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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 26年度 第 2回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 26年 12月 10日（水） 午前 9時 30分から 11時 00分まで 

2 場 所 ： 東京区政会館内（本会） 10階Ａ1・Ａ2会議室 

3 出席者 ： （委員） 

          植村 尚史 〔早稲田大学 人間科学部 健康福祉科学科 教授〕 

          久保村 俊昭 〔株式会社 毎日新聞ネット 取締役相談役〕 

        （本会） 

          理事長、専務理事、常勤監事、参与 2名、事務局長以下職員 10名 

4 議 題 

(1)平成 26年度上半期における経営計画の執行状況及び外部評価について 

(2)その他 

 

5 会議経過 

(1)開会 

（加島専務理事） 

本日は、ご多用のところお越しいただきありがとうございます。 

定刻になりましたので、只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 26年度第 2回経

営評価委員会」を開会いたします。 

議事に入りますまで、私が進行役を務めたいと存じます。 

それでは、開会にあたりまして、福永理事長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（福永理事長） 

本日は、委員の皆様におかれましては、ご多用のところ、お集まりいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

初めに、国保制度や本会をめぐる情勢について触れさせていただきます。 

既にご案内のとおり、国保の都道府県化につきましては、「国保基盤強化協議会」において、

8月 8日に議論の中間整理をまとめました。 

その中間整理では、市町村が引き続き保険料の賦課・徴収、保健事業を担うこととしており

ます。一方、財政問題や「資格の管理」、「給付の決定」といった役割分担については、結論が

出ておりません。 

厚生労働省は、年末までに結論を得て、来年の通常国会に国保法の改正案を提出する予定と

しておりましたが、ご案内のとおり、安倍総理は消費税率の再引き上げの延期を表明し、11

月 21日に衆議院を解散いたしました。 

このことにより、今後予定されている医療保険制度改革への影響は必至とみられており、ど
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のような影響が生じるのか、引き続き注視してまいりたいと存じます。 

このような情勢の中、本会の第 2次経営計画の取り組みも最終年度である 3年目に入り、各

担当部署では目標達成に向け鋭意取り組んでいる一方で、平成 27 年度以降の新たな経営計画

の策定に向け、最終的な取りまとめ作業を行っているところでございます。 

本日は、平成 26年度上半期における各計画事項の取り組み実績をご報告いたします。 

何とぞ十分なご審議を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（加島専務理事） 

続きまして、本日、河津委員におかれましては、ご欠席の連絡をいただいておりますが、本

委員会に際しまして、ご意見及びご質問等を資料№3 の「意見書」として提出されております

ので、後ほどご確認をお願いいたします。 

本日の議題は、お手元に配布しております次第に記載のとおり、1件でございます。 

早速ではございますが、「植村座長」に議事進行をお願いいたします。 

 

（植村座長） 

座長の「植村」でございます。 

それでは、時間の都合もございますので、議事に入りたいと思います。 

最終的に経営評価委員会として外部評価を実施することとなっておりますが、内部評価の結

果について疑義が生じる計画がございましたら、質疑の際にその旨をご指摘させていただきた

いと思います。特に、内部評価の結果に対し意見がない場合は、内部評価の結果を経営評価委

員会としての評価とさせていただきます。 

なお、質問・意見等は、全ての部署の報告が終了してからといたします。 

それでは、議題の「平成 26 年度上半期における執行状況及び外部評価について」審査第 1

部から説明願います。 

 

(2)議題 

平成 26年度上半期における経営計画の執行状況及び外部評価について 

 

①審査第 1部（説明：小椋審査第 1部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-1 審査委員会による査定率の向上〕 

計画№1-1「審査委員会による査定率の向上」でございます。 

目標について、26 年度は、審査課所管分として月平均 1,186 万 1,000 点、年間合計 1 億

4,233万 2,000点を目標減点点数としております。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「審査の充実」から 3「保
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険者再審査連合会責任分の情報収集」でございます。 

