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平成２８年度 第２回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

【開 催 日】 平成２８年８月２５日（木） 

                        午後１時３０分～ 

【開催場所】 伊賀市役所 第１委員会室 

 

（事務局）  定刻となりました。委員の皆様、本日はお忙しい中、ご出席をいただきまし

てありがとうございます。ただ今から、平成２８年度第２回国民健康保険運営

協議会を開催させていただきます。本会議は過半数以上の委員の出席があり、

各号に定める委員１人以上が出席をされておりますので、運営協議会規則第６

条に基づきまして会議が成立していますことを報告させていただきます。続き

まして、議長は運営協議会規則により、会長があたることになっておりますの

で、この後の議事以降につきまして、会長様よろしくお願いいたします。 

（議 長）  委員の皆様、ご多用にもかかわらず、平成２８年度第２回国民健康保険運営

協議会にご出席をいただき、ありがとうございます。さて、平成２７年度の医

療速報が発表されました。それによりますと、市町村国民健康保険の総医療費

は、加入数がマイナス３．２％と２０年度の医療保険制度改革以降で最大の減

少率を記録するなか、１１兆３，２７３億円と１．８％増加をいたしました。

当市の一人あたりの医療費は、平成２６年度が２万７，０６５円で県内順位が

６位、２７年度は２万８，９５７円で県内順位が５位と、県内平均の２万５，

１４６円を上回っております。また、生活習慣病につながる病名の医療費割合

が、県及び国と比較して高い状況となっており、引き続き、医療の抑制につな

がる保健事業の充実と健康意識の醸成に努めていただきたいと思います。 

       それでは議事に先立ちまして、運営協議会規則第１０条に基づき、本日の議

事録署名について私のほうから指名をさせていただきます。ご異議はございま

せんでしょうか。それでは、今回は国民健康保険医又は薬剤師を代表する委員

のなかから、黒田委員にお願いいたしたく存じますので、よろしくお願いしま

す。なお、議事録作成のため、ご発言等を確実に記録できるように、発言され

る時は皆様の前のマイクの紫色のボタンを押していただき、発言が終わりまし

たら、再度押していただきということでよろしくお願い申し上げます。        

       それでは、議事の第１番目、平成２７年度国民健康保険事業特別事業会計（事

業勘定）決算見込について、事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局）  失礼いたします。説明の前に、資料のご確認をお願いいたします。本日お配

りしたものが事項書と資料５、そして参考資料１と参考資料２です。資料１か

ら資料４につきましては、先に送付させていただきました。以上の資料を本日

お使いいただきますが、資料の足りない方はおられませんでしょうか。それで
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は、説明に入らせていただきます。平成２７年度国民健康保険事業特別会計（事

