
 

 

 

 

 

 

 

三重県国民健康保険団体連合会 

 

    

平成 31年 第１回通常総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

１．開催日時 

平成 31年２月 12日（火）午後１時～２時 10分 

 

２．開催場所 

   三重県自治会館４階ホール 

 

３．総会の議事の経過及びその結果 

（１）理事長から開会挨拶があった。 

  ○ 昨年４月からの新たな国保制度について、大きな混乱なくスタートでき、概ね順

調な運用が行えているのもひとえに皆様のご協力のおかげと感謝申し上げる。 

  ○ 国では、10 月の消費税率の引き上げにより、2025 年を年頭に進めてきた社会保

障・税一体改革が一区切りとなる一方、団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年

頃を見据え「高齢者の急増」から「現役世代の急減」という人口構造の新たな局面

に対し、健康寿命の延伸、医療・福祉サービスの生産性の向上などの取り組みを進

めることとされている。 

  ○ 本会としては、こうした状況を十分認識し、環境変化に柔軟に対応できる国保連

合会の実現と、診療報酬や介護給付費等の審査支払事業及び保険者事務共同事業等

の円滑な事業運営と更なるセキュリティ体制の整備に取り組む所存である。 

（２）事務局から、三重県議会議長の祝電を披露した。 

（３）事務局から、会員等総数である 38名の全員が出席しており、総会の成立要件を満 

たしていることを報告した。 

（４）議長選出について、事務局からの指名として全員異議なしとのことであったため、

櫻井義之亀山市長を指名し議長に選出された。 

（５）本会規約の規定に基づき、栗田康昭朝日町長及び城田政幸川越町長が、議事録署名 



 

者に選任された。 

（６）常務理事から国保連合会を取り巻く諸情勢として以下の報告があった。 

  ○ 平成 31 年度厚生労働省予算（案）における重点事項と、今国会に提出されてい

る健康保険法等の法改正（案）について説明があった。 

  ○ オンライン資格確認の導入、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、審査

支払機関の機能の強化及び風しんに関する追加的対策について説明があった。 

  ○ 本会の今後の組織運営等について、総会、理事会の議事録の公開、業務継続計画 

（BCP）の改正と広域支援協定、新たな積立資産の創設及び旅費規則の改正につい

て説明があった。 

（７）議案及びその審議状況は次のとおりであった。 

【報告事項】 

    ・報告第 1号 三重県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部を改正する規 

則について 

・報告第 2号 三重県国民健康保険団体連合会理事会運営規則の一部を改正する

規則について 

・報告第 3号 三重県国民健康保険団体連合会理事会議事録の作成及び公表要領

の制定について 

・報告第 4号 三重県国民健康保険団体連合会役員の費用弁償に関する規則の一

部を改正する規則について 

・報告第 5号 三重県国民健康保険団体連合会事務局組織規則の一部を改正する

規則について 

・報告第 6号 三重県国民健康保険団体連合会職員の介護休業に関する規則の一

部を改正する規則について 

・報告第 7号 三重県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部を改正する規

則について 



 

・報告第 8号 三重県国民健康保険団体連合会職員旅費規則の一部を改正する規

則について 

・報告第 9号 三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の

徴収規則の一部を改正する規則について 

・報告第 10号 三重県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則の一部を

改正する規則について 

・報告第 11号 三重県国民健康保険団体連合会障害者総合支援市町等事務共同

処理業務規則の一部を改正する規則について 

・報告第 12号 三重県国民健康保険診療報酬審査委員会規程の一部を改正する

規程について 

・報告第 13号 三重県国民健康保険療養費審査委員会規程の一部を改正する規

程について 

・報告第 14号 三重県国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程の

一部を改正する規程について 

 ＜審議状況＞ 

報告第１号から報告第 14号について、事務局長から一括して報告があり、

全員異議なく了承された。 

 

【議決事項：本会規約改正等、各会計予算補正及び債務負担行為】 

・議案第 1号 三重県国民健康保険団体連合会規約の一部を改正する規約につい 

       て 

・議案第 2号 三重県国民健康保険団体連合会総会議事録の作成及び公表要領の 

制定について 

・議案第 3号 平成 30年度三重県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予

算補正について 



 

・議案第 4号 平成 30年度三重県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別

会計歳入歳出予算補正について 

1. 業務勘定 

・議案第 5号 平成 30 年度三重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補正について 

1．業務勘定 

・議案第 6号 平成 30年度三重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補正について 

2．介護給付費等支払勘定 

・議案第 7号 平成 30年度三重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歳入歳出予算補正について 

1．業務勘定 

・議案第 8号 平成 30年度三重県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別 

会計債務負担行為予算について 

1．業務勘定 

・議案第 9号 平成 30年度三重県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関

係業務特別会計債務負担行為予算について 

1．業務勘定 

・議案第 10号 平成 30年度三重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債務負担行為予算補正について 

1．業務勘定 

 ＜審議状況＞ 

議案第 1号から議案第 10号について、常務理事から一括して提案説明があ

り、特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 



 

