
 

 

 

令和２年度第３回理事会議事録（要点筆記） 

 

１ 日  時  令和３年２月９日（火）午後２時１５分～午後３時４０分 

２ 場  所  国保連合会「第２会議室（役員会議室）」 

３ 出 席 者   

  理 事 長  岩沼市長  菊地啓夫 

  副理事長  松島町長  櫻井公一、大河原町長  齋 清志 

  常務理事  （学識経験者）山﨑敏幸 

  理 事  白石市長  山田裕一、丸森町長  保科郷雄、大郷町長  田中 学 

色麻町長  早坂利悦、女川町長  須田善明、建設国保理事長  鎌内誠次 

  監 事  大和町長  浅野 元 

４ 開  会  総務課課長補佐 

５ 挨  拶  理事長  菊地啓夫 

当理事会に新たにお迎えした２名の新役員を紹介する。宮城県国保組合連絡会からの推薦に

より宮城県建設業国民健康保険組合の鎌内理事長が理事に就任している。また、８月に市長会

からの推薦により白石市の山田市長が理事に就任している。 

さて、我が国保連合会は、保険者の負託に応え審査支払業務の高度化・効率化を図るととも

に、市町村が取り組む医療費適正化、さらには人生１００年時代に向けた健康寿命の延伸のた

めの健康づくり、重症化予防等への積極的な支援実施を掲げ、昨年４月から「第２期中期経営

計画」をスタートさせたところである。 

また、国が進めるデータヘルス計画の要となるオンライン資格確認システム導入準備を着実

に進めてきたが、来月下旬には、いよいよ本稼働する運びとなった。これまでの、皆様方の御

理解、御協力に対して、この場をお借りして御礼を申し上げる次第である。連合会としては、

関連業務の安定運用が図られるよう努めて参るので、御理解・御協力をお願い申し上げる。 

なお、連合会では、新型コロナウイルス感染症対策事業に関連して、診療報酬の概算前払い、

医療従事者等への慰労金、支援金の支払事務を担ってきたところであり、４月からは新型コロ

ナウイルスワクチン接種に係る一部請求支払業務を担うことになっているので、御協力方よろ

しくお願いする。 

本日、御審議いただく主な案件は、令和２年度の各種会計補正予算、令和３年度の事業計画

及び各種会計予算並びにＩＣＴ等積立資産の積み立てに伴う審査手数料等の見直しを含め、御

提案をさせていただくので、御審議をお願いする。 

６ 出席状況報告 

理事１３名中、出席１０名、書面表決書３名で規約第３８条第１項に定める定足数に達し、 

本理事会が成立 

監事１名出席 監事 浅野 元（大和町長） 

指導・助言者２名出席 宮城県 国保医療課課長、国保医療課課長補佐 

７ 議長就任  本会規約第３６条第１項により理事長が議長に就任 

８  議事録署名人指名  理事 早坂 利悦（色麻町長） 

理事 須田 善明（女川町長） 

９ 議案審議 

議長（理事長） 

 始めに山﨑常務理事から、理事会提出議案について総括的に説明願う。 

 

常務理事 

理事会提出議案について、議案書目次により概要を説明 

詳細については、この後、事務局から説明するので了承願う。 

 

（１）報告事項 

報告第１号 役員の就任について 



 

 

報告第２号 債務負担行為（執行状況報告） 

専決処分報告（報告第３号～第７号） 

報告第３号 令和２年度一般会計歳入歳出補正予算（第２号） 

報告第４号 令和２年度診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第３

号） 

報告第５号 特定個人情報等取扱規程の一部を改正する規程 

報告第６号 保健事業支援・評価委員会設置規則の一部を改正する規則 

報告第７号 職員給与規則の一部を改正する規則 

 

議長（理事長） 

「報告第１号 役員の就任について」上程 

事務局の報告を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

お二方から挨拶をお願いする。 

 

山田理事（白石市長） 

鎌内理事（宮城県建設業国保組合理事長） 

 理事就任の挨拶 

 

議長（理事長） 

今後ともよろしくお願いする。 

 

議長（理事長） 

「報告第２号 債務負担行為（執行状況報告）」上程 

事務局の報告を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

「報告第２号」について、質問等を求めるも異議なく報告どおり承認 

 

議長（理事長） 

「報告第３号 令和２年度一般会計歳入歳出補正予算（第２号）」から「報告第７号 職員給

与規則の一部を改正する規則」について、一括上程 

 事務局の報告を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

 「報告第３号」から「報告第７号」について、質問を求めるも異議なく報告どおり承認 

 

（２）審議事項 

議案第１号 令和２年度第２回通常総会の開催について 

議案第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 



 

 