業勘定）決算見込について、資料１をご覧いただきたいと思います。平成２７

年度の国民健康保険特別会計決算につきましては、９月議会において審議され

ることとなっていますので、平成２８年５月末の数値を基に決算見込として説

明させていただきます。本日は、事業勘定の決算見込について説明させていた

だきます。まず、歳出から説明しますので、３ページをご覧ください。第１款

総務費では、１億１，６５５万３，５１４円を支出しています。詳細について

は説明欄のとおりで、職員人件費は一般職員１１人分５，９８７万４，２３１

円、一般管理費では、レセプト点検嘱託員報酬や保険証の印刷・発送などの費

用４，４８０万１，２９０円を支出しています。以下、連合会負担金、納付書

発送等のための賦課徴収費など説明欄に記載のとおりです。第２款保険給付費

では、７２億８，４４６万１，９４７円を支出し、歳出全体の６３．５％を占

めています。前年度と比べますと、３億２，３５４万８，１２２円の増です。

率にしますと約４．６％の増となっています。第３款後期高齢者支援金等では、

１２億２，０６３万３，０９５円を支出しています。第４款前期高齢者納付金

等では、８３万８，６４８円を支出しています。これは、６５歳から７４歳ま

での前期高齢者の加入割合によって生じる保険者間の不均衡を是正する財政

調整制度です。第５款老人保健拠出金では、５万１，４８５円を支出していま

す。第６款介護納付金では、４億２，２８７万３，１２５円を支出しています。

４ページをご覧ください。第７款共同事業拠出金では、２３億５７６万８，８

８３円を支出しています。これは、県内の保険者が高額な医療費に備えるため

の拠出金で、国保連合会に支出しています。第８款保健事業費は、８，６７９

万８３０円で、特定健康診査等事業費では５，５１０万４，５２７円、また、

脳ドックや簡易人間ドックなどを行う保健衛生普及費では、３，１６８万６，

３０３円を支出しています。第９款公債費は、支出がありません。第１０款諸

支出金では、３，３９８万４，５６８円を支出しています。内訳は、一般被保

険者保険税還付金７５２万４，２９７円、退職被保険者等保険税還付金６６万

１，３６３円、償還金２，５７９万８，９０８円です。第１１款予備費では、

予算額１，０００万円に対して全額不要となっています。これらの歳出合計は、

１１４億７，１９５万６，０９５円です。 

       次に、歳入について説明しますので１ページの歳入にお戻りください。第１

款国民健康保険税は、１６億８，７５１万７，８６０円で、詳細は右の説明欄

に記載のとおりです。カッコの数字は前年度の収納率で、保険税総額では前年

度と比べ０．９％の増となっています。第２款使用料及び手数料では、９６万

６，８５０円を収入しています。第３款国庫支出金では、総額で２３億４，４

９７万６，５１４円を収入しています。療養給付費等負担金及び財政調整交付
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金の内訳は、それぞれ説明欄に記載のとおりです。第４款療養給付費等交付金

では、４億１，２４４万６，４６２円を収入しています。第５款前期高齢者交

付金では、３１億９，５０８万９，１０３円を収入しており、前年度と比べ約

１億７，７００万円増加しています。国保加入者は、健康保険組合や共済組合

と比べ、高齢者の比率が高いため、多額の交付金を収入しています。第６款県

支出金では、４億８，２７３万４７７円を収入しています。県調整交付金の内

訳は、説明欄に記載のとおりです。２ページをご覧ください。第７款共同事業

交付金では、２３億９，３３９万２，９９８円の収入ですが、これは、歳出の

第７款共同事業拠出金として、拠出した額に対する交付金です。第８款財産収

入は、１５１万２，２３０円で、３つの基金から生じた利子収入です。第９款

繰入金では、一般会計繰入金で５億３，８６５万７，９５４円を収入していま

す。内訳は説明欄に記載のとおりです。第１０款繰越金は、４億５，７０８万

６，７５５円で、２６年度からの剰余金です。第１１款諸収入は、６，１９９

万３０６円です。主なものとして、滞納保険税に係る延滞金、そのほか第三者

行為により支出した医療費を国保連合会に求償依頼し、返還されたものです。

従いまして、歳入合計は１１５億７，６３６万７，５０９円で、歳入歳出差引

は４ページ下の枠に記載しています１億４４１万１，４１４円を２８年度会計

に全額繰越しています。以上、平成２７年度国民健康保険事業特別会計（事業

勘定）決算見込の説明を終わらせていただきます。 

（議 長）  ただいま平成２７年度の国民健康保険事業特別会計の決算見込について説明

を受けました。委員さんの皆様、ご質問、ご意見ございましたら挙手でお願い

いたします。 

（委 員）  まず、国民健康保険税の収納率が７９．５６％ですが、保険税の回収につい

て検討されているかどうか。それから４ページの諸支出金の説明欄の償還金の

説明をお願います。 

（事務局）  償還金につきましては、これは前年度の国と県への返還金でございます。内

訳は今、手持ちの資料がございませんので、よろしいでしょうか。次に、国保

税の収納業務は収税課で行っておりまして、国保税を含めました市税等という

ことで、過年度分の古い順に収納しております。収税課の努力もあって、昨年

度よりは微増ですけれども、滞納分・現年度分ともに増加はしているところで

す。滞納者につきましては、短期の被保険者証とか資格証明書の交付で納付相

談の機会を持ちまして、継続的に納付していただけるように努力はしておりま

すが、なかなか結果につながらない状況でございます。 

（委 員）  保険税を払っていない方が病院にかかった場合は、その医療費はどうなるの

ですか。 

（事務局）  滞納のある方には、資格証明書を交付しており、国保資格はありますが、保
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険給付は使わないことになっております。後ほど、特別療養費の申請をいただ

き、７割分を未納保険税に充当しております。 

（議 長）  他にご意見ございませんでしょうか。ないようですので、事業勘定の決算見

込につきましてご承認をいただけます方は挙手をお願いいたします。 

 