執行状況について、はじめに「〈査定状況〉」の表でございますが、「①審査委員会による

減点分」が本計画による減点数、「②審査事務共助による減点分」が次にご説明する「計画

№1-2」の減点数で、これを合算し「④査定増点数」と相殺したものが「⑤査定増減点数（合

計）」となり、この数値を請求点数で除した結果が「⑥査定率」になります。この数値が国

保中央会で公表する査定率となっており、目標数値は 0.200％でございます。 

横軸を右に展開していただきますと、各月の実績と上半期合計及びその平均が記載されて

おります。 

結果から申し上げますと、「①審査委員会による減点分」の一番右の列「4～9月平均」で

は 1,221万 6,093点で、26年度目標数値の月平均 1,186万 1,000点を上回る実績となって

おり、次にご説明する「計画№1-2」分の「②審査事務共助による減点分」の実績も併せ算

出した「査定率」においても 0.254％となっております。 

それでは、項番 1「審査の充実」でございます。 

(1)「縦覧点検の充実（医療的傾向審査情報の収集と活用）」については、医療機関毎に審

査録として活用している審査結果票から請求傾向分析を行い、調査対象として事務局で 5医

療機関を選定しました。その担当審査委員と縦覧点検に結び付けられる診療行為について協

議し、8月の審査後に聞き取り等の審査状況の確認を行いました。 

(2)「専門審査の拡充（医科）」については、ＤＰＣレセプトの専門審査対象点数を 20 万

点から 15万点に引き下げ、審査事務共助指導課で行っている専門職による重点審査を行い、

さらに、専門審査担当の審査委員へ適切な診療科に配分を行うことで、査定率の向上に繋げ

てまいります。そのため、26年 3月審査分から 8月審査分までの 6か月間の件数を調査し、

診療科毎及び審査委員 1人当たり増件数について把握し、件数等の調整方法を検討しました。 

(3)「診療科別担当審査委員を交えた会議の実施」では、「診療科ごとの取り決め事項」の

拡大や「事務付託」をいただく等、減点に繋げる案件について実施しました。前段として「①

事務局 3者打ち合わせ」を行い、情報を共有し、それぞれの立場で意見を出し合い検討する

ことで、「②の審査委員を交えた会議の実施」に結びつけています。 

(4)「画面審査の強化」については、25年度の取り組みの中で作成した「確実な画面操作」

と「機能の有効活用」を目的とした操作マニュアルを活用し、年度途中で交代した審査委員

に対し、レクチャーを実施しています。また、7月審査からの新機能リリースに向けた検証

を実施し、画面遷移、機能の詳細を把握し、説明資料の作成を行い審査委員会全体に周知い

たしました。 

項番 2「職員の知識向上のための研修」でございます。 

審査委員会対応職員は、審査委員からの通知上の事務的質問をはじめとし、医療的な観点

からの質問等にも迅速に対応できるよう、常に情報収集や知識の向上に努めなければなりま

せん。審査委員と意思の疎通が図られ、質問等に対し的確、迅速に回答し「適正な審査」へ

の一助となるよう、審査及び審査委員会に精通している非常勤嘱託員が、記載の開催日及び

内容にて研修を実施しました。 
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項番 3「保険者再審査連合会責任分の情報収集」については、審査委員会対応時に審査委

員とのコミュニケーションを図り、意見等を含め情報収集を行い、再審査課、審査事務共助

指導課、審査課での情報共有に努め、先にご説明した「診療科別担当審査委員を交えた会議

の実施」に繋げております。 

次に課題と対応です。項番 1「審査の充実」の（2）「専門審査の拡充」でございますが、

専門審査の対象点数を引き下げる事によって、審査委員への負担増が考えられます。診療科

毎及び審査委員 1人当たりの件数増は把握しましたが、今後も件数調査を継続し、適正な件

数調整を行う等の方法を検討してまいります。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり実施することができましたので「○」といたし

ました。また、内部評価につきましても「○」で、「今後とも、審査の充実・強化に向けた

取り組みを着実に実施することで、目標を上回る成果が得られるよう努力されたい。」との

ご意見をいただいております。 

 

②審査事務共助・療養費担当（説明：田中審査事務共助・療養費担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-2 審査事務共助の充実〕 

計画№1-2「審査事務共助の充実」でございます。 

目標について、26年度の単年度計画をご覧願います。 

26年度は、審査事務共助指導課所管分として月平均 1,779万 2,000点、年間合計 2億 1350

万 4,000点を目標減点点数としております。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「事務共助による減点目標

