
 

 

          

令 和 元 年 度 事 業 実 施 報 告 

             

Ⅰ 重 点 事 項 

１ 国保制度改革に伴う新たな課題への取り組み 

（１） 新たな国保制度の施行に伴い導入した国保情報集約システムは、昨年度に引

き続き、概ね順調に運用することができ、市町村における県単位での高額療養

費の多数回該当の通算業務や県内異動した被保険者資格情報の管理業務等の

安定的な運用に繋がった。なお、残存していた市町村における被保険者資格情

報のクリティカルエラー解消に向けては、修正方法を助言するなどの支援を 

行った。 

また、保険給付費等交付金（普通交付金）の県からの直接支払制度について、

県への保険給付費等交付金の請求と市町村への診療報酬等計算書の提示を遅

滞なく実施した。特に年度末の支払いについては、市町村からの要望に応えシ

ステム改修をし、年度を切り分けた診療報酬計算書の提示を実施するとともに

県と連携を図りながら一定額の確定やスケジュール調整を行い、市町村の年度

末に係る会計処理が滞りなく進むよう努めた。 

（２） 新たな国保制度の安定的な運営を図るため県が設置した国民健康保険協議

会や同専門部会において、市町村が推進する事務の効率化・標準化に向けた協

議に参加し、その中で高額療養費支給申請の簡素化対応（自動償還）について、

実施する方向で協議が進んでいたため、９月に開催した市町村の実務担当者説

明会において、国保総合システムを活用した簡素化対応（自動償還）の処理概

要（案）及び開発スケジュール（案）を提案・協議し、保険者要望を確認のう

え、システム構築に向けた具体的な要件定義の作成に繋げた。 

また、保険者努力支援制度等の評価指標となっている項目について、保険者

等が行う保健事業への支援や、医療費通知書の作成、第三者行為求償事務に係

る担当者向け研修会の開催などを通じて、保険者等の公費獲得に向けた取り組

みを支援した。 

 

２ 診療報酬等審査支払業務の充実・強化 

（１） 国保中央会・連合会が策定した国保審査業務充実・高度化基本計画に沿って、

審査基準の統一化を進めている中で、全連合会において８割以上が採用してい

る審査委員会での審査基準に関する「取決め事項」については、全 390 項目中、

３項目を追加し 145 項目とした。加えてホームページ上で公開している点検項

目「公開事例」については、全 1,409 項目中、104 項目を追加し 649 項目をコ

ンピューターチェックに「共通設定項目」として設定した。 

また、国保中央会においてコンピューターチェック項目の整理・統合及び

傷病名を含む医学的判断が必要なもの等を検討した結果を踏まえ、事務担当職

員において処理が完結できる「事務付託項目」として3,516項目を追加し、5,994



 

 

項目すべてをコンピューターチェックに実装した。 

（２） コンピュータチェックによる審査の拡充を図っている中で、事務処理が的確

に行われるように審査部と審査管理部職員で構成される「重点審査推進委員

会」や「適正化委員会」において、チェック項目の追加や処理方法等を検討し

たうえで研修会を実施し、審査担当職員の資質向上に努めた。 

（３） 令和元年６月請求分より、ＤＰＣの診断群分類コードと診療内容の不一致を

点検する「ＤＰＣコード点検システムによる実績点検」システムを導入し、当

初の点検対象は単月レセプトから開始し、11 月請求分から月跨ぎのレセプトを

対象に点検を実施した。その結果、月当たり約 15 件の返戻処理を行い、適正

な請求が行われるよう取り組んだ。 

（４） あはき療養費受領委任制度については、移行猶予期間は、未届け施術機関に

対して厚生局への早期届出の促進や届出後の支給申請書の記載方法等を事務

連絡や受付窓口で周知した。また、移行猶予期間以降については、未届け施術

機関の申請を確実に返戻処理したことにより、混乱なく完全移行することがで

きた。 

（５） 柔道整復施術療養費の不正請求防止対策として検討してきた審査委員会の面

接確認等については、県と調整をした上で、審査委員に実施方法等の説明を行

い、了承を得て、新たな審査体制を構築した。 

（６） 療養費代理受領方式による保険者間調整業務について、協会けんぽの書類変

更に伴う対応など療養費代理受領申出管理ツールの改修を行うとともに、保険

者からの電話相談などにも適宜対応するなど、当該業務が円滑に進められるよ

う支援に努めた。振替元県内国保保険者からの申請に基づいた支給件数と支給

金額は、本業務を開始した平成 28 年度は約 7,200 件、1億 6,000 万円であった

が、令和元年度は約 13,500 件、3億 1,000 万円と、それぞれ約 1.9 倍となって

おり一定の成果があった。  

 

３ 後期高齢者医療、介護保険及び障害者総合支援に係る各業務の円滑な運営 

（１） 新たなデータセンターでの運用が開始された後期高齢者医療広域連合電算処

理システムについては、稼働初期に大きなトラブルも発生せず、システムを安

定的に運用することができ、県広域連合における保険料賦課算定や資格年次更

新などの年次の主要業務の安定的な運用に寄与した。また、令和２年度に向け

て、県広域連合におけるオンライン資格確認等システムへの対応や被保険者証

作成業務の運用変更などの新たな課題への取り組みについて、県広域連合と協

議を行うとともに、情報提供などによる支援に努めた。 

 (２)  介護給付の適正化を図るため、介護と医療の突合点検及び縦覧点検について

は、過誤対象か否かを判定し、保険者等へ報告した結果、今年度の過誤処理額

として、介護と医療の突合点検については 3,585 万円、縦覧点検については

8,893 万円の効果額があった。さらに、保険者の事務を軽減するため、過誤申

請情報の代行入力及び登録も併せて行った。また、ケアプラン分析などの巡回

相談を各保険者に対して令和元年５月にアンケート調査に基づき 13 保険者に



 

 

実施した。  

（３） 令和２年５月の介護保険審査支払等システム及び障害者総合支援給付審査支

払等システムの機器更改を行うにあたり、令和元年 12 月から令和２年３月末

にかけて、システムの安定運用を目的として業務やシステムに関する運用テス

トを行った。また、保険者ネットワーク等回線の敷設については、令和元年

11 月に完了し、令和２年１月から３月にかけて保険者の協力のもと回線切替

テストを行った。 

（４） 障害者総合支援に係る業務については、障害介護給付費等の請求に対し、令

和元年 11 月請求分から審査の見直しが行われ、システムチェック機能の一部

変更が施された。このことから本会では、４月から９月の期間において、変更

される審査内容やシステムの操作方法等について精査し、自治体や障害福祉サ

ービス事業所への周知を行った。また、変更後の各種問合せ等に対し、的確な

対応を行った。 

かながわ自立支援給付費等支払システム再構築については、令和元年４月に

プロジェクトの準備契約を全自治体と締結後、県及び市町村で構成するプロジ

ェクトに事務局として参加し、全体計画の立案、新システムの方針を決定し、

要件定義書（案）を作成した。併せて令和２年度の自治体予算要求に向けた検

討を行った。 

 

４ 医療費適正化の推進等、保険者支援の充実・強化 

（１） 保険者等の第二期データヘルス計画（2018 年度～2023 年度）に対する支援

として、国の補助金である国保ヘルスアップ事業申請保険者等を対象に、「保

健事業支援・評価委員会」を開催し、特定健診受診率、特定保健指導実施率の

向上、及び生活習慣病重症化予防等の実施状況や課題に対して、個別に助言・

評価を行った。 

また、保険者等を対象に「課題別研修会」や保健福祉事務所と連携した「ブ

ロック別（地域別）研修会」を開催し、特定健診受診率向上策等をテーマとし

た講義や保健事業支援・評価委員を交えたグループワーク（情報交換等）を行

った。更に、県外保険者の特定健診受診率向上に係る好事例からノウハウを習

得するため、県内保険者と共に県外保険者視察(埼玉県志木市、東京都府中市)

を実施した。 

（２） 「特定健診・特定保健指導実施率向上支援事業」及び「生活習慣病重症化予

防支援事業」として、本会に申請のあった 14 保険者に対し、延べ 222 名の在

宅保健師を派遣し、マンパワー支援及び効果的な受診勧奨ノウハウの提供を行

った。また、モデル市町村を１市選定し、本会保健師が当該市の担当者と協働

して、健康づくりイベントの企画・実施・評価まで支援する「アウトリーチ型」

の特定保健指導実施率向上の取組を行なった結果、１回のイベントで参加者 40

名の全員が特定保健指導を利用し、うち終了者は 35 名の成果が得られた。(当

該市の前年度１年間の利用者は 69 人、終了者は 59 人) 

（３） 保険者等が推進する医療費適正化の取り組みに大きな効果をもたらす第三者



 

 