  ＜平成２７年度 国民健康保険特別事業（事業勘定）会計決算見込 採決＞ 

 

（議 長）  ありがとうございます。議事１番は承認をされました。なお、この決算見込

については、事務局から説明がありましたように９月議会において審議される

とのことです。続きましてですが、２番の平成２８年度国民健康保険事業特別

会計補正予算について説明を事務局のほうからお願いいたします。 

（事務局）  続きまして、平成２８年度国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算

（第２号）について説明しますので、資料２をご覧ください。補正予算のため、

単位は千円としております。まず、歳出の説明をしますので３ページをご覧く

ださい。第１款総務費でシステム開発業務委託料として２２３万６千円、国民

健康保険給付費支払準備基金積立金として９，９４１万１千円。合計１億１６

４万７千円を増額し、補正後の額は２億１，６８６万４千円とし、補正後の歳

出合計額を１１４億２，２６６万４千円としています。システム開発業務委託

料２２３万６千円の内訳ですが、一つ目は、社会保障・税に関わる番号制度。

いわゆるマイナンバー制度への対応にあたり、平成２９年７月からの特定個人

情報を格納する中間サーバーへのネットワーク接続に向けて、システムの総合

運用テストに係る業務委託経費１６９万６千円です。二つ目は、国民健康保険

の財政運営主体が県に移行します平成３０年度に向けて市町が県に支払う納

付金、また、市町ごとの標準保険料率の仮算定を行うため、納付金等算定シス

テムとの情報連携に向けたシステム改修に係る業務委託経費５４万円の分に

なります。国民健康給付費支払準備基金積立金９，９４１万１千円は、今回の

補正で前年度繰越金として同額を歳入で要求しましたので、その分を積み立て

るものです。 

       次に、歳入を説明しますので１ページをご覧ください。第３款国庫支出金で

は、総務費補助金として国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金を５４万

円増額しています。これは、先ほど説明した納付金等算定システム連携に係る

委託経費の分です。補助率は１００％です。２ページをご覧ください。第９款

繰入金では、一般会計繰入金を１６９万６千円を増額し、４億４，３５３万８

千円としています。これは、マイナンバー制度の総合運用テストに係る経費分

です。補助率は２／３ですが、一旦一般会計に入りますので、事務費として１

００％を繰り入れします。第１０款繰越金では、９，９４１万１千円増額し、
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１億４４１万１千円としています。これは前年度繰越金の分です。合計、補正

後の歳入は１１４億２，２６６万４千円とし、歳入歳出予算額を同額としてい

ます。 

       次に、資料３をご覧ください。この補正予算は、事業勘定の第８款保健事業

費の中の、特定健康診査等事業費において、１５８万８千円の債務負担行為を

設定するためのものです。一般的に歳出予算というのは、その年度内に支出す

るための予算として計上しているのに対し、債務負担行為は次年度以降に支出

するものに対し、設定することになっています。なぜ、今年度の歳出予算では

なく、次年度に支払う債務負担行為を設定するのかということですが、国にお

いては、国民の生活習慣病からくる重篤な病気を防ぐため、特定健康診査（特

定健診）を毎年受診するよう推進しており、伊賀市の国保も毎年７月から１１

月を期間として、特定健診を実施しているところです。その受診結果を基に、

生活習慣病の危険性のある人に対して特定保健指導を実施していますが、毎年、

保健指導の期間が、特定健診終了後から始め、対象者の生活習慣の改善を見守

りながら指導していくため、その終了の時期が、翌年度の中途に及んでおりま

す。その保健指導業務は民間事業者に委託していますが、委託期間を設定する

と、契約の期間が年度を超えることになり、単年度予算では対応できなくなり

ます。従いまして、委託期間を平成２８年１０月から平成２９年９月とする債

務負担行為を設定したうえで、委託業者が今年度のうちに事業に着手し、さら

に年度を超えて来年度の中途まで引き続き事業を行い、終了時点で契約金額を

支払うということにしたいと考えています。なお、この補正予算（第２号）は、

９月議会定例会に上程させていただく予定です。以上で、補正予算の説明を終

わらせていただきます。 

（議 長）  補正予算のご説明をいただきましたけれども、ご質問等ございませんか。な

いようでございましたら、ご承認いただける方は挙手をお願いいたします。 

 

