,725,312 106.7% 1,025,022 

特定健康診査・特定保健指導等事業  

特別会計  
1,305,262,062 96.2% 1,302,011,050 96.2% 3,251,012 

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計  廃止   廃止    

合      計  696,577,781,754 100.1% 695,785,304,082 100.2% 792,477,672 

 

 

 

各特別会計〈業務勘定〉：各手数料収入を基に、審査支払・共同電算等の事業を経理  

〈支払勘定〉：診療報酬、介護報酬等の保険者からの受入金を基に、診療報酬等を医療機関、

介護サービス事業所等に支払うための勘定を経理 
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 平成 28 年度業務の総括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 業務計画基本方針に基づき、関係機関と密接な連携を図り各事業を的確に推進

し、医療費と介護給付費の適正化、保険者サービスの拡充・拡大に努めた。 

○ 診療報酬審査支払事業では、審査事務共助知識認定試験において全国トップク

ラスの成績を収めるなど、レセプト審査の精度向上を図るとともに、事務処理の

効率化と査定率向上に取り組んだ。 

○ 保健事業については、レセプト・特定健診等のデータを利活用し、PDCA サイク

ルに沿った効果的・効率的な実施、国保データベース（KDB）システム等の有効活

用による保険者データヘルス計画策定の支援、生活習慣病重症化予防事業の充実

を図った。 

○ 国保総合システムをはじめとする各種システムでは、熊本地震に際しても、危

機的状態に至らずシステム運用を継続し、各審査及び支払業務を遅延させること

なく実施することができた。 

○ 平成 28 年度経営計画については、平成 30 年度から国保の財政運営が都道府県

に移行することを踏まえ、熊本県主催の「国保の財政運営責任等の都道府県移行

検討部会」に参加し、都道府県化移行後の諸問題について熊本県及び保険者と議

論を重ね、今後の方向性等を研究した。また、国の「データヘルス時代の質の高

い医療の実現に向けた有識者会議」で審査機関の在り方等について次期計画策定

に向け、会議の進捗状況を注視した。 

○ 予算執行に当たっては、経費節減、事務の合理化及び効率化に努め、監査法人

の監査を継続的に受け、会計処理における厳格化の徹底と透明性の向上に取り組

んだ。 