行為求償事務について、国保中央会が主催する第三者行為求償事務担当職員等

研修への参加により職員の専門的知識の向上等に努めるとともに、損害賠償金

の確保と早期収納に取り組んだ結果、求償事務の収納額は、前年度と比較して

約２％増の約16億3,500万円を収納し、３年連続で過去最高収納額を更新した。

そのうち、平成 30 年度から順次拡大してきた加害者への直接求償事務（無保険

分）については、54 件を受託し、約 280 万円を収納した。 

また、第三者行為に係る加害者直接求償事務について、令和元年８月から９ 

月にかけて開催した都市（町村・組合）部会等において、前年度の処理状況と

令和２年度から拡大する具体的な受託範囲の検討状況を説明するとともに、受

託拡大に向けた今後の検討スケジュールについても提示した。令和２年２月に

開催した理事会では、第三者行為損害賠償求償規則求償事務の受託範囲等につ

いて一部改正を行い、新たにペット事故及び食中毒事故に係る案件を令和２年

度から受託範囲に加えた。 

（４） 後発医薬品のシェア率拡大に向けた支援について、令和元年６月から８月に

かけて実施した「国保総合システム（保険者サービス系）にかかる保険者別研

修」において、差額通知書作成に係る対象薬効の見直しなど、効果的に差額通

知を作成するための出力条件の設定方法などについてアドバイスを行った。 

    また、県より後発医薬品に関する分析業務を受託し、国民健康保険及び後期

高齢者医療制度に係るレセプトデータを基に、薬効別、年齢階層別、剤型別、

傷病名別、診療科別等の使用割合や保険者別の課題等について分析した結果を

提供した。これらの取り組みの結果、令和２年３月診療時点の数量シェアにつ

いては、76.7％となり、前年同月対比で 3.51 ポイントの進展がみられた。 

（５） 「風しんの追加的対策」に係る費用決済業務では、業務を開始するにあたり

保険医療機関等に対して請求方法等の周知を行うとともに、当該業務が円滑に

遂行できるよう、県や市町村と連携を密に行い、問題点や不明点などの解決に

取り組んだ。令和元年６月からは保険医療機関等からの受付を開始し、ピーク

時には２万件近い請求月もあったが、年間を通してみると、国の見込みであっ

た319,200件を大きく下回り、実積率27.4％の87,384件の請求にとどまった。 

(６)  データヘルス改革に繋がるオンライン資格確認等システムが、令和３年３

月の本稼働を目指して検討が進められていることから、令和元年８月に国保中

央会が開催した「国保情報集約システムに係る国保連合会向け説明会」の資料

を基に、10 月にオンライン資格確認等システムの市町村ＰＩＡの再実施の内容

やこのことを含めた今後の全体スケジュールの概要等について、市町村担当者

向け説明会を開催し周知を行った。 

 

５ 業務の効率化及び経費の節減並びに適正で透明な事業運営と会計事務の遂行 

（１） 経費節減の取り組みとして、ＩＴコンサルタントを活用し、システム開発・

運用に係る見積りの妥当性評価の対象を令和元年度から全ての案件に拡大し

た結果、前年度年間査定額▲1,293 万円に対し、本年度は年間▲1,476 万円の

査定額となり、更なるコスト削減を行った。また、令和２年度の予算編成にお



 

 

いて、ＩＴコンサルタントの専門知識をもとに、見積り内容や価格の妥当性評

価を実施した結果、ネットワーク機器の調達案件では、複数業者から再度見積

りを取り寄せ、評価を行ったことで、当初の 3,400 万円の予算額が 1,780 万円

となり、▲1,620 万円を査定して、システム関連の予算額を削減した。 

さらにデータセンターの移設に伴い、打鍵処理に要する通信回線費用や保険

者ネットワーク回線の帯域の見直しを行うなど、経費節減に向けた取り組みを

推進した結果、令和元年度は、前年度実績と比較し 1,257 万円の節減効果を上

げた。なお、ＩＴ調達に関するスキルアップを図る取り組みとして、「経費節

減に向けたＩＴコンサルタントの活用の目的や方法」、「調達仕様書を作成する

ための必要な知識」と題し、ＩＴコンサルタントによる職員研修会を２回実施

した。 

（２） 平成 30 年４月に導入した新財務会計システムの機能を活用して、予算要求

部署と経理担当部署の双方向により執行状況を確認するとともに、新規予算項

目については、入札等の実施を含めた進捗管理表を作成し、予算要求部署と経

理担当部署で適正な予算執行管理に取り組んだ。また、事務の効率化として予

算編成作業の負担軽減を図るため、経費積算等の検証やシミュレーションを行

える手数料積算機能等のシステム化を行った。 

（３） 令和２年度における適正な人員配置と効率的な事業運営に向けた体制を整備

するため、定年退職者等の補充として採用試験を２回実施するとともに、年度

途中の自己都合退職者等の補充として再任用職員の活用や保健事業推進専門

員の採用に向け調整を行うなどにより、業務量に見合った職員数の確保に努め

た。 

 

６ 危機管理対策と情報セキュリティ対策の推進 

（１） 令和元年８月に発生した郵送物の誤送付については、速やかに原因の究明と

改善策を打ち出し、報告連絡体制の再周知や発送手順書の確認・整備を行うな

ど、今後の教訓とすべく事故防止の強化に繋げた。また、その結果、令和元年

９月に実施されたＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証

取得後初めての再認証審査において、部門内で適切な情報管理や是正処置等を

実施し、規格の要求事項に適合した運用がされていることを評価され、今後３

年間の認証継続が認められた。 

（２） 特定個人情報等の適正な取り扱いを確保するため、本会特定個人情報取扱規

則に則り、令和元年 10 月に全職員を対象に特定個人情報の漏えい事案を題材

に研修を実施した。 

（３） 本会業務継続計画（ＢＣＰ）に定める他県との支援・受援の連絡体制を確保

するため、令和元年 12 月に 10 都県（関東ブロック）国保連合会の間において、

災害時広域支援協定に基づくブロック内情報伝達等訓練を行った。 



Ⅱ　事　業　内　容　

１　診療報酬等（国保、後期高齢者医療）審査支払業務の円滑な遂行

（１）審査支払事務

ア　国保総合システム（審査支払系）・後期高齢者医療請求支払

    システムの安定的な運用 <随時実施>

イ　審査支払事務の効率化の推進 <随時実施>

ウ　審査事務共助支援システムによる審査共助の推進 <随時実施>

エ　診療報酬等オンライン請求システムの円滑な運用 <随時実施>

オ　療養費の適正な審査と正確な支払業務の遂行 <随時実施>

カ　審査結果照会システムを活用した審査事務共助の充実 <随時実施>

キ　審査委員と審査担当職員の情報共有及び連携の強化 <随時実施>

（２）審査委員会等の開催

ア・診療報酬審査委員会 <12回実施>

  ・診療報酬再審査部会 <12回実施>

  ・診療報酬審査専門部会 <12回実施>

  ・診療報酬審査運営委員会 <２回実施>

イ　柔道整復施術療養費審査委員会 <12回実施>

ウ　療養費審査委員会 <12回実施>

エ　常務処理審査委員会 <10回実施>

（３）レセプト点検事務の支援 <随時実施>

（４）診療報酬支払資金の融資　 <未 実 施>

（５）各種打合せ会議等　

ア　公費負担医療に関する事務打合せ会議 <随時実施>

イ　医療関係団体との打合せ会議 <随時実施>

ウ　県医師会・支払基金・国保連合会連絡会議 <２回実施>

エ　神奈川県診療報酬適正化連絡協議会 <２回実施>

オ　療養費事務担当者会議 <１回実施>



（６）診療報酬の審査支払状況

ア　国保・公費

イ　後期高齢者医療・公費

（７）レセプト電算処理の請求状況と電子化率（令和２年３月請求）

      オンラインによる請求状況とオンライン化率（令和２年３月請求・再掲）

審査月

4～3月

3～2月

4～3月

538,305,687,055

44,858,807,255

5,334,256,812

64,011,081,746

31,776,062,102

2,648,005,175

支払額（円）

（下段：月平均）
対前年度

3.41％減

診療報酬

公費負担医療

5.75％増

6.59％増

76,067,170,755

29,972,299,366

（下段：月平均）

2,497,691,614

対前年度

1.35％減

1.44％増

1.69％増

審査件数（件）

（下段：月平均）
区　分

診療報酬

高額療養費
569,803

912,806,049,061
4.27％増

1.01％減

支払額（円）

34,194,042

2,849,504

47,484

3,140,106

高額療養費

対前年度
（下段：月平均）

区　分
審査件数（件）

公費負担医療

対前年度

4.03％減

0.06％増

37,681,272

538,453

44,871

7,340,011

611,668

調　剤

点数表

歯　科

調　剤

合　計

合　計

歯　科 735

医　科 4,520

9,034

3,779

4,597,511

101.09

100.91

件　数（件） 前年同月比(%) オンライン化率(%)