  ＜平成２８年度 国民健康保険事業特別会計事業勘定補正予算 採決＞ 

 

（議 長）  議事２番についても承認をされました。この補正予算につきましても、９月

議会において審議されるとのことでございます。続きまして、議事３番の条例

改正についてご説明をお願いいたします。 

（事務局）  資料４をご覧ください。伊賀市国民健康保険診療所条例の一部改正について

説明させていただきます。山田診療所につきましては、現在、診療日を週４日

としていますが、これまでの診療実績等を勘案し、診療日を見直し、効率的な

運営を行うため、平成２８年１０月から診療日を週２日にさせていただくため、

第３条第１項の表を改めるものです。前回の運営協議会で説明させていただい
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た時には、診療日を木曜日と金曜日にする予定と説明させていただきましたが、

医師のご都合により、診療日は火曜日と水曜日に変更となりました。改正の内

容につきまして、裏面をご覧ください。山田診療所の診療日を火曜日と水曜日

の週２日間とし、診療時間は午前９時から正午までと午後１時３０分から午後

４時３０分までとするものです。阿波診療所及び霧生診療所につきましては、

診療日と診療時間の変更はありません。この条例は、平成２８年１０月１日か

ら施行することとしています。以上で、条例改正についての説明を終わらせて

いただきます。 

（議 長）  はい、ありがとうございます。前回に山田診療所の診療日を縮小するという

ことについて説明を受けましたが、これについてご質問等はございませんでし

ょうか。ないようでございましたら、４番の保健事業について事務局から説明

をお願いいたします。 

（事務局）  失礼いたします。伊賀市国民健康保険保健事業についてご説明させていただ

きますので、資料５をご覧ください。平成２８年度の保健事業についてご報告

申し上げます。まず、脳ドックと簡易人間ドックでございますが、広報いが市

４月１５日号、そしてケーブルテレビで募集の案内をさせていただきましたと

ころ、脳ドックでは定員の３８０人に対しまして、２倍を超える８９７人、簡

易人間ドックにつきましては、定員の６３０人に対しまして、７２２人の応募

がありました。それぞれにつきまして、抽選により受診者を決定させていただ

いたところでございます。また、検査内容では、希望者に前立腺がんの検診が

追加受診できるようになっております。これに係る費用としましては、個人負

担が５００円、そして国保負担が９００円となっております。最後に特定健診

でございますが、対象が４０歳から７４歳の方で、４月１日現在、１万６，３

０４人の方を対象としまして、６月に受診券を送付いたしました。５月以降に

異動等で新たに対象となられた方につきましては、月遅れになっておりますが

順次、受診券を発送しております。なお、受診期間は７月から１１月末までで、

今年度は集団健診を市内４箇所で実施する予定です。１０月に青山、１１月に

阿山、いがまちでそれぞれ１回ずつ実施をし、４回目につきましては、１２月

にゆめぽりすセンターで実施を予定しております。自己負担額につきましては、

本年度５００円に引き下げを行い、検査内容では伊賀市独自の追加項目としま

して、末梢血一般検査、心電図検査なども受診をしていただいております。ま

た、受診を促す啓発でございますが、広報いが市等に掲載のほか、本年度は三

重県国民健康保険団体連合会と業務委託をし、特定健康診査受診勧奨コールセ

ンターより電話による受診勧奨を実施いたします。また、併せまして、平成２

６年度、２７年度の２年度にわたって未受診で、生活習慣病の治療及び服薬を

されてない方につきまして、受診勧奨の案内を送付させていただき、少しでも
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受診率の向上を図りたいと考えております。昨年度の脳ドック等の受診状況に