点数の設定」から項番 9「保険者再審査の情報収集」でございます。 

項番 1「事務共助による減点目標点数の設定」でございますが、本計画の月平均における

減点目標点数は入院で 1,179万 2,000点、外来で 600万点と設定いたしました。「〈参考〉」

の表は上半期実績で、右端の「平均」をご覧いただきますと、入院、外来とも減点目標数値

を上回っており、合計では、目標数値 1,779万 2,000点に対し、3,019万 8,836点の実績と

なっております。 

なお、24年度には今年度目標の査定率 0.2％を上回る 0.209％でしたが、目標値の変更は

行っておりません。しかし、内部目標として本来の目標に 800万点を上積みした 2,600万点

を掲げ取り組み、この数値もクリアしております。 

項番 2「審査支援システムの活用」でございますが、このシステムは国保中央会の標準シ

ステムで確認ランプが 30,129 コード、警告ランプが 3,732 コード、横覧が 228 コード、縦

覧が 175コード設定されておりますが、本会では、設定されたコードを検証し、効率的に事

務共助が実施でき、効果的であると判定したコードを活用しております。 

活用しているコード数はお読み取り願います。 

項番 3「審査事務共助支援システムの活用」でございます。 



 - 5 - 

こちらは、本会独自システムで医療機関の請求傾向や審査委員の審査傾向を反映できるシ

ステムでございます。チェック項目については、本会職員と審査委員で協議し決定しており

ます。 

現在の項目数は医療機関別 1,004、全医療機関は 318、合計 1,332項目でございます。 

項番 4「重点共助の実施」については、今年度からの変更点となります。特に（1）に記

載いたしました 7万点以上等、高点数の専門審査の事務共助を全て専門職が行うことといた

しました。専門職のコミュニケーション能力の高さを活かした審査委員とのやり取り等、医

学的内容に踏み込んだ事務共助の結果から下記表の<専門審査分の件数及び増減点数（参考）

>にありますとおり実績を上げております。 

以下、項番 5から 7及び 9につきましては、記載のとおり実施いたしました。 

項番 8「職員の知識向上のための研修」では、「26 年度採用職員」、「審査課、再審査課職

員」、「事務審査課職員」、「審査事務共助指導課職員」と審査及び審査事務共助の習熟度別に

研修を実施いたしました。また、実際に医療現場である医療機関の施設見学を行い、医療現

場で学んだ知識を生かし審査事務共助の充実を図っております。 

課題と対応でございます。「職員の知識向上のための研修」については、事務的内容、医

療的内容と幅広く習得していかなければなりませんが、実際に審査事務共助に生かすために

は、常に新しい事例等を用いて内容を工夫していかなければなりません。 

自己評価でございますが、今年度から実施した専門審査分の事務共助を専門職がすべて行

うことにより、安定した査定率の確保及び効果をあげられたことから「○」といたしました。 

また、内部評価につきましても「○」で、「今後とも、審査の充実・強化に向けた取り組

みを着実に実施することで、目標を上回る成果が得られるよう努力されたい。」とのご意見

をいただいております。 

 

③保健事業担当（説明：岡田保健事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№2-1 保険者が行う保健事業への支援〕 

計画№2-1「保険者が行う保健事業への支援」です。 

今年度の計画内容は、保健事業の支援として、25保険者へ保健師を派遣すること。また、

保険者が実施する保健事業について参考となるような情報提供や支援を行うものです。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「保健師派遣」から 3「保

健師通信の発行に関する検討・情報収集・実施」でございます。 

執行状況ですが、項番 1「保健師派遣」につきましては、4 月からの 6 か月で 9 保険者に

対し 15日間、保健師以外の職員 2名含めて延べ 28名で健康関連機器での検査結果の説明や

健康相談等の支援を行いました。項番 2「保険者へ効果的な保健事業の具体的事例の情報提

供や支援」につきましては、中分類として（1）～（3）の 3項目挙げております。まず 1つ

目の本会で保有している保険者の保健事業事例等の情報提供といたしまして、保健事業支援
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の内容について本会ホームページを活用して周知するとともに、被保険者等啓発用教材貸し

出し案内の改訂版を作成し、保険者へ配布いたしました。2つ目の保険者が実施する保健事

業の企画・実施における支援といたしましては、神津島村と東京食品販売国保組合が行う保

健事業の開催にあたり、企画段階から相談に応じ、神津島村へは本会からも保健師が出向き

支援を行いました。なお、東京食品販売国保組合につきましては、11月 11日に開催され本

会保健師を派遣し支援いたしております。 

3つ目の保健事業支援・評価委員会の設置に向けた情報収集・体制の確立につきましては、

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会委員である方に相談するとともに、国保中

央会が開催した委員会運営に関する研修会にて情報収集し、内部で環境等の調整を図りまし

た。なお、直近の状況ですが、本委員会は、さる 11月 28日の理事会において設置規程を制

定し、12月 1日に発足しております。 

ここで、国保中央会で開催された研修で説明のありました『国保・後期高齢者ヘルスサポ

ート事業』について補足させていただきます。本年度から保険者は、レセプトおよび特定健

診等のデータを活用し、ＰＤＣＡサイクルに沿った、保健事業いわゆるデータヘルス計画を

策定し、実行、評価を行う事となりました。国保・後期高齢者ヘルスサポート事業は、医療・

健診・介護に関するデータを保険者等から預かり、ＫＤＢシステムを運用していく全国の国

保連合会が、地域の実情を踏まえた形で有識者等からなる支援評価委員会を設置し、データ

の活用を含めた保険者等の支援及び評価を行う体制を構築させ、保険者等が一体的に事業を

行うにあたり年齢で途切れることのない連続性のある保健事業の展開を図ることを目指し、

ＰＤＣＡサイクルに沿った効率的・効果的な保健事業が展開できるよう支援評価することを

目的としております。 

続きまして項番 3「保健師通信の発行に関する検討・情報収集・実施」につきましては、

昨年度実施しましたアンケート調査結果を基に保健師が有効活用できる内容を保健師通信

として、本会ホームページに掲載いたしました。 

課題と対応ですが、保健事業支援・評価委員会が行うひとつとして、国庫補助の事業である

国保ヘルスアップ事業に申請する保険者は、当委員会で事業評価を受けることとされており、

今般、東京都では東久留米市が申請されましたので、今後、スケジュールや手順等を整理し

事務局として運営に努めてまいります。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり進行することができましたので「○」とさせて