議案第３号 診療報酬審査支払規則の一部を改正する規則 

議案第４号 令和２年度一般会計歳出補正予算（第３号） 

議案第５号 令和２年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（業務勘定）歳入歳出

補正予算（第２号） 

議案第６号 令和２年度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

補正予算（第２号） 

議案第７号 令和２年度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）歳入歳出補正予算（第１号） 

議案第８号 令和２年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害介護給付費支払勘定）

歳入歳出補正予算（第２号） 

議案第９号 令和３年度事業計画 

議案第 10 号 令和３年度会員負担金及び各種審査支払手数料等 

議案第 11 号 令和３年度一般会計歳入歳出予算 

議案第 12 号 令和３年度診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算 

（業務勘定） 

（診療報酬支払勘定） 

（公費負担医療費支払勘定） 

（出産育児一時金等に関する支払勘定） 

（抗体検査等費用に関する支払勘定） 

議案第 13 号 令和３年度職員退職手当特別会計歳入歳出予算 

議案第 14 号 令和３年度介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算 

（業務勘定） 

（介護給付費等支払勘定） 

（公費負担医療等に関する報酬等支払勘定） 

議案第 15 号 令和３年度障害者総合支援法関係業務等特別会計歳入歳出予算 

（業務勘定） 

（障害介護給付費支払勘定） 

（障害児給付費支払勘定） 

議案第 16 号 令和３年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算 

（業務勘定） 

（後期高齢者医療診療報酬支払勘定） 

（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定） 

議案第 17 号 令和３年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出予算 

（業務勘定） 

（特定健診・特定保健指導等費用支払勘定） 

議案第 18 号 債務負担行為の設定 

議案第 19 号 補正予算に係る専決の委任について 

 

議長（理事長） 

「議案第１号 令和２年度第２回通常総会の開催について」上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

「議案第１号」について、異議なく原案どおり決定 

 



 

 

議長（理事長） 

「議案第２号 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則」上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

「議案第２号」について、異議なく原案どおり決定 

 

議長（理事長） 

「議案第３号 診療報酬審査支払規則の一部を改正する規則」上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

女川町長 

新旧対照表について、改正前の「連合会は」という記載が改正後は削除されている。これは

問題無いか。 

 

事務局説明 

 準則どおりであり、本会会計区分の規定のため問題無い。 

 

議長（理事長） 

「議案第３号」について、異議なく原案どおり決定 

 

議長（理事長） 

「議案第４号 令和２年度一般会計歳出補正予算（第３号）」から「議案第８号 令和２年

度障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害介護給付費支払勘定）歳入歳出補正予算（第２

号）」について、相互に関連があるため一括上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

 「議案第４号」から「議案第８号」について、質問等を求めるも異議なく原案どおり承認 

 

議長（理事長） 

「議案第９号 令和３年度事業計画」から「議案第 17 号 令和３年度特定健康診査・特定

保健指導等事業特別会計歳入歳出予算」について、相互に関連があるため一括上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

 「議案第９号」から「議案第 17 号」について、質問等を求めるも異議なく原案どおり承認 

 

議長（理事長） 



 

 

「議案第 18 号 債務負担行為の設定」上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

「議案第 18 号」について、質問等を求めるも異議なく原案どおり承認 

 

議長（理事長） 

「議案第 19 号 補正予算に係る専決の委任について」上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

「議案第 19 号」について、質問等を求めるも異議なく原案どおり承認 

 

（３）その他 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業等について 

 

議長（理事長） 

「その他 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業等について」上程 

事務局の説明を求める。 

 

事務局説明 

 

議長（理事長） 

「その他」について、質問なく終了 

 

議長（理事長） 

以上で本理事会に提出された議案の審議を終了する。 

続いて、山﨑常務理事から「国保連合会をめぐる状況等に関する報告」を説明願う。 

 

常務理事 

「国保連合会をめぐる状況等に関する報告」について説明 

 

議長（理事長） 

 「国保連合会をめぐる状況等に関する報告」について、質問等を求めるも特になく了承 

 

議長（理事長） 

宮城県から何かあればお願いする。 

 

宮城県（国保医療課課長） 

新型コロナウイルスの感染拡大による県内への影響、宮城県国民健康保険運営方針の改定等

について発言 

 

議長（理事長） 



 

 

 以上で本理事会の全審議を終了する旨宣言 

 

10 閉 会   

 

 以上会議の内容を記録し、その正確なることを証明するため、ここに署名する。 

 

  令和３年３月１日 

 

 

        議    長   理 事 長   菊 地 啓 夫 

                        （岩沼市長） 

 

 

    議事録署名人   理   事   早 坂 利 悦 

                        （色麻町長） 

 

 

    議事録署名人   理   事   須 田 善 明 

（女川町長） 