80.57

114,188

2,321,822

2,161,501

点数表

医　科

機関数

6,022

件　数（件）

2,881,829

審査月

1,923,825,886

160,318,824

99.80

99.68

81.97

101.20

101.24

98.55

2,165,843

5,609,035

13.33％増

4～3月

4～3月

4～3月

98.48

94.80

電子化率(%)前年同月比(%)

99.39

99.70

機関数

109.24

100.07

3,798

14,242

20.34

4,422 561,363

21,732
1.74％減

260,788



２　共同処理事業の効率的・効果的な推進

（１）国保総合システム（保険者サービス系）の安定的な運用 <随時実施>

（２）国保情報集約システムの安定的な運用 <随時実施>

（３）特定健診・特定保健指導の支払業務の円滑な運営 <12回実施>

・特定健診等の費用決済処理状況

（４）出産育児一時金の直接支払業務の円滑な運営 <12回実施>

・出産育児一時金処理状況

（５）風しん対策に係る費用決済業務の円滑な実施 <10回実施>

・風しんの費用決済処理状況（令和元年６月～２年３月）

（６）後期高齢者医療広域連合電算処理システムの円滑な運用 <随時実施>

（７）第三者行為求償事業の適切かつ効果的な運営　 <随時実施>

    受託範囲拡大分（無保険の加害者直接請求・再掲）

126,958 1,510,415,143 4,787

合　　　計 498,288 5,362,911,042 78,946

7,915 660 3,273,100,852 272,758,404

件 数(件)

71,932

1754

収納件数(件)

傷病原因調査(件) 収納金額(円)

請求件数(件)

受託件数(件)

支払金額(円)

費用決済 データ管理

件 数(件) 費 用(円) 件 数(件)

　特定健診(国民健康保険) 366,793 3,812,445,421 70,604

　特定保健指導

抗体検査

合　　計

1,865 1,635,391,544

収納件数(件)

月平均金額(円)

収納金額(円)

月平均件数(件)

2,815,520

予防接種

1,544 1,906

受託件数(件)

15,452

87,384

費 用(円)

431,259,092

179,797,618

611,056,710

4,537 40,050,478 3,555

　健康診査(後期高齢者)



（８）保険者事務電算共同処理委員会の開催　 <２回実施>

元年 7月 3日 国保会館

 2年 3月 2日 書　　面

（９）医療費分析資料の作成（医療費の動向・診療報酬確定額・諸率等） <随時実施>

（10）医療費通知書およびジェネリック医薬品に関するお知らせ（はがき）

　　　の作成 <随時実施>

（11）保険者事務処理支援業務　　 <随時実施>

開催場所 議題・協議事項等開催年月日

１.協議事項

(1)令和２年度国保総合システム年間イベントについて

(2)高額療養費業務の地単補助機能について

(3)日次資格確認の拡充について

２.報告事項

(1) 保険者事務電算共同処理委員会ＫＤＢ部会の報告に

　 ついて

(2) 国保総合システム保険者訪問支援について

(3) 国民健康保険への加入促進を目的とした出入国在留

　 管理庁からの情報提供に関する事務について

１．協議事項

(1) 医療費通知書作成業務の仕様変更について

(2) 資格給付点検業務について

(3) 療養費代理受領方式による保険者間調整に関する様

　　式変更等の検討状況について

２．報告事項

(1) 国保総合システム保険者訪問支援について

(2) 処方箋不正使用疑義レセプト抽出機能における疑義

　　レセプト見分け時の留意事項

(3) 高額介護合算療養費業務に係る不具合について

３．その他

　　元号対応および元年表記について



３　介護保険事業の円滑な運営

（１）介護給付費等審査支払業務 <12回実施>

（２）介護給付費等審査委員会の開催 <12回実施>

（３）会議の開催　　

ア　介護保険事務処理委員会 <３回実施>

元年 6月24日 国保会館 ・令和元年度検討議題について

・介護保険部会における保険者事例発表について

・メールシーラーのレイアウトや文言の変更について

元年 7月24日 国保会館 ・前回提出議題に関する意見集約について

・令和元年度保険者要望について

・介護保険部会における保険者事例発表について

・メールシーラーのレイアウトや文言の変更について

元年 8月26日 国保会館 ・令和元年度提出議題に関する意見集約について

・令和元年度保険者要望について

・介護保険部会における保険者事例発表について

・メールシーラーのレイアウトや文言の変更について

イ　各種打合せ会議 <随時実施>

（４）介護サービスの苦情処理等

ア　介護サービス苦情処理委員会の開催 <50回実施>

イ　介護サービスの苦情相談等 <随時実施>

（５）保険者事務共同処理事業 <12回実施>

（６）保険者支援業務 <随時実施>

（７）保険料等の特別徴収に係る経由業務（国保・介護保険・後期高齢者医療）<12回実施>

（８）要介護認定等情報経由業務（介護保険） <12回実施>

通報件数

議題・協議事項等

475件 2件 5件

相談件数 申立件数

開催年月日 開催場所



（９）介護サービス費等の審査支払状況

４　障害者総合支援給付費等審査支払事業の円滑な運営     

（１）障害者総合支援法による障害介護給付費等の審査支払業務 <12回実施>

（２）児童福祉法による障害児給付費等の審査支払業務 <12回実施>

（３）県及び市町村単独事業分の審査支払業務 <12回実施>

（４）地域生活支援事業分の審査支払業務   <12回実施>

（５）市町村会議及び各種打合せ会議

ア　システム運用部会及び総合支援運用スケジュール会議 <12回実施>

イ　システムの機能改善及び最適化協議 <12回実施>

（６）かながわ自立支援給付費等支払システム再構築関連会議

ア　再構築推進会議　 <３回実施>

イ　プロジェクトチーム会議 <12回実施>

（７）障害者総合支援給付費等審査支払状況

  共同処理事業

対前年度
支払額（円）

19,469,408

7.48％増

4.93％増

対前年度

4～3月

1.02％減

233,632,891

（下段：月平均）

4.57％増

（下段：月平均）

4,249

661,481,007

7,937,772,078

78,447

941,366

53,743,341,520

対前年度 審査月

  （主治医・認定）

15,540,396,524

186,484,758,2821,843,404

2.35％減

50,987

5～4月

4.00％増

審査月
（下段：月平均）

4～3月9.94％増 7.48%増

区　分

153,617

給付費等

審査件数（件）

（下段：月平均）
対前年度

支払額（円）

公費負担医療

1,043,908

644,920,098,24512,526,900

介護サービス費

区　分
審査件数（件）

4～3月



５　保険者が行う保健事業に対する支援 

（１）保健事業推進協議会の開催　 <２回実施>

元年 8月 2日 国保会館 ・国保保健事業の平成３０年度実施報告及び令和元年度

　実施計画について

・国保・後期高齢の健診・医療・介護データの連動につ

  いて

・高齢者の特性に応じた保健事業と介護予防の効果的な

　取組み

2年 1月 28日 国保会館 ・特定健診・特定保健指導の実施状況について

・令和２年度保健事業について

・糖尿病性腎症重症化予防事業について

・特定保健指導実施率向上のための事業改善の取組の

　報告について

・令和２年度健康づくり等支援リーフレット（案）に

　ついて

（２）「保険者等を支援する各種保健事業」担当者会議の開催 <１回実施>

元年12月12日 国保会館 ・令和元年度保健事業実施状況について

・令和２年度保健事業実施計画について

・健康まつり事業等支援事業の充実について

・糖尿病性腎症重症化予防事業について

（３）在宅保健師会「いちょうの会」による保険者支援事業 <随時実施>

ア　健康まつり事業等  横浜市【西区・南区・保土ヶ谷区・磯子区・戸塚区

　　支援事業 港南区・旭区・緑区・青葉区】

川崎市【本庁・川崎区・中原区・多摩区】

相模原市【緑区・中央区・南区】

鎌倉市・茅ヶ崎市・三浦市・秦野市・大和市・伊勢

原市・座間市・南足柄市・綾瀬市・寒川町・二宮町

松田町・山北町・開成町・箱根町・湯河原町・愛川

町・清川村　　　　　　　　　　　　（２１保険者）

  ・健康劇 伊勢原市・二宮町　　　　　　　　　 　(２保険者)

人　数事 業 名

開催場所 議題・協議事項等

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

１４名

保 険 者 名

８７名

開催年月日



イ　特定健診・特定保 平塚市、小田原市、逗子市、三浦市、葉山町、

　　健指導実施率向上 歯科医師国保

　　支援事業 　　　　　　　　　  　　　　　　　　（６保険者）

ウ　生活習慣病重症化 鎌倉市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市、

　　予防支援事業 開成町、湯河原町                    （７保険者）

（４）データ分析支援事業

ア　データ提供・分析作業支援 <12回実施>

逗子市

寒川町、南足柄市

平塚市

平塚市

大磯町

大和市

相模原市

横浜市、寒川町

海老名市、鎌倉市

イ　データ分析、データ活用研修会等にかかる講師の派遣・助言 <２回実施>

湯河原町

横浜市

（５）特定健診等データ管理システムの円滑な運用 <随時実施>

（６）健康測定機器等の貸出  <貸出回数127回　22保険者実施>

骨密度測定器 横浜市【緑区(１)・泉区(２)・青葉区(７)・都筑区

(３)】・川崎市【川崎本庁(１)】・相模原市(１)・

鎌倉市(１１)・小田原市(５)・茅ヶ崎市(１)・秦野

市(８)・座間市(１)・南足柄市(４)・綾瀬市(２)・

寒川町(２)・大磯町(６)・二宮町(２)・箱根町(１)