いただきました。 

また、内部評価につきましても「○」で、「引き続き、保険者が効果的・効率的な保健事

業を実施できるよう具体的な提案や情報提供等を行うとともに、保健事業支援・評価委員会

の設置に係る体制整備を着実に実施し、円滑な運営が可能となるように努められたい。」と

のご意見をいただいております。 

 

〔№2-2 保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案〕 

計画№2-2「保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案」です。 
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今年度の計画内容は、25 年度に確立させましたコンサルティング体制を基軸に、モデル

保険者が行う保健事業内容を把握し、助言等を行うとともに研修会を開催いたします。 

また、各課長会等でＫＤＢシステムを理解していただく説明を行い、より多くの保険者が

参加していただくよう努めてまいります。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「モデル保険者の選定及び

保健事業内容の把握・助言等」及び 3「保険者のＫＤＢシステムへの参加促進」でございま

す。 

執行状況ですが、項番 1「モデル保険者の選定及び保健事業内容の把握・助言等」ですが、

まず、選定については、ＫＤＢシステムの参加促進も含めた事業展開が出来るようコンサル

ティング業者と調整を図り、保険者の規模やヒアリング内容等について協議しました。 

協議結果を踏まえ、7月にモデル保険者は稲城市と東京食品販売国保組合の 2保険者と決

定し、両保険者との打合せ、分析を行うためのデータ抽出やコンサルティング業者によるヒ

アリングを行いました。 

項番 3「保険者のＫＤＢシステムへの参加促進」ですが、状況といたしまして、稼動延期

しておりました帳票を 3 段階に分けて公開することと決定した旨を各種課長会等で説明し、

参加保険者への操作体験の環境を整え、活用方法等の資料を基に 10 月から本会にて説明を

行っております。また、未参加保険者につきましても実際に操作体験を行う環境が整いまし

たので、現在、日程調整を行い希望する未参加保険者に操作体験していただいております。 

課題と対応ですが、ＫＤＢシステムについて、全帳票が公開できていない状況ですが、様々

に考えられる活用方法について調査検討をしていく必要があると考えております。また、執

行状況でも触れましたＫＤＢシステムの仮操作ができる環境を有効に活用し、未参加である

保険者の参加促進に努めてまいります。 

自己評価でございますが、国保中央会での改修時期が未定なものもありＫＤＢシステムに

おける帳票公開が 3段階に分けての提供となりましたが、コンサルティング事業をはじめ概

ね計画どおり進行することができたので、「○」とさせていただきました。また、内部評価

につきましても「○」で、「引き続き、データを活用した統計情報の分析結果の活用方法や、

保健事業内容のヒアリング結果等を基に提案事項を周知することにより、保険者が行う保健

事業に貢献できるよう努力されたい。」とのご意見をいただいております。 

 

〔№2-3 特定健診等の受診率向上に係る支援〕 

計画№2-3「特定健診等の受診率向上に係る支援」です。 

26 年度の単年度計画は未受診者、未利用者対策の一環として各保険者に対して積極的に

支援や情報提供を行うとともに実務者向けに研修会を開催いたします。また、本会ホームペ

ージを活用し被保険者へのポピュレーションアプローチの支援を行います。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「特定健診等の受診率向上

対策に係る好事例の情報収集及び保険者への情報提供」から 3「保険者が実施する被保険者

へのポピレーションアプローチの支援」でございます。 
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執行状況ですが、項番 1「特定健診等の受診率向上対策に係る好事例の情報収集及び保険

者への情報提供」ですが、特定健診受診率向上対策として、本会が受診率向上事業の支援を

行った「文京区」「目黒区」「青梅市」の実施内容について、他の保険者へ情報提供しました。 

項番 2「実務者向け研修会の準備・開催」といたしましては、山梨大学の山縣教授を講師

に招き 9 月 11 日に開催いたしました。また、特定保健指導に関して委託先との連携や管理

等を工夫している保険者である豊島区から事例発表をシンポジウム形式で行い、参加者から

は具体的な話を聞くことができて良かったと好評を得ております。 

項番 3「保険者が実施する被保険者へのポピュレーションアプローチの支援」につきまし

ては、本会ホームページに掲載している被保険者への健康関連情報について最新の制度内容

と相違していないかを確認し、引き続き広報宣伝を実施しております。また、本会において

保健事業支援として貸し出しております健康関連機器は、超音波骨量測定装置の 19 保険者

44 回をはじめとした啓発教材の生活習慣病予防関連のＤＶＤ及びパネルを貸し出し、保険

者が行う保健事業として被保険者に対して健康づくりへの周知支援を行いました。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり進行することができましたので、「○」とさせ

ていただきました。また、内部評価につきましても「○」で、「引き続き、特定健診等の受

診率向上に有効な情報提供や保険者への支援を行い、保険者が目標として掲げる受診率の達

成に寄与できるよう努力されたい。」とのご意見をいただいております。 

 

