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第92回山梨県国民健康保険団体連合会通常総会議事録 

 

山梨県国民健康保険団体連合会  

１ 開催日時 

令和元年７月31日（水）午前10時30分～12時00分 

 

２ 開催場所 

ホテルクラウンパレス甲府 

 

３ 出席した保険者名（委任状提出保険者を含む）､学識経験者理事及び学識経験者監事 

 

山梨県 山梨市（代） 韮崎市（代） 

都留市（代） 大月市（代） 甲府市（代） 

富士吉田市（代） 南アルプス市（代） 北杜市（委） 

甲斐市（代） 笛吹市 甲州市（代） 

上野原市（代） 中央市（代） 市川三郷町 

富士川町（代） 早川町（代） 身延町（代） 

南部町（委） 昭和町 道志村（委） 

西桂町（委） 山中湖村（代） 忍野村（代） 

富士河口湖町 鳴沢村 小菅村 

丹波山村 医師国保組合（代）  

学識経験者理事 学識経験者監事  

 

４ 総会の議事の経過の要領及びその結果 

（１）事務局から委任状を含め、会員である29保険者の全員が出席しており、過半数

を満たしていることが報告された。 

 

（２）理事長挨拶 

・この通常総会では、国保連合会における前年度の事業執行状況並びに各会計

決算についてご審議をお願いします。 

・国民健康保険は、国民皆保険の一翼を担う大変重要な役割を有しております

が、少子高齢化に伴い被保険者数が減少する一方で国保の年齢構成は高く医

療費水準も高いことから一人あたりの医療費の抑制がなかなか進まないなど

依然として厳しい財政状況にあります。 

・また、先の通常国会において健康保険法等の改正が行われオンラインによる

保険資格の確認、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、さらには審

査支払機関の機能強化などが規定され、今後はその実施に向けた取り組みの

強化が求められるところであります。 

・当連合会といたしましても、こうした動向を見据え引き続き医療費等の審査

支払業務の的確な実施はもとより、医療費の適正化や健康づくりの推進など

関係機関との連携を図りながら更なる保険者支援に努めて参る所存であり、

今後も市町村等に信頼される国保連合会を目指し、その責務を十分に認識し

て保険者のニーズに的確に対応した事業を展開して参りますので更なるご支

援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。と挨拶があった。 

 

（３）会員の互選により、理事長が議長に選出された。 
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（４）本会規約第19条第２項の規定により、昭和町及び鳴沢村が議事録署名人に選任

された。 

 

（５）議案及びその審議状況は次のとおりであった。 

① 議案 

（報告事項） 

・報告第１号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別

会計（業務勘定）歳入歳出予算補正（第１号）について 

・報告第２号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会診療報酬診査支払特別

会計（抗体検査等費用に関する支払勘定）歳入歳出予算について 

・報告第３号 理事の選任について 

・報告第４号 学識経験者理事の選任について 

・報告第５号 監事の選任について 

・報告第６号 山梨県国民健康保険団体連合会 ICT 等を活用した審査支払業務等

の高度化・効率化のための積立資産について 

 

（議決事項） 

・議第１号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会事業報告の認定につい

て 

・議第２号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出決算

認定について 

・議第３号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別

会計（業務勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第４号 平成 30 年度山梨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（業務勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第５号 平成 30 年度山梨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（業務勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第６号 平成 30 年度山梨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（業務勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第７号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会特定健診等業務特別

会計歳入歳出決算認定について 

・議第８号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会国民健康保険診療報

酬審査支払特別会計（支払勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第９号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会公費負担医療に関する

診療報酬審査支払特別会計（支払勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第 10号 平成 30 年度山梨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（支払勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第 11号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別

会計（出産育児一時金等に関する支払勘定）歳入歳出決算認定につ

いて 

・議第 12号 平成 30 年度山梨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（介護給付費等支払勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第 13号 平成 30 年度山梨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（公費負担医療等に関する報酬等支払勘定）歳入歳出決算

認定について 
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・議第 14号 平成 30 年度山梨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（支払勘定）歳入歳出決算認定について 

・議第 15号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会重度心身障害者医療費

集計業務特別会計歳入歳出決算認定について 

・議第 16号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会支払資金貸付特別会計

歳入歳出決算認定について 

・議第 17号 平成 30 年度山梨県国民健康保険団体連合会職員退職手当特別会計

歳入歳出決算認定について 

・議第 18号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算

補正（第１号）について 

・議第 19号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別

会計（業務勘定）歳入歳出予算補正（第２号）について 

・議第 20号 令和元年度山梨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（業務勘定）歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 21号 令和元年度山梨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（業務勘定）歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 22号 令和元年度山梨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（業務勘定）歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 23号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会特定健診等業務特別会

計歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 24号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会国民健康保険診療報酬

審査支払特別会計（支払勘定）歳入歳出予算補正（第１号）につい

て 

・議第 25号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会公費負担医療に関する

診療報酬審査支払特別会計（支払勘定）歳入歳出予算補正（第１号）

について 

・議第 26号 令和元年度山梨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（支払勘定）歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 27号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別

会計（出産育児一時金等に関する支払勘定）歳入歳出予算補正（第

１号）について 

・議第 28号 令和元年度山梨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（介護給付費等支払勘定）歳入歳出予算補正（第１号）に

ついて 

・議第 29号 令和元年度山梨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（公費負担医療等に関する報酬等支払勘定）歳入歳出予算

補正（第１号）について 

・議第 30号 令和元年度山梨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（支払勘定）歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 31号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会重度心身障害者医療費

集計業務特別会計歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 32号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会支払資金貸付特別会計

歳入歳出予算補正（第１号）について 

・議第 33号 令和元年度山梨県国民健康保険団体連合会職員退職手当特別会計

歳入歳出予算補正（第１号）について 
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② 審議状況 

・報告事項 

報告第１号から報告第６号までについて事務局から一括説明があり、会員よ

り特に質疑がなかったため報告事項を終了した。 

 

・議第１号から議第 17号 

議第１号から議第 17号については、関連があるため一括提案とし、議題が多

いため分割して事務局より説明があり、特に質疑がなかったため、監事より事

業執行状況並びに各会計決算について監査報告を行い、議第１号から議第 17号

について採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・議第 18号から議第 33号 

議第 18 号から議第 33 号についても関連があるため、事務局より一括提案が

あり、特に質疑がなかったため、議第 18 号から議第 33 号について採決した結

果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

 

閉会 

 

 

 

 

 

この議事録が正確であることを証するため、署名する。 

 

 

令和元年７月31日 

 

 

 

議    長    久 保  眞 一 

 

 

 

議事録署名人    塩 澤    浩 

 

 

 

議事録署名人    小 林    優 

 