建設連合(１)　　　　　　　　　　　　　（５９回）

 ７名

保険者数

２

機　器　名 保険者数 保 険 者 名

　2月

6月

２

5月 １

事 業 名 人　数 保 険 者 名

 12月

 11月 1

保　険　者　名

１

申込月

申込月 保険者数

保　険　者　名

６名

　5月 １

　6月 ２

　8月 １

　9月 １

 10月 1

１５

　1月

1



体組成計 大磯町(２)・真鶴町(１)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回）

加速度脈波測定器 横浜市【都筑区(１)】・川崎市【川崎本庁(３)・

川崎区(２)・中原区(１)・高津区(１)】・平塚市

(１)・鎌倉市(７)・小田原市(４)・茅ヶ崎市(１)・

秦野市(１)・座間市(１)・大磯町(６)・二宮町(３)・

箱根町(１)・建設業(１)・建設連合(１)  （３５回）

一酸化炭素濃度測定器 横浜市【都筑区(１)】・横須賀市(１)・小田原市

(２)　　　 　　　　　　　　　　　　　　 （４回）

脳年齢計 横浜市【戸塚区(１)・青葉区(６)】・川崎市

【川崎本庁(２)】・相模原市(１)・小田原市(１)・

三浦市(１)・座間市(１)・南足柄市(１)・箱根町

(１)・愛川町(２)・建設業(１) 　　　　　(１８回)

足指力測定 川崎市【川崎本庁(１)】・相模原市(１)・横須賀市

(１)・藤沢市(１)・小田原市(２)・座間市(１)・

真鶴町(１)　　　　　　　　　　　　　　　（８回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※保険者名の（　）内は貸出回数

（７）国保・後期高齢者ヘルスサポート事業(保健事業支援･評価委員会の運営) <１回実施>

元年 7月 8日 国保会館 ・令和元年度国保・後期高齢者ヘルスサポート事業申請

　保険者への支援について

・今後の支援方針等について

（８）国保データベース（ＫＤＢ）システムの円滑な運用 <随時実施>

 ・国保データベース（ＫＤＢ）システム部会　 <１回実施>

元年12月19日 国保会館 ・健康スコアリングのリリースについて

・後期国保突合について

・同一県内異動に係る一部閲覧画面の拡張対応について

・突合ＣＳＶの運用について

・閲覧期限超過データについて

機　器　名 保険者数 保 険 者 名

１３

３

１０

７

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

議題・協議事項等開催場所

２

開催年月日



６　国保・介護を支える各種事業

（１）国保振興・調査研究

ア　国保制度改善に関する運動及び陳情 <１回実施>

元年11月28日 衆・参議院 １９名 ・国保制度改善強化全国大会終了後の陳情運動

会館

イ　国保診療施設運営連絡協議会の開催 <１回実施>

国保会館

（２）広報事業等

ア　広報委員会の開催 <３回実施>

31年 4月19日 国保会館 ・平成３１年度広報事業実施計画（案）について

・「神奈川のこくほ・かいご」の企画編集について

・広報物のデザイン選定について

元年 7月23日 国保会館 ・各種広報の進捗状況について

・「神奈川のこくほ･かいご」の企画編集（案）について

・広報物のデザイン選定について

 2年 1月16日 国保会館 ・令和元年度広報事業実施報告

・「神奈川のこくほ・かいご」の企画編集（案）につい

　て

・令和２年度広報事業実施計画（素案）について

・令和２年度「神奈川のこくほ･かいご」の企画編集方針

　について

・令和２年度標語の選定について

参加者数

議題・協議事項等

2年 1月23日
・令和２・３年度神奈川県国民健康保険診療施設運営連
  絡協議会役員（会長・副会長）の選出について

・各診療施設における運営状況と課題について

開催年月日

内　容　等

議題・協議事項等

開催場所

開催年月日

開催年月日

開催場所

開催場所



イ　機関誌「神奈川のこくほ・かいご」の発刊　１回800部 <４回実施>

ウ　国保情報紙の配布

  ・「国保新聞」（毎月1日.10日.20日発刊）１回319部 <34回実施>

  ・週刊「国保情報」（月曜日発刊） <47回実施>

３９６

元年 9月30日

 2年 3月31日 ３９７

３９４

３９５

・かながわＴＯＰ紹介
　「共に見守り支え合い
　　　すこやかに暮らせるまち　茅ヶ崎」
　　　　　　　　茅ヶ崎市長　　 佐 藤　 　光　氏

・保険者紹介コーナー
　　相模原市
　　「潤水都市さがみはら」　　他

・新年のごあいさつ
　　神奈川県国民健康保険団体連合会　理事長　内野　優

　　神奈川県国民健康保険診療報酬審査委員会
　　　　　　　　　　　　　　会長　　　石山　直巳　氏

・保険者紹介コーナー
　　箱根町
　　「やすらぎとおもてなしの
　　　　　　　　　　　　あふれる町－箱根」　　他

号　数 内　容　等

元年 6月30日

・かながわＴＯＰ紹介
　「生涯を健康で安心して
　　　　住み続けられる
　　　　　　村づくりの実現を目指して」
　　　　　　　　　清川村長　　岩澤　吉美　氏

・保険者紹介コーナー
　　厚木市
　　「元気あふれる創造性豊かな
　　　　　協働・交流都市　あつぎ」　　他

・かながわＴＯＰ紹介
「オンリーワンのまちづくり」を目指して
　　　　　　　　逗子市長　　桐ケ谷　　覚　氏
　
・保険者紹介コーナー
　　松田町
　　「いのち“育み”　未来へ“ツナグ”　進化“つづける”
　　　故郷　－笑顔あふれる幸せのまち　松田－」　他

発刊日

 2年 1月 1日



エ　国保・介護事業ＰＲ及び印刷物の作成・配布

  ・マスメディアを活用したＣＭ <３回実施>

ラジオ

  ・健康まつり等支援ポケットティッシュ（443,000個） <１回実施>

  ・健康づくり等支援リーフレット（47,100部） <１回実施>

  ・保険料（税）収納率向上ＰＲポスター（650枚） <１回実施>

  ・被保険者証更新ＰＲポスター（14,050枚） <１回実施>

  ・特定健診受診率向上ＰＲポスター（1,840枚） <１回実施>

  ・介護ＰＲリーフレット（15,700枚） <１回実施>

オ　参考図書のあっ旋等 <随時実施>

（３）国民健康保険料（税）徴収アドバイザー派遣事業　　　 <10回実施>

                                    (神奈川県と共同実施) 