④介護福祉部（説明：松戸介護福祉部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№3 介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の推進〕 

計画№3「介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の推進」について

説明いたします。 

計画の内容は、「東京都と連携し、介護給付適正化システムを有効活用し、介護給付適正

化の推進を図る。」というものです。また、モニタリングシステムについては、必要に応じ

てシステム改修等を行い、活用保険者の拡大に向けて取り組んでまいります。 

さらに、昨年度、実施計画の見直しを行い、これまでの取り組み状況を踏まえた「認定調

査状況と利用サービス不一致一覧表」項目を活用した適正化支援業務の実施を、新たな取り

組み事項として追加しています。 

26 年度の単年度計画ですが、昨年の経営評価委員会の際、「今後の方向性」として、「保

険者が行う適正化事業について、本会が保険者に代わって実施できることを整理・検討す

る。」と説明いたしましたが、その後の検討を踏まえた整理として、具体的に本計画として

追加したものとなります。 

活用する「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」とは、介護保険における給付内容

と例月の審査では使用していない保険者が保有する要介護認定情報とを突合して不適切な

給付の可能性のある事例を出力する帳票で、既にいくつかの保険者において非常に有益な帳
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票であることが実証されています。例えば、「歩行」が「できる」、「移乗」「移動」が「自立」、

障害高齢者自立度が「自立」、意見書「認知症高齢者の日常生活自立度」が「自立」である

にもかかわらず、訪問介護において通院等乗降介助が請求されているケース等が、この帳票

に出力されます。 

具体的な取り組みですが、26 年度上半期においては、当該欄に掲げている全ての項目に

取り組み、成果を上げています。 

執行状況ですが、項番 1「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」項目を活用した適

正化支援業務の実施です。「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」項目を活用した適

正化支援業務の実施に関する意見交換を東京都と行い、説明会の開催等、保険者の意見を反

映させるための必要な調整を図りました。また、各種システム整備、具体的な事務処理方法

及び体制等の整理として、委託業者と打ち合わせを実施することで、新たな事務処理に関わ

る職員や審査委員の具体的な役割を明確化した事務処理フローを概ね策定することができ

ました。併せて、過誤申立事由コードを設定、正確な削減効果額の把握ができる仕様とし、

より効果的な事務遂行を目指してまいります。実施体制については、来年度に向けて、介護

福祉課における業務委託の見直しの検討を行っているところであり、派遣職員による電話照

会等の実施等、必要な体制について検討してまいります。 

項番 2「介護保険事業所情報提供システムの開発及び保険者への提供」です。8月を迎え、

5月から稼動した介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システムの本稼動の影響はないと

判断、8 月 13 日に説明会を開催、9 月 17 日にパスワードを発行し、稼動を開始いたしまし

た。 

項番 3「介護給付適正化システム及びモニタリングシステムの活用に関する取り組み」で

す。 

東京都では、保険者向けにケアプラン点検研修会を実施しており、この研修資料にはモニ

タリングシステム等の改修に必要とされる叡智が内包されていると考えられることから、東

京都へ情報提供を依頼、これを入手しています。 

また、モニタリングシステムの改修等については、地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法改正に伴う、介護予

防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）及び 27 年度介護報酬改定等の影響が避けら

れないと見られることから、委託業者と改修等の影響範囲の分析を実施しています。併せて、

10月 17日に開催した介護給付適正化関連等システム研修会の準備を行いました。 

課題と対応ですが、「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」項目を活用した適正化

支援業務において、事業所にサービス提供実績を確認する送付帳票について、選択項目の活

用を検討していましたが、項目数を多くすることにより綿密な審査が可能となる反面、送付

帳票に記載しきれないことが懸念されることから、別表による送付を併せて検討しています。 

自己評価ですが、概ね計画どおりの進捗と判断し、「○」とさせていただきました。また、

内部評価につきましても、自己評価同様「○」となり、『「認定調査状況と利用サービス不一

致一覧表」項目を活用した適正化支援業務の課題整理に努めるとともに、モニタリングシス
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テム活用保険者の拡大に向け、着実に取り組まれたい。』とご意見をいただいております。 

 