 

【議決事項：平成 31年度事業計画及び各会計予算】 

・議案第 11号 平成 31年度三重県国民健康保険団体連合会事業計画について 

・議案第 12号 平成 31年度三重県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予 

算について 

・議案第 13号 平成 31年度三重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について 

1. 業務勘定 

2. 国民健康保険診療報酬支払勘定 

3. 公費負担医療に関する診療報酬支払勘定 

4. 出産育児一時金等に関する支払勘定 

・議案第 14号 平成 31年度三重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について 

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 

・議案第 15号 平成 31年度三重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について 

1. 業務勘定  

2. 介護給付費等支払勘定  

3. 公費負担医療等に関する報酬等支払勘定 

・議案第 16 号 平成 31 年度三重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について 

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 

・議案第 17 号 平成 31 年度三重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歳入歳出予算について 

1. 業務勘定 

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 

・議案第 18 号 平成 31 年度三重県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償

求償事務特別会計歳入歳出予算について 

・議案第 19 号 平成 31 年度三重県国民健康保険団体連合会福祉医療費助成事務

特別会計歳入歳出予算について 

1. 業務勘定 

2. 支払勘定 

・議案第 20号 平成 31年度三重県国民健康保険団体連合会一時借入金を定める 

ことについて 

・議案第 21 号 平成 31 年度中における規則改正、事業計画、予算補正及び契約

の締結に関する三重県国民健康保険団体連合会理事長専決委任

事項について 

＜審議状況＞ 

議案第 11 号から議案第 21 号について、常務理事から一括して提案説明が

あり、特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

【議決事項：理事補充選任】 

・議案第 22号 三重県国民健康保険団体連合会理事の補充選任について 

     ＜審議状況＞ 

       議案第 22号について、常務理事から提案説明があり、特に質疑なく採決し



 

た結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

      なお、理事には、議長からの指名推薦として久保行央多気町長が選任された。 

 

（８）副理事長から閉会挨拶があった。 

○ 全ての案件について原案のとおり承認いただき、厚くお礼申し上げる。 

○ 保険者からの期待と信頼に応え、環境変化に柔軟に対応できる国保連合会の実現

を目指し、事業の円滑な運営と健全かつ透明性のある財務運営の確保に取り組む所

存である。 

 

４．出席者の氏名 

（１）会員 

   別紙のとおり 

（２）理事 

   亀井 利克（理事長） 

   稲垣 清文（副理事長） 

   鳥井 隆男（常務理事） 

 

５．議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

   山納 一浩（三重県国民健康保険団体連合会事務局長） 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 

保険者名 職 名 氏 名 保険者名 職 名 氏 名 

三重県 副知事 稲垣 清文 川越町 町長 城田 政幸 

津 市 
健康福祉部      

健康医療担当理事 
松岡 浩二 多気町 町長 久保 行央 

四日市市 保険年金課長 飯田 周 明和町 町長 世古口 哲哉 

伊勢市 健康福祉部長 江原 博喜 大台町 町長 大森 正信 

松阪市 健康福祉部長 小山 誠 玉城町 町長 辻村 修一 

桑名市 保健福祉部長 近藤 正 度会町 副町長 藤田 心作 

鈴鹿市 保険年金課長 森 健成 御浜町 町長 大畑 覚 

名張市 市長 亀井 利克 紀宝町 
健康福祉担当理事 

兼福祉課長 
志田 育哉 

尾鷲市 市民サービス課長 内山 雅善 大紀町 参事兼住民課長 中桐 周平 

亀山市 市長 櫻井 義之 南伊勢町 町長 小山 巧 

鳥羽市 市民課長 橋本 しほみ 紀北町 住民課長 上ノ坊 健二 

熊野市 市民保険課長 仲 俊光 
三重県医師国民 

健康保険組合 
事務長 田中 正道 

いなべ市 市民部次長 杉山 義文 
三重県歯科医師 

国民健康保険組合 
副理事長 前田 和賢 

志摩市 保険年金課長 山本 淳子 
三岐薬剤師 

国民健康保組合 
常務理事 杉本 守之 

伊賀市 保険年金課長 前川 一幸 
三重県建設国民 

健康保険組合 
理事長 杣川 光孝 

木曽岬町 住民課長 山田 克己 紀北広域連合 事務局長 宮地 浩 

東員町 保険年金課長 秦 久司 
紀南介護保険広域

連合 

事務次長兼総務係

長 
西 益史 

菰野町 住民課長 片岡 芳輝 
鈴鹿亀山地区 

広域連合 
事務局長 市川 俊彦 

朝日町 町長 栗田 康昭 
三重県後期高齢者

医療広域連合 
事務局長 長江 英明 

  （敬称略） 



 

 

この議事録が正確であることを証するため、署名押印する。 

 

 

 

   議  長     

 

                             

 

 

 

   議 事 録 署 名 者  

 

 

 

 

 

議 事 録 署 名 者                   

 

                             

 

 

 

          

                  