三浦市役所

　　 7月12日

      ～19日

横須賀市役所
・アドバイザーによる管理職員、徴収職員に対する
　ヒアリング

元年 6月13日

      ～16日

・管理職員、徴収職員への助言・指導

元年10月21日

媒体種類

元年 6月14日 ラジオ

    11月13日

元年10月16日

ニッポン放送

ラジオ

開催場所

・「国民健康保険料(税)等の収納率向上」に関するもの
  フリースポットＣＭ（２０秒×１７回放送）

開催年月日

      ～16日

内　容　等

元年10月18日 三浦市役所

内　容　等

ニッポン放送

・「特定健診の受診率向上」に関するもの
  フリースポットＣＭ（２０秒×２０回放送）

・「特定健診の受診率向上」に関するもの
  パブリシティ生ＣＭ（６０秒×２回放送）

実施日

      ～17日

・アドバイザーによる管理職員、徴収職員に対する
　ヒアリング

元年 9月30日

   　7月12日 ニッポン放送



（４）常勤医師等による保険者２次点検に係る巡回相談業務 <１回実施>

（５）療養費代理受領による保険者間調整に係る保険者巡回相談業務 <未 実 施>

（６）第三者行為求償事務に係る保険者巡回相談業務  <11回実施>

・求償事務の流れについて

・将来の介護費について

・加害者直接求償について

・求償事務の流れについて

・書類取り付けの注意点について

・損害賠償と損害保険の基礎知識について

・求償事務の流れについて

元年11月25日

・管理職員、徴収職員への助言・指導

元年 8月22日 茅ヶ崎市

開催年月日 開催場所 内　容　等

葉山町

巡回保険者 内　容　等

 2年 1月27日 三浦市役所

開催年月日

元年 8月27日 藤沢市

海老名市

開催年月日 巡回保険者 内　容　等

元年 9月27日

・管理職員、徴収職員への助言・指導元年12月 9日 横須賀市役所

 2年 1月20日 逗子市役所

松田町役場
・アドバイザーによる管理職員、徴収職員に対する
　ヒアリング

三浦市役所 ・管理職員、徴収職員への助言・指導、研修

藤沢市元年 9月10日
・再審査結果に基づく保険者からの質問に対する相談及
  び報告

元年10月 7日

元年11月18日 逗子市役所
・アドバイザーによる管理職員、徴収職員に対する
　ヒアリング

元年12月23日 松田町役場 ・徴収職員への助言・指導・研修

元年10月28日

・徴収職員への助言・指導・研修



・損害賠償と損害保険の基礎知識について

・書類取り付けの注意点について

・損害賠償と損害保険の基礎知識について

・委託案件の結果と経過報告

・求償事務の流れについて

・損害賠償と損害保険の基礎知識について

・損害賠償と損害保険の基礎知識について

・求償事務の流れについて

・個別案件について

・損害賠償と損害保険の基礎知識について

・求償事務の流れについて

（７）介護給付適正化業務に係る保険者巡回相談業務 <13回実施>

（８）保険者ニーズの把握と新規受託業務の推進  <随時実施>

南足柄市

湯河原町

ケアプラン分析システムについて

二宮町元年 8月14日

元年 8月15日

ケアプラン分析システムについて

ケアプラン分析システムについて

ケアプラン分析システムについて

ケアプラン分析システムについて

元年 7月12日

相模原市

元年11月19日 神奈川県

建設連合

元年10月17日

開催年月日 巡回保険者 内　容　等

神奈川県

広域連合

元年10月23日 厚木市

元年10月 8日

元年10月24日 鎌倉市

元年11月15日

内　容　等

横浜市

開催年月日 巡回保険者

元年10月30日 茅ヶ崎市 ケアプラン分析システムについて

元年11月15日 山北町

元年 6月25日

逗子市

ケアプラン分析システムについて

元年11月28日 藤沢市 ケアプラン分析システムについて

ケアプラン分析システムについて

元年11月27日 大磯町 ケアプラン分析システムについて

元年 8月29日

元年 8月29日

ケアプラン分析システムについて

葉山町

元年10月30日

鎌倉市元年11月28日

寒川町

開成町

元年10月18日

元年10月25日 海老名市 ケアプラン分析システムについて

平塚市 ケアプラン分析システムについて



（９）研修業務

ア　職員の研修

 ・職員の資質向上に向けた研修 <４回実施>

 ・審査担当職員の事務共助知識力向上のための研修 <４回実施>

  ・情報セキュリティ対策（ＩＳＭＳ）の教育・訓練に関する研修 <１回実施>

開催年月日 開催場所 内　容　等

・情報セキュリティ全職員等研修
（全職員及びパート職員）
１．情報セキュリティに関する動向
２．再認証審査の結果について
３．グループワーク（誤送付防止について）
         ※新規採用者研修は随時実施

        31日

    11月 1日

国保会館

開催年月日 内　容　等開催場所

     3月 2日

国保会館 ・チームビルディング研修（全職員）
    全員がリーダーシップを発揮し、様々な変化に合わ
　　せ改善と成長を続けながら成果を上げる組織を目指
　　す

国保会館
・ＤＰＣの基礎知識

開催年月日 開催場所 内　容　等

31年 4月 1日 国保会館 ・初任者研修
　　国保連合会の概要等

元年 8月29日 国保会館 ・ＩＴ調達研修
　 調達仕様書を作成または確認するため知識を習得     9月20日

元年11月28日 国保会館

元年 8月 6日

元年 5月 7日
・機械チェック処理～全国共通設定項目について
 （Ｓランプ編）～

国保会館

        27日

国保会館
・Ｋ５４６とＫ５４９に係る記載事項
・機械チェックの基礎知識

元年11月 7日 国保会館
・国保中央会エキスパート伝達研修（Ⅰ）（Ⅱ）

 2年 3月 4日

    　　 5日

・メンタルヘルス研修（初級職員）
    ストレスチェック制度周知及びセルフケア

元年10月30日

 2年 2月25日



  ・個人情報保護に関する研修 <１回実施>

　・特定個人情報に関する研修  <１回実施>

イ　診療報酬審査委員の研修 <未 実 施>

ウ　保険者事務職員の研修

  ・保険者レセプト点検担当者研修会 <１回実施>

  ・第三者行為求償事務研修会 <３回実施>

開催年月日

横浜市西公会堂 ７９名

・会計実地検査の指摘事項等について
・国保総合システム保険者サービス系シス
  テム　レセプト点検機能について
　－操作上のポイント－
・本会における審査事務共助について
・再審査事例の解説
・心臓血管外科の手術と保険診療

開催年月日

国民健康保険求償事務担当者
・講演
「第三者行為求償事務の取組強化につい
　て」
神奈川県健康医療局保健医療部医療保険課
国保指導グループ　  　神田　敏史　氏
・損害賠償と損害保険の基礎知識
　講師：第三者行為求償事務専門員
　　　　　　　　　　　椎野　伸彦
・各種様式、受付時の注意点について

開催場所

４０名

元年10月30日

開催場所 内　容　等

参加者数

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

元年11月 6日

国保会館

内　容　等

元年 6月13日

・情報セキュリティ全職員等研修
（全職員及びパート職員）
１．特定個人情報の漏えい事案等について

        31日

    11月 1日

    　　 5日

国保会館



  ・保険料（税）収納率向上対策支援研修（神奈川県と共同実施） <３回実施>

開催年月日 開催場所 参加者数

元年 6月20日

３７名

開催年月日 参加者数

２９名

波止場会館

内　容　等

元年12月26日 徴収実務中堅職員研修
・生活再建型の滞納整理
・多重債務者対策・横須賀市の事例等
・グループワーク
　滞納者折衝のポイント・ロールプレイン
　グ
　講師：横須賀市税務部納税課
　　　　　課長補佐　岸　仁　氏
　　　　横須賀市税務部納税課
　　　　債権回収対策係
　　　　　主任　板倉　太一　氏

国保会館 ３４名

元年 9月25日

元年 7月26日

保険料（税）徴収実務初任者研修会
・神奈川県下の状況説明
・講演「滞納整理の基本」
　　　「催告と滞納処分」
・グループワーク
　講師：ＴＯＫＹＯ　ＥＭＯＴＩＯＮ
　　　　代表　　海老　理真　氏

元年 6月27日

国保会館 ２１名

国保会館

開催場所

後期高齢求償事務担当者
後期高齢医療広域連合求償事務担当者
・損害賠償と損害保険の基礎知識
　講師：第三者行為求償事務専門員
　　　　　　　　　　　椎野　伸彦
・求償事務の流れについて
・各種様式、受付時の注意点について

国保会館

介護保険求償事務担当者
・損害賠償と損害保険の基礎知識
　講師：第三者行為求償事務専門員
　　　　　　　　　 　 椎野　伸彦
・各種様式、受付時の注意点について
・将来の介護費について

内　容　等

国保･後期高齢者医療徴収マネジメントトッ
プセミナー
・徴税改革～新たなる領域への挑戦～
・捜索からインターネット公売まで　　他
　講師：特定非営利活動法人ＬＧＮｅｔ
　　　　代表　　堀　　博晴　氏

１９名



  ・特定健診等データ管理システムの操作等研修会 <未 実 施>

  ・国保データベース（ＫＤＢ）システムの操作等研修会、活用研修会 <５回実施>

  ・国保・後期高齢者ヘルスサポート事業に関する説明会・研修会 <１回実施>

令和元年度国保・後期高齢者ヘルスサポー
ト事業課題別研修会
  講演：「特定健診受診率向上策の意義と
　　　　　課題」
  講師：合同会社 生活習慣病予防研究
　　　　センター　代表　岡山　明　氏

参加者数

元年 7月30日

５０名

国保会館

６名

国保会館

・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　概要について
・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　端末操作について

元年 7月11日
・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　概要について
・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　端末操作について

・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　概要について
・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　端末操作について

１２名

開催年月日

横浜市役所

2年 2月12日

４８名

元年 7月25日
・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　概要について
・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　端末操作について

５６名
・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　新機能について
・保健事業介入支援管理機能について
・国保・後期高齢者の健診・医療・介護状
　況の帳票について

元年 7月 4日

内　容　等参加者数

内　容　等開催場所

開催年月日 開催場所

元年 6月 6日 湯河原町役場 ４名

神奈川県
健康増進課

神奈川県
健康増進課



  ・国保・後期高齢者ヘルスサポート事業に関するブロック別研修会 <３回実施>

                                                     （市町村等）

・県外視察 <２回実施>

  ・国保総合システムにかかる実務担当者説明会 <２回実施>

【湘南・平塚・秦野ブロック】対象：８保険者
・特定健康診査実施計画と事業評価
  講師：昭和大学 保健医療学部　看護学科
　　　　准教授　　　　　村　田　加奈子　氏