〔№6-5 介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システムへの対応〕 

計画№6-5「介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システムへの対応」について説明い

たします。 

計画の内容は、国保中央会が次期機器更改に合わせた取り組みとして提唱する、介護保険

審査支払等システム及び障害者総合支援給付支払等システムの共通的な機能・機器を複数連

合会が共同運用センターで共用する、一拠点集約化システムへの対応を行うものとなります。 

26 年度の単年度計画は、介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システム全体で、シス

テム移行・切替え及び現行システムから一拠点集約化システムへのデータ移行を実施するこ

とで、本稼動に向けた最終的な移行作業を実施いたします。 

具体的な取り組みですが、26 年度上半期においては、当該欄に掲げている全ての項目に

取り組み、成果を上げています。 

執行状況ですが、項番 1 共通ネットワークで、4月 26 日～5 月 3日までの期間において、

移行対象データ退避、移行対象データの授受、データ移行を行い、計画どおり実施いたしま

した。 

項番 2介護保険審査支払等システムの本移行では、事前移行として、4月 4日～4月 12日

までの期間において、初期設定、データ移行作業、事後作業を行いました。その後、差分移

行として、4 月 29 日～5月 6日までの期間において、データ移行、システム移行、事後作業

を行い、計画どおり実施いたしました。 

項番 3障害者総合支援給付支払等システムの本移行では、4月 29日～5 月 6日までの期間

において、移行準備作業、データ移行作業、事後作業を行い、計画どおり実施いたしました。 

項番 4本稼動では、本稼動にあたっての、判定項目は 3つあり、本移行作業手順がすべて

完了し、移行作業の確認が完了していること、移行作業後の動作確認が完了していること。

さらに、これまで仮移行、移行リハーサルを重ね、課題の整理・解消を行うとともに、想定

外のリスクに備えて、状況に応じた 3段階のコンティンジェンシープランを策定し、緊急事

態に備えてまいりました。幸い、コンティンジェンシープランを発動することなく、伝送受

付業務については、5 月 1日に本稼動、介護保険システムと障害者総合支援システムについ

ては、5月 7日に本稼動を迎えることができました。 

その他になりますが、本計画については、当初の目標を達成できたため、上半期をもって

取り組みを終了といたします。引き続き、継続的な安定稼動を実現するとともに、更に効率

的な運用に努めてまいります。 

自己評価は、計画の実施スケジュールに沿って確実に取り組み、概ね計画どおりの進捗と

判断し、「○」とさせていただきました。また、内部評価につきましても、自己評価同様「○」

となり、「今後ともシステムの安定稼動に努められたい。」とご意見をいただいております。 
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⑤企画事業部（説明：並木事務局次長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№4-1 組織の在り方の見直し〕 

計画№4-1「組織の在り方の見直し」です。 

計画の内容は、IＴ化の推進による事務処理の効率化や新規事業の実施を踏まえ、組織や

職制を見直し、簡素で効率的な組織運営のため、組織の再編成を行います。 

26 年度の単年度計画ですが、職員定数適正化計画を踏まえ簡素で効率的な組織編成を目

指し、また、国保の都道府県化に対応し得る体制構築のため、情報収集等を行います。 

上半期の具体的な取り組みですが、項番 1 の、22 年 7 月改訂の職員定数適正化計画の進

捗管理と必要に応じた見直し、項番 2 の、26 年度職員定数と適正化計画との乖離検証の結

果報告、項番 3の、定数配置検討のため、調査・ヒアリングの実施、項番 4の、事務量調査

の実施、項番 8の、国保の都道府県化に係る情報収集及び検討です。 

具体的な執行状況ですが、項番 1の、計画策定時の想定事項と現状を比較し、計画変更の

必要性を検証し、その結果、項番 2にあります様、計画変更を不要と判断し、5月開催の第

1回経営計画推進本部会議で、その旨を報告いたしました。 

また、項番 3の、職員定数配置の検討のためのヒアリング等を、全部署を対象に実施いた

しました。項番 4及び 8はお読み取りください。 

次の課題と対応ですが、執行状況の項番 8に記載しているとおり、国保の都道府県化に係

る情報収集等ほか、規制改革会議の第 2次答申に盛り込まれた「保険者がまず全ての診療報

酬明細書の点検を可能とする仕組みの導入」、つまり「保険者の事前点検」について情報収

集等に努めます。 

次の自己評価は、概ね計画どおりですので「○」とし、次の内部評価も、引き続きの情報

収集に万全を期し、簡素で効率的な組織運営に向けた体制構築に努める様にと指示があり、

自己評価同様の「○」評価となりました。 

 

〔№4-5 次期経営計画の策定〕 

計画№4-5「次期経営計画の策定」です。 

計画の内容は、14 年度からこれまで、通算で第 4 次となる計画の取り組み実績に加え、

プログラム法に掲げられ、新たな課題となる「国保の都道府県化」等を見据えた次期計画を

策定します。 

26 年度の単年度計画ですが、次期計画の来年 1月の完成を目指します。 

上半期の具体的な取り組みですが、項番 1の、策定委員会及びプロジェクトチームの発足、

項番 2と 3の、保険者ニーズの把握分析と策定作業です。 

具体的な執行状況ですが、項番 1のとおり、東京都代表、保険者代表、本会職員で構成す

る策定委員会と、本会の課長職から成るプロジェクトチームを発足し、項番 2のとおり、各

課で保有する保険者ニーズに繋がる要望等を収集し、基本計画案や実施計画案の取り纏め中
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です。 

自己評価は、概ね計画どおりですので「○」とし、内部評価も、引き続き、情勢の変化を

注視し、これまで以上に保険者の負託に応えられる計画策定に努める様にと意見を戴き、自

己評価同様の「○」評価となりました。 

 

