
令和３年度香川県国民健康保険団体連合会 

理事・監事合同会議事録 

 

 

１ 日時 令和４年２月 16日（木） 午後１時 27分から午後２時 18分 

 

２ 場所 香川県自治会館 ７階会議室（Web会議） 

 

３ 出席した理事・監事 

理 事 長 松永 恭二 丸亀市長 

副理事長 丸尾 幸雄 多度津町長 

常務理事 森   義之 学識経験者 

理 事 大西 秀人 高松市長（書面出席） 

理 事 有福 哲二 坂出市長（書面出席） 

理 事 上村 一郎 東かがわ市長 

理 事 小西 久典 香川県医師国保組合理事長（書面出席） 

監 事 大山 茂樹 さぬき市長 

監 事 谷川 俊博 宇多津町長 

 

４ 提出議案 

議決事項 

議案第 1 号   令和３年度香川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回）について 

議案第 2号   令和３年度香川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２回）について 

議案第 3号   令和３年度香川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 

「業務勘定」歳入歳出予算補正（第２回）について 

議案第 4 号 令和３年度香川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３回）について 

議案第 5 号 令和３年度香川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２回）について 

議案第 6号 令和３年度香川県国民健康保険団体連合会職員退職給付引当資産特別会計歳入歳出予算 

補正（第１回）について  

議案第 7 号 令和４年度香川県国民健康保険団体連合会事業実施計画について 

議案第 8 号   令和４年度香川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 9 号 令和４年度香川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」歳入歳出予算について 

議案第 10 号 令和４年度香川県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計 

「国民健康保険診療報酬支払勘定」歳入歳出予算について 

議案第 11 号   令和４年度香川県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計 

「公費負担医療に関する診療報酬支払勘定」歳入歳出予算について 

 議案第 12 号 令和４年度香川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」歳入歳出予算について 

  議案第 13 号 令和４年度香川県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計 

「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 

  議案第 14 号 令和４年度香川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」歳入歳出予算について 

  議案第 15 号 令和４年度香川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 

「後期高齢者医療診療報酬支払勘定」歳入歳出予算について 

  



議案第 16 号   令和４年度香川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 

「公費負担医療に関する診療報酬支払勘定」歳入歳出予算について 

 議案第 17 号   令和４年度香川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 

「業務勘定」歳入歳出予算について 

  議案第 18 号 令和４年度香川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 

「特定健康診査・特定保健指導等費用支払勘定」歳入歳出予算について 

 議案第 19 号   令和４年度香川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 

「後期高齢者健康診査等費用支払勘定」歳入歳出予算について 

議案第 20 号   令和４年度香川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」歳入歳出予算について 

 議案第 21 号   令和４年度香川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」歳入歳出予算について 

 議案第 22 号   令和４年度香川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」歳入歳出予算について 

 議案第 23 号   令和４年度香川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」歳入歳出予算について 

 議案第 24 号   令和４年度香川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 

「障害介護給付費支払勘定」歳入歳出予算について 

 議案第 25 号   令和４年度香川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 

「障害児給付費支払勘定」歳入歳出予算について 

 議案第 26 号   令和４年度香川県国民健康保険団体連合会職員退職給付引当資産特別会計 

歳入歳出予算について 

 議案第 27 号   令和４年度香川県国民健康保険団体連合会財産の処分について 

 議案第 28 号   令和４年度香川県国民健康保険団体連合会一時借入金の限度額及び借入条件について 

 議案第 29 号 香川県国民健康保険団体連合会国保情報集約システム運用管理規程の一部改正について 

 議案第 30 号   香川県国民健康保険団体連合会保険者事務共同処理手数料規則の一部改正について 

議案第 31 号 香川県国民健康保険団体連合会退職者医療共同事業拠出金規則の一部改正について 

 議案第 32 号   総会の招集及び提出議案について 

 

５ その他 

協議事項 

    ・理事の選任について 

    ・職員の採用について 

 

６ 議事の経過及び結果 

（１）開会 

本日の会議にご出席の理事は、事前に書面表決をいただいております高松市大西市長、坂出市有福市長、

医師国保組合小西理事長の含め７名でございますので、会議は有効でございます。 

 