元年 9月 4日

６４名

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

元年 9月 2日

元年 9月20日

内　容　等開催年月日

元年11月21日 東京都府中市庁舎 ４名 ・「特定健診受診率向上の取組～低年齢層
　へのアプローチ～」
　講師：東京都府中市市民部保険年金課
　　　　保健師　　　　　大谷　幸代　氏
・意見交換

内　容　等

【国保組合ブロック】対象：６保険者
・特定健康診査実施計画と事業評価
  講師：国際医療福祉大学 小田原保健医療学部
　　　　副学部長・教授　荒木田　美香子　氏

元年11月18日 埼玉県志木市庁舎 ９名 ・「特定健診受診率向上の取組～健康づく
　り事業との連携～」
　講師：埼玉県志木市健康福祉部健康政策
        課　　　　課長　清水　裕子　氏
・意見交換

国保会館

国保会館

開催年月日

神奈川県総
合医療会館

国保総合システム国保共電に係る実務担当
者(初任者向け)説明会
【国保総合システム保険者サービス系にお
　ける各業務の運用等】
(1) 国保総合システムを活用した給付業務
　　の概要
(2) 資格給付確認業務
(3) 高額療養費業務
(4) 高額介護合算療養費業務
(5) 医療費通知書作成業務
(6) ジェネリック医薬品差額通知書作成業
　　務

【政令市ブロック】対象：３保険者
・特定健康診査実施計画と事業評価
　講師：国際医療福祉大学 小田原保健医療学部
　　　　副学部長・教授　荒木田　美香子　氏

開催場所

元年 5月10日

平塚保健福祉
事務所

開催場所 参加者数



  ・国保情報集約システムにかかる実務担当者説明会 <２回実施>

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

　

国保総合システム国保共電に係る実務担当

者説明会

【国保総合システム保険者サービス系にお

　ける高額療養費業務の運用等について】

(1) 制度改正に伴う高額療養費業務対応

(2) 高額療養費外来年間合算対応

(3) 高額療養費（自動償還）について

(7) 事業月報
(8) 療養費支給実績業務
(9) 国保総合システムにおける保健事業関
　　係帳票
(10) 資格管理業務

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

元年 9月18日 ４９名

国保会館 ４７名
※国保情報集約システムに係る市町村説明
会

(1) 市町村から連携される資格情報のエラ
　　ー解消や登録誤り等への対応について
(2) 国保総合システムへの連携項目の追加
　　に係る対応について
(3) オンライン資格確認等システム導入に
　　伴う国保情報集約システムに関するス
　　ケジュール概要について
(4) オンライン資格に係る外部インターフ
　　ェース仕様およびチェック仕様の変更
　　概要について
(5) オンライン資格確認等システム 市町
　　村PIAの実施について
(6) オンライン資格確認等システム 初期
　　セットアップ・運用テスト・マスタ
　　登録について

国保会館

元年 5月10日 神奈川県総
合医療会館

５６名

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

※国保総合システム国保共電に係る実務担
当者(初任者向け)説明会の第２部として開
催
【国保情報集約システムにおける運用等】
(1) 国保情報集約システムについて
(2) 国保情報集約システム操作

元年10月 2日



  ・国保総合システム（保険者サービス系）にかかる保険者別研修 <23回実施>

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会

　・各種システム変更に伴う研修会 <未 実 施>

エ　介護保険者事務職員の研修

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会 <１回実施>

開催年月日 開催場所 内　容　等

元年 7月19日 相模原市 資格給付、ジェネリック差額通知

元年 7月23日

元年 8月29日 清川村 資格給付、高額介護合算療養費、ジェネリック差額通知

参加者数

・介護給付費の請求方法等について
・保険者伝送について

国保会館

資格給付、ジェネリック差額通知

資格給付、高額介護合算療養費

資格給付、高額介護合算療養費

元年 7月 8日 茅ヶ崎市 資格給付、ジェネリック差額通知

元年 7月10日

元年 8月19日 開成町 資格給付、高額介護合算療養費、ジェネリック差額通知

元年 8月22日 厚木市 資格給付、高額介護合算療養費

秦野市

建設連合

元年 6月20日 横浜市 資格給付

元年 6月26日

元年 7月17日 海老名市 資格給付、高額介護合算療養費、ジェネリック差額通知

逗子市 資格給付、高額介護合算療養費

元年 8月 1日 湯河原町 資格給付、高額介護合算療養費、ジェネリック差額通知

元年 8月 2日 横浜市

元年 6月14日 ３７名

元年 6月28日 座間市

訪問保険者 内　容　等

元年 6月20日 寒川町 ジェネリック差額通知

大井町 資格給付、高額介護合算療養費

元年 6月27日

元年 9月20日

元年 7月30日

高額介護合算療養費、ジェネリック差額通知

元年 8月 6日 葉山町 資格給付、高額介護合算療養費

大磯町 資格給付、高額介護合算療養費、ジェネリック差額通知

元年 6月27日 小田原市 高額介護合算療養費

資格給付、高額介護合算療養費

元年 8月 8日

平塚市

三浦市 資格給付

開催年月日

元年 7月30日 藤沢市 資格給付

元年 8月 9日 鎌倉市 資格給付、高額介護合算療養費

資格給付、ジェネリック差額通知

元年 8月 8日 中井町



  ・介護給付適正化に関する研修会 <１回実施>

開催年月日 開催場所 内　容　等

  ・介護サービス苦情処理に関する研修会 <１回実施>

開催年月日 開催場所 内　容　等

オ　介護事業者の研修

  ・新規事業者請求事務・介護サービス苦情相談業務に関する研修会 <６回実施>

カ　市町村保健師・在宅保健師の研修 <３回実施>

元年 5月28日

令和元年度第一回市町村保健師研修会・在
宅保健師研修会合同研修会
講演：「脳卒中、循環器病に関する最新情
　　　　報とリアルワールドでの保健指
　　　　導」
講師：慶應義塾大学医学部　衛生学公衆衛
　　　生学教授
　　　国立循環器病研究センター客員部長
　　　岡村　智教　氏

横浜市西地区セ
ンター西公会堂

元年 6月14日

国保会館

８５名

元年 7月25日

元年 5月22日

国保会館

参加者数

元年10月25日 国保会館 ２３名
・講演
「行政に対する苦情の対応と訴訟の分析」
　　　　　　講師：弁護士　向川　純平氏

開催場所開催年月日 参加者数 内　容　等

３８名
令和元年度国保・後期高齢者ヘルスサポー
ト事業課題別研修会及び市町村保健師研修
会

特定健診受診率向上のための業務の見直し
～国保新規加入者への受診勧奨の取組み～

開催場所

国保会館

５３名

国保会館 ５２名

 ６９名

参加者数 内　容　等

元年 8月22日

元年 5月29日

国保会館

２８名

開催年月日

国保会館 ２８名 ・介護給付適正化事業について
・保険者支援業務について

参加者数

 2年 1月29日

元年11月27日 国保会館  ６７名

元年 9月27日

国保会館  ７２名

・介護給付費の請求と支払いの仕組みにつ
　いて
・伝送・磁気媒体での請求上の注意点につ
　いて
・介護給付費の請求方法について
・国保中央会介護伝送ソフト操作方法
・苦情業務について



キ　国保運営協議会会長等の協議・研修 <１回実施>

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

講師：昭和大学保健医療学部看護学科
　　　准教授　　　村田　加奈子　氏

健康劇　「あなたの血管元気？」
神奈川県在宅保健師会「いちょう座」

特定健診受診率向上のための効果的な取組
みについて
～県内外保険者の取り組み事例を通して～
コーディネーター：神奈川県鎌倉保健福祉
事務所　　　　　　弘中　千加　氏

パネリスト：
「特定健診受診率向上の取組み」～低年齢
　層へのアプローチ～
東京都府中市市民部保険年金課
　　　　　　　　　大谷　幸代　氏

平塚市特定健診受診率向上に向けた取組み
～特定健康診査に係る診療情報提供事業～
神奈川県平塚市健康・子ども部保険年金課
　　　　　　　　　佐々木　あづさ　氏

健康づくり事業との連携
埼玉県志木市健康福祉部健康政策課
　　　　　　　　　清水　裕子　氏

２０名

開催場所

国保会館

参加者数

元年11月14日

内　容　等

令和元年度第２回在宅保健師研修会
                        （公開講座）
講演Ⅰ：地域を一つの大きな家族に
講師：（株）ぐるんとびー
　　　代表取締役　菅原　健介　氏

講演Ⅱ：やる気を引き出す勇気づけの保健
　　　　指導とは
講師：（株）ウェルネスライフサポート
   研究所　代表取締役　加倉井 さおり氏

開催年月日

  ホテル横浜
  キャメロット
  ジャパン

３８名 講演：「健康無関心層にも届く保健活動に
　　　　向けて～行動経済学とナッジ理論
        の応用～」
講師：帝京大学大学院公衆衛生学研究科
      教授　　福田　吉治　氏