⑥総務部（説明：木村総務部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№4-2 新財政計画の策定〕 

計画№4-2「新財政計画の策定」です。 

単年度計画は、法人税課税問題に対する国の動向に注視して、その対応を優先的に取り組

むこととしておりますが、27年度以降の新たな財政計画における骨子について検討を進め、

9月までにその方針（案）を整理することでございます。 

上半期の具体的な取り組みは、課税問題に対する情報収集、新たな財政計画における骨子

の検討でございます。 

執行状況です。項番 1「課税問題に係る情報収集等」では、継続して国の動向に注視する

とともに、9 月までは国における協議結果が出ていない状況であり、協議結果後に迅速に対

応できるよう、関係部署に対して「現状や今後の見通し等」を説明いたしました。 

項番 2「新たな財政計画における骨子部分の検討」では、27年度以降の新たな財政計画の

骨子を担当部署内部（経理課）で検討を開始し、項目等の洗い出しを行いました。 

項目としましては、記載の 5項目に分類したところでございます。 

課題と対応です。これまでも法人税の課税問題につきましては、理事長・専務理事・事務

局長をはじめ職員の力をお借りして、本会理事や各保険者に対して、現状報告を行ってまい

りました。今後、厚労省から通知が発出された場合、改めて保険者等へ報告を行い、対応方

針等について説明する必要がある。と記載してございますが、ここにきて、本件に関しまし

て厚労省と国税庁との協議結果が示されましたので、直近の状況をご報告いたします。 

10 月 31日に国保中央会主催の会議におきまして、厚労省国保課長から報告がございまし

た。この問題は、連合会における毎年の剰余金を実費精算していないことについて、国税庁

から指摘を受け、厚労省が協議してまいりましたが、その交渉結果として、25 年度分は今

年度中に実費精算することで非課税の扱いとするものの、21年度から 24年度の 4年間は「課

税」とすることで決着いたしました。 

これを受け 11月には保険者に説明を行うなどの対応を図り、今月（12月）は、実費精算

に係る予算補正を理事会に諮り、2 月・3 月に実費精算を行い、5 月末までに自主申告を行

ってまいります。 

また、「昭和 56年通知の一部改正」として 10 月 31日に厚労省から新たな通知が発出され

ておりますので、今後は、この通知に基づき適正に処理してまいります。 

最後に自己評価です。課税問題の対応を優先的に取り組み、来年度予算編成時期とも重な
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っていることもあり、新たな財政計画の骨子の検討が遅れていることから「△」といたしま

した。 

また、内部評価につきましても「△」で、「課税問題」に対応するとともに、中期的な財

政収支の見通しを明らかにする財政計画の策定に向け骨子部分の検討に努められたい。との

ご意見をいただいております。 

 

〔№4-4 職員研修の充実・強化及び検証〕 

計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」です。 

単年度計画は、項番 1職員の自己啓発を促すため、スキルアップ研修の受講者の選定方法

を職員自らが受講する研修を選定できるようにすること。項番 2 短時間の研修も取り入れ、

部分休業等取得職員についても研修を受講できるようにすること。項番 3研修終了後、研修

の効果測定を実施し、検証結果を翌年度の研修実施計画に反映させること。でございます。 

上半期の具体的な取り組みは、項番 1「研修の着実な実施」では、本年度の研修実施計画

に基づき 30ページ上段「1」に記載の研修を着実に実施いたします。項番 2「研修の追加」

では、研修の一層の充実・強化を図るため、30 ページ中段より下の「2」に記載の研修を追

加実施いたします。項番 3「研修の充実・強化」では、研修後に行った職員アンケートの結

果を踏まえた研修時間の見直しと、講師の助言を基に研修カリキュラムを変更いたします。

また、短時間研修も取り入れ、部分休業等取得職員につきましても、他の職員と同様に自己

啓発の機会を平等に与えます。項番 4「研修効果測定の実施と検証」では、各研修内容に適

した研修効果測定を実施し、測定結果を検証いたします。 

執行状況です。項番 1「研修の着実な実施」では、（1）の職層研修については、①の新任

研修と③監督者研修を実施いたしました。（3）のスキルアップ研修については、②説明力強

化研修、③のクレーム対応研修、④コミュニケーション研修、⑤タイムマネジメント研修に

ついて、希望者を対象に実施いたしました。（4）の専門研修については、①審査実務担当者

研修、新規採用職員研修は、計画 No1-2「審査事務共助の充実」の中の執行状況で実施報告

させていただいております。また、②ＩＴリーダー育成研修を記載のとおり実施いたしまし

た。 

項番 2「研修の追加」では、研修の一層の充実強化を図るため、今年度の追加項目となり

ます。1つ目のハラスメント防止研修は、本会で今年度新たにハラスメント苦情処理委員会

を設置したことに伴い、管理職を対象に研修を実施しました。また、スキルアップ研修の起

案書作成研修について、昨年度は文書作成等実務者研修の一部でしたが、分割し、一般職員

を対象に実施しました。項番 4「研修効果測定の実施と検証」では、（1）研修後に受講者に

対してアンケート調査を実施し、理解度を測定しております。（2）の監督者研修における受

講者の行動面、思考面における変化を測定したものでございます。2回目測定について年度

内に実施を予定しております。 

最後に自己評価です。概ね計画通り、進行できているので「○」といたしました。また、

内部評価につきましても「○」で、「引き続き、研修内容に適した効果測定の実施と、その
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検証結果から、より実質的で効果のある研修を企画・実施することにより、職員の職務遂行