つきましては、資料に記載をさせていただきました。なお、特定健診の数値は

速報値となりますので、法定報告後に改めてご報告させていただきます。簡単

ではございますが、今年度の保健事業の報告とさせていただきます。 

（議 長）  それでは保健事業につきまして、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

（委 員）  保健事業につきまして、毎年のことですが、簡易人間ドックの受診者が少な

いですね。それでも、抽選で決定していくのかどうかというのが１点。特定健

診の受診率が速報値２９．７％で、全国平均が３３．４％ぐらいかと思います

が、どこらへんまで伸びそうですか。 

（事務局）  ２６年度の法定報告ですと、受診率が２９．７％と今までで一番低い数字で、

県内１４市のうちでは最下位となっておりました。受診率向上のため、２８年

度に自己負担額の引き下げをさせていただいたところです。２８年度の法定報

告結果というのは、２９年１０月ぐらいにならないと出ませんが、２７年度に

つきましては、速報値で２９．７％ですが、３０％台には上がるのではないか

と考えております。 

（委 員）  簡易人間ドックですが、６３０人の定員に対して７２２人の応募があり抽選

したということですが、応募者全員当選ということはできないのですか。この

特定健診の自己負担額を下げたから、おそらく伸びる気がします。 

（事務局）  今までは定員に達してなかったので応募された方皆さんに受診券の発行をし

ておりました。昨年と一昨年につきましては、定員を上回っており、当初の予

算取りの枠内で脳ドックと人間ドックの実施をしないといけないため、抽選を

させていただきました。 

（委 員）  おそらく人間ドックは、毎年受診率が低いのではないかと思います。ですの

で、それを見越してやったらどうかと思うわけです。そうすると、６３０人ぐ

らいの受診者になりませんか。 

（事務局）  そのことにつきましては、来年度に向けて検討させていただきたいと思いま

すので。 

（委 員）  簡易人間ドックと特定健診との関係ですが、簡易人間ドックを受けた人は特

定健診も受けているのですか。 

（事務局）  簡易人間ドックと特定健診は、検査項目が若干重複することもありますので、

広報でも周知しておりますが、簡易人間ドックを受けられた方については特定

健診の受診券は送付しておりません。 

（委 員）  ７５歳以上の人はどうですか。 

（事務局）  ７５歳以上の方につきましては、後期高齢者広域連合から受診券が送られて

おり、特定健診を受診していただいております。 

（委 員）  巡回のレントゲン検査はどうでしょうか。それとこの特定健診はレントゲン
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検査がありませんよね。 

（事務局）  特定健診は、メタボ検査になりますので入っておりません。巡回のレントゲ

ン検査の肺がん検診は、健康推進課の検診になりますので、把握できておらず

申し訳ございません。 

（委 員）  レントゲン検査を特定健診に追加すれば、受診者が増えるのではないですか。 

（事務局）  レントゲン検査の追加につきましては、健康推進課とも協議を行い、保健事

業の充実について考えさせていただきます。 

（議 長）  それでは５のその他ですが、事務局から報告があるようでございますので、

よろしくお願いします。 

（事務局）  平成２８年２月に実施しました「伊賀市国民健康保険特定健診アンケート調

査」について、参考資料１・２ 伊賀市国民健康保険特定健診アンケート調査

集計をご覧ください。特定健診受診率向上のため、市民の方からの意見を収集

し、今後の健診実施体制への活用を目的として、４０歳から６５歳（昭和２５

年４月１日から昭和４９年３月３１日生まれ）で、平成２７年９月に受診勧奨

通知を送付した１，４２８人のなかから無作為抽出した２００人を対象に伊賀

市国民健康保険特定健診アンケート調査を実施し、回答者は８８人で回収率４

４％でした。質問項目すべてを回答されていない方、複数回答可能な質問もあ

りましたので回答者数と差異があり、また、国民健康保険に加入されている特

定健診受診対象者すべての方にアンケート実施をしておりませんので、意見等

について偏りがあるかと思われますが、ご報告させていただきます。国民健康

保険で特定健診を実施していることを知っている方が約９割で、そのうちの約

７割の方が市内４か所で集団健診を実施していることを知っておりました。そ

して、その約半数の方が、集団健診を利用したことがありました。平成２７年

度特定健診を受診した方が４１人、そのうち毎年続けて受診している方が２８

人、受診しなかった方が４３人でした。受診しなかった理由として、忙しくて

受ける暇がなかったが一番多く、自覚症状がない、通院中のためといった理由

でした。しかし、受診しなかった方の中には、毎年人間ドックを受診している

方や勤務先で健診しているなど自主的に健康管理をしている方もおりました。 

受診した方のうち、受診してよかった理由として、健康状態が確認できて安心

したが最も多く、自己負担額が安いといった方もおりました。よくなかった理

由として、裏面の特定健診についての意見でもありますが、検査項目が少ない、

充実していないといった意見をいただきました。自己負担額については、本年

度１，０００円から５００円に見直し、引き下げたところです。サンプル数が

少ないため、この結果だけで判断はできませんが、受診しやすい自己負担額は

必ずしも安ければよいということではないとの結果が表れています。今回のア

ンケート結果を踏まえ、現在は心電図と末梢血一般検査を伊賀市独自の追加項
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目として実施しておりますが、自己負担額が多少増えてでも検査項目の充実を