元年10月23日



ク　診療施設部会の研修 <１回実施>

(10）情報セキュリティ対策（ＩＳＭＳ）の推進と特定個人情報の適切な運用

ア　情報セキュリティ管理体制等における諸会議 <随時実施>

イ　マネジメントレビューの実施 <１回実施>

ウ　事業継続計画の見直し・検証 <１回実施>

エ　内部監査の実施　 <１回実施>

オ　外部審査(再認証審査)の実施（受審） 　 <１回実施>

カ　マイナンバー制度の適切な運用 <随時実施>

７　各種会議の開催

（１）通常総会 <２回実施>

国保会館

　 　6月18日

開催場所 参加者数 内　容　等

開催年月日

 ３０２名

開催年月日

元年 5月25日

      ～19日

・研究発表
・シンポジウム　メインテーマ
「医療機関のＢＣＰ
～事故被害からいかに早く立ち直るか～」

開催場所

開催年月日

元年 5月27日

内　容　等

内　容　等

開催場所

元年 8月19日
１．前回までのマネジメントレビューの結果及び実施
　　した処置の状況
２．ＩＳＭＳに関する外部及び内部の課題の変化等

内　容　等

  茅ヶ崎市コ
  ミュニティ
  ホール

開催場所

国保会館
・ＩＳＭＳ外部審査（再認証審査）

・報告事項　９件
・議決事項２５件
　　平成３０年度事業実施報告について
　　平成３０年度各会計決算認定について

国保会館

・ＩＳＭＳ内部監査

国保会館

開催場所 議題・協議事項等

元年 9月17日

　      20日

開催年月日

開催年月日

元年 7月29日



（２）理事会 <５回実施>

（３）運営協議会 <３回実施>

2年 2月28日

2年 2月 5日

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

・報告事項１件
・議決事項２件
　　令和２年度事業実施計画（案）並びに主要会計予算
　　見込みについて

国保会館

元年11月 6日

国保会館 ・報告事項１４件
・議決事項３６件
　　令和２年度事業実施計画について
　　令和２年度各会計予算について

元年 5月29日

・本会理事長、副理事長並びに常務理事の選任について

元年 7月 4日

・令和２年度事業実施計画について
・令和２年度各会計予算について

書　　面 ・議決事項４件
　　特別会計の設置に関する規則の一部改正について
  　令和元年度各会計予算について

元年 7月29日 国保会館

国保会館

国保会館 ・報告事項　１件
・議決事項４８件
　　令和２年度事業実施計画について
　　令和２年度各会計予算について

・令和元年度運営協議会正副会長の選任について
・平成３０年度事業実施報告並びに各会計決算について

国保会館
・令和２年度事業実施計画（案）並びに主要会計予算
　見込みについて

元年 7月17日 国保会館
・報告事項　３件
・議決事項２８件
　　平成３０年度事業実施報告について
　　平成３０年度各会計決算認定について
　　本会役員の選任について

元年11月20日 国保会館

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

2年 2月21日



（４）部会

ア　都市部会 <２回実施>

イ　町村部会 <２回実施>

１　本会が行う第三者行為求償事務について
（１）第三者行為直接求償事務に係る受託対象範囲の
      拡大について（素案）
（２）令和２年度第三者行為損害賠償求償事業特別会
      計の見直し（案）について
２　保健事業の業務内容と特定保健指導実施率向上の
    取組について
３　風しんの追加的対策業務の処理状況について

開催年月日 開催場所

元年 8月 1日
１　本会が行う第三者行為求償事務について
（１）第三者行為直接求償事務に係る受託対象範囲の
      拡大について（素案）
（２）令和２年度第三者行為損害賠償求償事業特別会
      計の見直し（案）について
２　保健事業の業務内容と特定保健指導実施率向上の
    取組について
３　風しんの追加的対策業務の処理状況について

大和市生涯学
習センター

川崎市役
所第３庁
舎

元年 8月 7日 国保会館

議題・協議事項等

１　都市部会正副部会長及び関係委員の選出について
（１）令和２年度都市部会正副部会長
（２）令和２年度運営協議会委員
（３）令和２・３年度広報委員会委員
（４）令和２・３年度保険者事務電算共同処理委員会
      委員及び国保データベース（ＫＤＢ）システム
      部会委員
（５）令和２・３年度国民健康保険保健事業推進協議
　　　会委員
２　都市部会開催方法について（川崎市からの提出議
　　題）
３　令和２年度の保健事業支援について
４　国保連合会における第三者行為求償事務処理状況
　　について

議題・協議事項等

開催場所

 2年 1月29日

開催年月日



ウ　組合部会 <２回実施>

１ 情報連携の本格稼働に向けた各保険者の対応状況に
　 ついて
２ 国保連合会における会員負担金（被保険者数割）単
   価の見直し（案）について
３ 診療報酬審査支払手数料等の単価の見込み（案）に
   ついて
４ 本会が行う第三者行為求償事務について
（１）第三者行為直接求償事務に係る受託対象範囲の
      拡大について（素案）
（２）令和２年度第三者行為損害賠償求償事業特別会
      計の見直し（案）について
５ 保健事業の業務内容について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

議題・協議事項等

１　町村部会正副部会長及び関係委員の選出について
（１）令和２年度町村部会正副部会長
（２）令和２年度運営協議会委員
（３）令和２・３年度広報委員会委員
（４）令和２・３年度保険者事務電算共同処理委員会
      委員及び国保データベース（ＫＤＢ）システム
      部会委員
（５）令和２・３年度国民健康保険保健事業推進協議
　　　会委員
２　神奈川県国民健康保険協議会に係る要望等につい
　　て【神奈川県からの報告】
３　町村部会等の開催方法について
４　令和２年度の保健事業支援について
５　国保連合会における第三者行為求償事務処理状況
　　について

 2年 2月14日

開催場所

国保会館

国保会館

１　組合部会正副部会長及び関係委員の選出について
（１）令和２年度組合部会正副部会長
（２）令和２年度運営協議会委員
（３）令和２・３年度広報委員会委員
（４）令和２・３年度保険者事務電算共同処理委員会
　　　委員及び国保データベース（ＫＤＢ）システム
　　　部会委員
２　オンライン資格確認等システムに係る被保険者番
　　号の２桁枝番追加について
３　マイナポータルへの特定健診データ連携について
４　特定健診の「みなし健診」について
５　国保連合会における第三者行為求償事務処理状況
　　について

開催年月日

元年 9月 2日

 2年 3月17日 書　　面



エ　診療施設部会 <２回実施>

オ　介護保険部会 <２回実施>

元年 5月25日

国保会館

議題・協議事項等

　見直し及び介護給付費等審査支払手数料単価について

国保会館 ・介護保険事業の取り組みについて

開催年月日

 茅ヶ崎市役所
 分庁舎

１  令和２年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療

　　施設部会役員（部会長）の選出について

２  神奈川県国民健康保険団体連合会役員（理事）の

　　推薦について

３  令和２・３年度神奈川県国民健康保険団体連合会

　　広報委員会委員の選出について

４  令和元年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療

　　施設部会研修会交流会の会計報告について

５  令和２年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療

　　施設部会研修会の概要について

開催年月日 開催場所

・令和２年度第三者行為損害賠償求償事業特別会計の

・介護保険事務処理委員会検討結果の報告について

・保険者発表事例について

・令和２年度システム機器更改について

開催場所

議題・協議事項等

元年10月21日

 2年 1月23日

１  神奈川県国民健康保険団体連合会役員（理事）の

　　推薦について

２  平成３０年度神奈川県国民健康保険団体連合会診

　　療施設部会事業実施報告について

３  令和元年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療

　　施設部会事業実施計画について

４  令和２年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療

　　施設部会研修会開催担当病院について

５  令和４年（２０２２年）開催全国国保地域医療学

　　会の開催地選考について

６  国診協機関誌「地域医療」掲載の推薦について



８　業務の見直しの推進及び公正な執行の確保

（１）業務の見直し・効率化の推進

ア　適正な業務体制及び業務の見直し・効率化の推進 <随時実施>

イ　経費節減の推進 <随時実施>

ウ　接遇向上の取り組み <随時実施>

エ　財務諸表の分析 <随時実施>

（２）公正な執行の確保

ア　例月検査の実施 <12回実施>

イ　定例検査の実施 <２回実施>

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

開催場所

福永監事
（学識経験者・税理士）
補助者２名（税理士）

国保会館

監査対象

・平成３１年３月分から令
　和２年２月分までの事業
　実施状況及び各会計に係
　る出納計算書と証拠書類
　及び関係帳票の照合確認

2年 3月23日 書　　面 ・令和２年度各種委員会の委員について

元年 5月15日

開催年月日 監査人

・介護保険事業の取り組みについて

　いて

・令和２年度システム機器更改に向けた取り組みにつ

・事業内容について
・第三次中期経営計画（２
　０１９年度～２０２１年
　度）について

福永監事
（学識経験者・税理士）
補助者２名（税理士）

福永監事
（学識経験者・税理士）
補助者２名（税理士）

監査人

開催場所 検査内容

～

開催年月日

31年 4月19日

元年11月 7日 国保会館 ・第三者行為求償の事務処
　理業務について
・新財務会計システムの運
　用状況について
・消費税申告について
・実費弁償の届出について
・通帳及び印鑑の管理方法
　について

