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令和元年度第２回 通常総会議事内容 

 

奈良県国民健康保険団体連合会 

 

１．開催日時 

 令和 2年 2月 21日（金）午後２時 00分～２時 52分 

 

２．開催場所 

奈良県市町村会館 ８階大会議室 

 

３．総会の議事経過及びその結果 

（１）代理出席及び書面出席を含め、会員 42 名全員が出席しており、本総会

が成立していることが報告された。 

（２）松井理事長から挨拶があった。 

○ 先月から連日報道されている新型コロナウイルスについては、一日も早

い事態の収束を願うところである。皆さんには、国や県そして保健所と

もしっかりと連携をして、感染の拡大を防ぐため、万全かつ適切な対応

をしていただきたい。 

○ 平成 30 年度から、都道府県も国民健康保険の保険者となる新国保制度

がスタートして、特に奈良県と本会は事務の広域的、効率的な運営を推

進していくために連携協定を締結して、本会に国保事務支援センターを

設置し国保事務の共同化・県域での医療費適正化等の取組みを進めてい

る。 

○ 新国保制度発足から３年目となる令和 2年度の本会の事業運営について

は、審査支払事務の充実・強化や国保データシステムの活用促進など既

存事業の更なる充実・強化に加え、令和３年３月から開始されるオンラ

イン資格確認の導入に向けて市町村と連携を図りながらしっかりと対

応していく。 

○ 昨年 5月に成立した健康保険法等の一部を改正する法律において、高齢

者の保健事業と介護予防の一体的な実施が盛り込まれ、本年 4月から施

行される。そしてその法律において国保連合会は、後期高齢者医療広域

連合、あるいは市町村との連携調整を行うとともに、情報提供など、必

要な支援を行う旨の努力義務規定が盛り込まれ、その役割と責任を果た

していくことが強く求められている。 
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（３）司会者から慣例により、事務局から推薦する方法により議長を選出する

ことを提案し、同意を得て事務局案のとおり松井理事長が議長に選任さ

れた。 

（４）議案及びその審議状況は次のとおりであった。 

① 議案 

・ 報第 11号 令和元年度奈良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補正予算について 

・ 議案第 17号 令和元年度奈良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補正予算について 

・ 議案第 18号 令和元年度奈良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補正予算について 

・ 議案第 19号 令和元年度奈良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補正予算につ

いて 

・ 議案第 20号 令和元年度奈良県国民健康保険団体連合会第三者行為

損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳出補正

予算について 

・ 議案第 21号 令和元年度奈良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補正予算について 

・ 議案第 22号 令和元年度奈良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補正予算について 

・ 議案第 23号 令和元年度奈良県国民健康保険団体連合会役職員退職

手当特別会計歳入歳出補正予算について 

・ 議案第 24号 令和２年度奈良県国民健康保険団体連合会事業計画に

ついて 

・ 議案第 25号 令和２年度奈良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 26号 令和２年度奈良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 

・ 議案第 27号 令和２年度奈良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 

・ 議案第 28号 令和２年度奈良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 

・ 議案第 29号 令和２年度奈良県国民健康保険団体連合会第三者行為



 

 

- 3 - 

 

損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳出予算

について 

・ 議案第 30号 令和２年度奈良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 

・ 議案第 31号 令和２年度奈良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 

・ 議案第 32号 令和２年度奈良県国民健康保険団体連合会役職員退職

手当特別会計歳入歳出予算について 

② 審議状況 

報第 11号について事務局から報告があり、特に質疑は無かった。 

議案第 17号から同第 23号について事務局から提案説明があり、特に

質疑なく原案どおり可決された。 

議案第 24 号について事務局長から、同第 25 号から同第 32 号につい

て事務局から提案説明があり、特に質疑なく原案どおり可決された。 

（５）議案審議の後、次の事項について報告があった。 

・ 支払基金新システム開発に伴う国保連合会側の対応について 

（説明者：事務局） 

・ オンライン資格確認について 

（説明者：事務局） 

・ 第三者行為損害賠償求償の実績報告について 

（説明者：事務局） 

・ 令和 2年度国保事務支援センターの主な業務概要（計画）について 

（説明者：事務局） 

 

４．出席会員の氏名 

（１）会員 

別紙のとおり 

（２）理事 

松井 正剛 （理事長） 

東川 裕 （副理事長） 

森川 裕一 （副理事長） 

石井 裕章 （副理事長） 

吉田 弘明 （理事） 

森中 利也 （理事） 
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森 宏範 （理事）

竹村 匡正 （理事）

芝田 秀数 （理事）

山村 吉由 （理事）

車谷 重高 （理事）

谷 喜一郎 （理事）

５．議長の氏名

松井 正剛 （理事長）

６．議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

片岡 眞里子（奈良県国民健康保険団体連合会事務局長）
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（別紙）

（敬称略）

会員 役　職 氏　名 会員 役　職 氏　名

奈良市 高取町 町長 植村　家忠

大和高田市 保険医療課長 田中　光男 明日香村 村長 森川　裕一

大和郡山市 保険年金課長 仲村　美智代 上牧町 保険年金課長 井上　弘一

天理市 くらし文化部次長 藪内　康裕 王寺町 住民福祉部長 竹川　雅敏

橿原市 保険医療課長 清水　友美 広陵町 町長 山村　吉由

桜井市 市長 松井　正剛 河合町 住民福祉課長 中野　雅史

五條市 保険課長 田中　加代 吉野町 副町長 和田　圭史

御所市 市長 東川　裕 大淀町

生駒市 国保医療課長 市川　豊 下市町

香芝市 市長 吉田　弘明 黒滝村 村長 辻村　源四郎

葛城市 保険課長 新澤　明子 天川村 村長 車谷　重高

宇陀市 市長 髙見　省次 野迫川村 村長

山添村 村長 森中　利也 十津川村 村長 更谷　慈禧

平群町 下北山村 村長 南　　正文

三郷町 町長 森　宏範 上北山村 課長 三島　章人

斑鳩町 川上村 村長 栗山　忠昭

安堵町 民生部長 石橋　史生 東吉野村 税務保険課長 松本　光雄

川西町 町長 竹村　匡正 歯科医師国保組合

三宅町 医師国保組合 理事長 広岡　孝雄

田原本町 住民保険課長 笹岡　吉久 奈良県
福祉医療部

医療・介護保険局長
石井　裕章

曽爾村 村長 芝田　秀数

御杖村 村長 　伊藤　収宜

書面出席

書面出席

書面出席

書面出席

書面出席

書面出席

書面出席
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この議事録が正確であることを証するため、署名捺印する。 

 

 

     議   長 

 

 

以上 
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