希望する意見もありましたので、今後、伊賀・名賀医師会様と協議し、追加項

目の検討と引き続き受診勧奨・啓発に努めていきたいと考えております。以上、

伊賀市国民健康保険特定健診アンケート調査の報告とさせていただきます。 

（議 長）  何かご意見等ございませんか。それでは、これで議事はすべて終了いたしま

した。 

（事務局）  前回の会議の質問事項の回答をさせていただきます。２名の委員さんから山

田診療所のレントゲンの年間使用頻度ということで質問をいただいておりま

した。山田診療所の現医師は、内科と外科を標榜いたしており、前医師は整形

外科医でしたので、２５年度のレントゲン使用回数は１９８回でした。現医師

に代わってからは、２６年度で３５回に減っておりまして、昨年度の実績は１

２回となっています。使用頻度として、高価なレントゲン機器を購入しました

が、このような状況です。次に、ジェネリック医薬品の使用についてですが、

２７年度実績で内服薬では医薬品受薬数全体のジェネリックが７％、外用薬で

は１２％、注射薬では９％になっています。実際の処方は、この７割程度とい

うことでジェネリックを出しているようです。これも医師の薬に対する考え方

や、患者さんのご意向もありまして、なかなかそのジェネリックの促進ができ

ないという結果になっております。 

（事務局）  先ほど質問がありました償還金について、内訳が分かりましたので報告させ

ていただきます。内訳ですが、過年度国庫支出金精算返還金と過年度県支出金

精算返還金の分です。平成２６年度の特定健康診査保健指導の国庫負担金の確

定に伴う、超過交付額の返還の分になります 

（議 長）  はい、ありがとうございます。それではこれで、議事がすべて終了いたしま

した。今日ご出席いただいた委員の皆様、長時間にわたるご審議大変ありがと

うございました。この後、事務局のほうから連絡があるようですので、よろし

くお願いいたします。 

（事務局）  事務局のほうから広域化について、お話をさせていただきたいと思います。

皆さまご存じのとおり、平成３０年度から県が財政運営の責任主体ということ

で、県と市町が共同保険者という形を取って新しいしくみができて国保事業が

運営されることになります。都道府県と市町村との役割分担が示されておりま

して、県は国保事業費に係る納付金額を決定し、保険給付に必要な費用を全額

市町に支払い、財政の入りと出を管理することになります。それによりまして、

県にも国保の特別会計ができますので、国保運営協議会の設置が義務付けられ

るようになります。一方、市町ですが、地域住民と身近な関係がありますので、

国保事業はほぼ今までどおりと運営することになりますが、市町村ごとに決定

しました納付金を県に納める事務が新たに生じてきます。県は、市町が納付金
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を納めるのに必要なその標準保険料（税）ですけれども、税率を算定して公表

するということになります。本日、平成２８年度補正予算案を説明させていた

だきましたが、このように県側の納付金を算定するシステムが導入されまして、

そのシステムの情報連携をするために、システムの改修委託料を計上させてい

ただきました。この秋以降、そのシステム改修が終わりましたら、県へ基礎デ

ータを送らせていただき、県がその納付金の算定とか標準保険料率を仮算定す

ることになっております。３０年度に向けて、スケジュールは概ね示されては

いますが、まだまだ未確定の部分がたくさんあります。県と市町が参加してい

ます広域連携会議のそれぞれの作業部会で、事務調整を協議しているところで

す。 

       来年度はこの協議会におきまして、３０年度からの保険税の検討と決定をし

ていただかなければなりません。あと、条例改正等もご審議いただくことにな

ります。担当としましては、新制度がスムーズに運びますように、国・県の情

報を聞き取って注視しながら、着実に準備を進めて行きたいと思います。また、

運営協議会の委員の皆様、ご協力のほうをどうぞよろしくお願いいたします。 

       また、第３回国保運営協議会の開催は、１１月２４日木曜日の午後１時３０

分、この第１委員会室でお願いしたいと思います。 

       これで、第２回国保運営協議会を終了させていただきます。本日は、皆様方

どうもありがとうございました。 

 

 