 2年 3月19日

国保会館



ウ　決算審査の実施 <３回実施>

９　各種会議等への参加

（１）神奈川県都市国保連絡協議会     <２回>

１ マイナンバー情報連携を利用した所得照会について

２ 高額療養費の申請勧奨及び支給決定に伴う事務処理

   について

３ 神奈川県都市国民健康保険連絡協議会のあり方につ

   いて

大和市生涯学
習センター

開催年月日

川崎市役所第
３庁舎

議題・協議事項等

開催場所

元年 7月1日 国保会館

・平成３０年度決算審査
・平成３０年度事業実施報
　告及び各会計決算報告
・各会計別現金預金保管状
　況調べ等

審査内容

元年 8月 1日

 2年 1月29日

開催場所

・令和元年度事業実施状況
・令和元年度各会計予算執
　行状況
・各会計別現金預金保管状
　況調べ等

落合監事（平塚市長）
（平塚市長代理：草山 健康・

 こども部保険年金課長）

松尾監事（鎌倉市長）
（鎌倉市長代理：森 健康福祉部

 保険年金課長）

府川監事（開成町長）
（開成町長代理：高橋 保健福祉
 部保険健康課長）

福永監事
（学識経験者・税理士）

元年 7月 9日 国保会館

１　外国人被保険者の被保険者証の有効期限について

２　国民健康保険証と後期高齢医療保険証の配達時期

　　の重複について

３　民間委託の状況について

元年11月13日 国保会館

監査人

・平成３０年度決算審査に
　関する事務調査
・平成３０年度事業実施報
　告及び各会計決算報告
・各会計別現金預金保管状
　況調べ等

草山課長（平塚市）
森　課長（鎌倉市）
高橋課長（開成町）
福永監事
（学識経験者・税理士）

開催年月日

落合監事（平塚市長）
（平塚市長代理：石黒副市長）

松尾監事（鎌倉市長）
（鎌倉市長代理：千田副市長）

府川監事（開成町長）
福永監事
（学識経験者・税理士）



（２）湘南地区都市国保事業連絡協議会総会     <１回>

（３）県央都市国保事業連絡協議会総会     <１回>

　　　（医療保険制度改革検討部会）

（４）神奈川県関係

ア　国民健康保険・後期高齢者医療制度主管課長等会議     <１回>

イ　国民健康保険協議会     <９回>

ウ　国民健康保険協議会専門部会     <８回>

エ　後期高齢者医療制度協議会　     <３回>

（５）厚生労働省および国民健康保険中央会関係

ア　国保制度改善強化全国大会     <１回>

 (日本消防会館)

イ　全国国保主管課長研究協議会     <１回>

開催年月日 開催場所

開催場所 議題・協議事項等

元年 7月 3日

元年 5月24日

ホール

参加者数 内　容　等

元年11月28日 ニッショー ２０名
宣言・決議
「医療保険制度一本化の早期実現」
　　　　　　　　　　　　　　　他８項目

伊勢原市役所

・講演
「保険者努力支援制度の評価について」
・シンポジウム
「保険者努力支援制度をどう活かすか」

内　容　等

平塚市役所

開催年月日 開催場所

１４名

参加者数

元年 8月28日 東京都
メルパルク
ホール

開催年月日

・平成３０年度湘南地区都市国保事業連絡協議会事業

　報告及び歳入･歳出決算について

・平成３０年度歳入･歳出決算監査結果報告について

・平成３１年度湘南地区都市国保事業連絡協議会事業

　計画（案）及び歳入･歳出予算（案）について

議題・協議事項等開催年月日 開催場所

・平成３０年度事業報告について

・平成３０年度収支決算報告について

・平成３０年度会計監査報告について

・令和元年度事業計画（案）について

・令和元年度収支予算（案）について

・令和元年度監事の選出について



ウ　「健康なまちづくり」シンポジウム     <１回>

エ　全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会     <２回>

オ　全国国保連合会常務処理審査委員連絡会議     <１回>

サウスヒル
永田町 ・「最近の諸情勢等について」

・療養給付に関する疑義解釈（医科）
・全体討議

開催場所

2年 2月26日 国保会館
（ＴＶ会議）

・審査委員会の取り決め事項について

・審査案件に関する調査（７割以上）（１７項目）につ

　いて

・平成３０年度審査委員会の取り決め事項(地区別提出

　項目）（７割以上）（４０項目）について

・支払基金における審査情報提供事例（８割以上１０割

　未満）（２９項目）について

・Ｖランプ（医学的判断を伴うもの)（１５２項目）の

　全国共通設定等について

元年11月27日

元年 8月29日

内　容　等開催年月日 参加者数

元年 8月27日 ２９名

開催年月日 開催場所 内　容　等

サウスヒル
永田町

・審査案件に関する調査結果について

・平成３０年度審査委員会の取り決め事項（地区別提出

　項目）の調査結果について

・審査支払機関における審査の判断基準の統一化を推進

　するための連絡会議等について

・令和元年度地区別審査委員会会長会議における統一協

　議議題について

・審査委員会の取り決め事項について

・講演
「なぜ老いる？ならば上手に老いるには
　～フレイル予防を通した健康長寿のま
　ちづくり～」
・シンポジウム
「人生100年時代に向けて、今何を考える
　べきか～高齢者の保健事業～」

東京都
メルパルク
ホール



カ　社会保険指導者講習会     <２回>

キ　全国国保運営協議会会長等連絡協議会   <不参加>

ク　全国国保地域医療学会     <１回>

ケ　その他各種会議及び研修会     <64回>

（６）関東甲信静地区国保振興協議会関係　

ア　国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会     <１回>

イ　国保診療施設協議会     <１回>

日本教育会館

  リー静岡

元年10月 2日 日本医師会
大講堂

・指定難病update
　　 ～　3日

開催場所

　　　～ 18日

ホテルセンチュ

開催年月日 開催場所

元年 8月 2日

開催年月日

元年 9月 9日
・最新医療機器の展望とＩＣＴの利活用

　 ホール

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

全国国民健康保険診療報酬審査委員会会長連絡協議会役

員会等について

【会長会議】

・Ｖランプ（医学的判断を伴うもの）の全国共通設定等

　について

・審査情報提供事例（支払基金８０項目）について

・次年度以降、地区別審査委員会会長会議において統一

　的に協議したい事案について（全国共通議題）

【歯科部会長会議】

・関東甲信静地区国民健康保険診療報酬審査委員会歯科

　部会における取り決め事項について

元年10月 4日 長崎ブリック ２６名
・メインテーマ
　『地域包括ケアシステムの更なる深化を
　目指して～近代医学・西洋文化伝来の地
　からの発信～』
・特別講演
　『核兵器なき世界の実現と医師の托割』

　　　～  5日

・講演「国診協の状況と当面の課題」
・本部報告「国診協　事業計画・活動状況
  報告」
・提出議題協議

東京都
国保連合会

１１名元年10月17日

参加者数 内　容　等

開催年月日 開催場所

内　容　等

議題・協議事項等



ウ　調査研究部会     <５回>

　・第一部会

　・第二部会

　・第三部会

　・第四部会

　・第五部会

エ　その他各種会議及び研修会       <10回>

（７）後期高齢者医療制度関係

ア　神奈川県後期高齢者医療広域連合運営協議会幹事会     <２回>

イ　その他各種会議及び研修会     <３回>

開催年月日

静岡県
「中島屋グラン
 ドホテル」

埼玉県
「ホテルブリラ
 ンテ武蔵野」

群馬県
「高崎ワシント
 ンホテルプラ
 ザ」

開催場所 議題・協議事項等

開催場所 議題・協議事項等

・保険者事務共同事業に関する事項
・保健事業に関する事項

・介護保険審査支払及び介護給付適正化に関する事項
・苦情処理に関する事項
・総合事業に関する事項
・障害者総合支援に関する事項

元年 8月29日 ・会務運営に関する事項
・財務・会計に関する事項

開催年月日 議題・協議事項等

開催年月日

元年10月 2日

開催年月日

元年 8月 1日

元年 9月 5日
・審査支払系システムに関する事項
   （画面審査システムに関する事項を除く）
・保険者サービス系システムに関する事項

     ～ 6日

開催場所 議題・協議事項等

開催場所 議題・協議事項等

・審査及び審査事務共助に関する事項
・画面審査システムに関する事項

栃木県
「宇都宮東武ホ
 テルグランデ」

開催場所

元年 9月19日

開催年月日

千葉県
「オークラ千葉
 ホテル」

     ～30日

     ～20日

     ～ 3日

     ～ 2日