（２）理事長挨拶 

○県内におきましてはオミクロン株の感染拡大にともない新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が適用さ  

れるなど、依然として予断を許さない状況にあります。その為、今回対面での会議は控えさせていただき、理

事・監事合同会もWeb会議での開催とさせていただきました。 

○本会におきましては、国保事業はもとより、ワクチン接種費用の請求支払事務や介護・障害福祉サービス事業  

所等への感染防止対策支援事業の支払業務をはじめとする様々な事業の実施に取り組んでいるところでござ 

います。 

○厚生労働省・支払基金・国保中央会三者で策定された「審査支払機能に関する改革工程表」を踏まえた、国 

保総合システムの令和６年更改に向けては、保険者や地方６団体等関係者皆様のご尽力のおかげで、国庫 

補助につきましては、補正予算に要求額 54億円余が満額措置されたところでございますが、令和５年度予算 



の国庫補助の獲得に向けて、引き続き保険者はじめ関係者皆様の御支援、御協力をお願い申し上げます。 

○本日は、令和３年度の補正予算、４年度の事業計画及び当初予算、規則等の一部改正について議案を提出

しております。昨年 11月の理事・監事合同会においてご承認いただきました各会計予算等につきまして、さら

に精査、見直しを行っておりますので、ご審議いただきますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、開

会の挨拶とさせていただきます。 

 

（３）議事録署名人選出 

○議長 

本会規約により議事録署名人２名を選出したいと存じますが、署名人といたしまして、東かがわ市の上村市長

さん、多度津町の丸尾町長さんの、お二方をご指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 

（４）議決事項 

   ○議長 

本日の議事案件は、お手元の理事監事合同会議案のとおりでございます。 

それでは、議案第１号から議案第６号までの令和３年度予算補正の議題を一括して審議いたします。 

○事務局 

議案第１号から議案第６号について説明。 

○議長 

議案第１号から議案第６号について、質疑、承認を求める。 

 

（意見・異議なし） 

 

○議長 

ご異議が無いようですので、議案第１号から議案第６号までにつきまして、原案のとおり決定いたします。 

続きまして、議案第７号から議案第 28号までの令和４年度事業実施計画及び当初予算案等の議題を一括し 

て審議いたします。 

事務局より説明して下さい。 

○事務局 

議案第７号から議案第 28号について説明。 

○議長 

議案第７号から議案第 28号について、質疑、承認を求める。 

 

（意見・異議なし） 

 

○議長 

ご異議が無いようですので、議案第７号から議案第 28号までにつきまして、原案のとおり決定いたします。 

続きまして、議案第 29号から議案第 31号までの規程等の一部改正等の議題を一括して審議いたします。 

事務局より説明して下さい。 

○事務局 

議案第 29号から議案第 31号について説明。 

○議長 

議案第 29号から議案第 31号について、質疑、承認を求める。 

 

（意見・異議なし） 

 

○議長 

ご異議が無いようですので、議案第 29号から議案第 31号までにつきまして、原案のとおり決定いたします。 

続きまして、議案第 32号の「総会の招集及び提出議案について」を議題といたします。 

事務局より説明して下さい。 

○事務局 

議案第 32号について説明。 



 

○議長 

議案第 32号について、質疑、承認を求める。 

 

（意見・異議なし） 

 

○議長 

ご異議が無いようですので、議案第 32号につきまして、原案のとおり決定いたします。 

続きまして、Ⅱのその他の協議事項について事務局より説明いたします。 

事務局より説明お願いします。 

○事務局 

理事の選任、職員の採用について説明。 

○議長 

その他の協議事項について、質疑、意見を求める。 

 

（意見なし） 

 

○議長 

ご意見も無いようですので、以上をもちまして本日の理事・監事合同会を終了いたします。 

皆様方には公務ご多用の中、ご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 

上記議事録署名人 

議長（理事長） 松永 恭二  丸亀市長 

署名人 上村 一郎  東かがわ市長 

署名人  丸尾 幸雄  多度津町長 

 

 

７ 議事録の作成に係る職務を行った者 

春田 勝正（香川県国民健康保険団体連合会事務局長） 

 

 

 