能力の向上に努力されたい。」とのご意見をいただいております。 

 

⑦システム管理部（説明：中茎システム管理部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№6-1 後期高齢者医療請求支払システムの機器更改への対応〕 

計画№6-1「後期高齢者医療請求支払システムの機器更改への対応」でございます。 

計画の内容は、20 年度から制度施行された後期高齢者医療制度の診療報酬等の請求支払

システムで使用している機器と同システムを、26年度に更改するための 3か年計画です。 

年度別計画は、24 年度に機器更改によるシステムへの影響調査、改修要件の整理を行い、

25 年度に機器の設置、運用試験等を実施し、最終年度である本年度はデータ移行と本稼動

を行うものです。 

26 年度の執行状況です。項番 1 の「先行稼動連合会の情報収集」ですが、本システムは

各国保連合会の実情に合わせて本稼動の時期を 26 年 2 月から任意に選択できることとなっ

ていたことから、国保中央会へその状況を照会し、概ね順調に稼動していることを確認しま

した。 

項番 2の「関連システムとの連携試験」については、記載のシステムとの最終的な連携試

験を実施し問題なく完了しました。 

項番 3の「データ移行・システム環境切替」は、5月 3日から 5日にかけて、最終のデー

タ移行を行い、本会職員端末のオペレーティングシステムのバージョンアップの実施や、シ

ステム環境の切替作業も同日までに完了させ、翌 6日に職員端末から新システムへの接続試

験やラッシュテストを実施し、いずれの作業も問題なく完了していることを確認しました。 

項番 4の新システムの本稼動ですが、項番 3の確認作業結果を受け、予定どおり 5月 7日

から新システムの運用を開始し、診療報酬等の請求・支払について、問題がないことを確認

しました。 

項番 5 の現行システムサーバ等の機器撤去は、6 月 24 日から開始し、30 日に作業が完了

しました。 

その他になりますが、本計画については計画目標を達成したため、上半期をもって取り組

みを終了といたします。今後は、引き続き継続的な安定稼動を保持するとともに更に効率的

なシステム運用に努めて参ります。 

自己評価になりますが、関係部署と調整し、概ね計画どおり進行することができたことか

ら、評価を「○」といたしました。内部評価につきましても、自己評価同様「○」とされ、    

「今後ともシステムの安定稼動に努められたい。」とのご意見をいただいております。 

最後に現況になりますが、システム運用開始から 8か月目を迎えていますが、大きな事故

なく稼動しております。 
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⑧共同電算事業担当（説明：池田共同電算事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№6-6 保険財政共同安定化事業における事業対象医療費拡大への対応〕 

計画№6-6「保険財政共同安定化事業における事業対象医療費拡大への対応」でございま

す。 

計画の内容は、都内、区市町村国保保険者の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、

レセプト 1 件あたり 30 万円を超える医療費について、同国保保険者の拠出により負担を共

有する共同事業である「保険財政共同安定化事業」について、27 年から事業対象が全ての

医療費に拡大されることに伴うシステム開発等の対応を行うものです。 

単年度計画は、27 年度 2 月本番開始に向けて、システム開発、テスト及び保険者とのイ

ンターフェーステストを行い、また、保険者との試行運用等を実施し、27 年 2 月から本番

に切り替える、としました。 

具体的な執行状況ですが、項番 1「保険者及び東京都との調整」として、（1）ですが、東

京都主催の標記の会議において、東京都から依頼のあった当該事業の対象を拡大した際のシ

ミュレーションに資するデータを提供しております。2つ飛ばさせていただきまして、（4）

では、東京都では提供を受けたデータを基にシミュレーション結果を作成し、東京都から保

険者へ提供されております。（2）、（3）ですが、当該事業の対象が拡大されることに伴い、

保険者と本会間で授受している「交付申請書」、「療養費等支給実績」については、現在は帳

票で処理をしておりますが、今後は授受する量が増えると同様の方法では処理しきれない心

配から、データでの授受に変更しました。ついては、それらに係るインターフェース仕様書

（仮版）を保険者に提示しました。 

次に項番 2「システムへの影響調査、開発要件等の検討、システム開発」として、（1）で

すが、只今の説明の続きとなりますが、システム開発に係る作業等をしております。（2）で

すが、交付金・拠出金の計算に必要となる療養費等支給実績情報は、当初、保険者での作成

等で検討を進めてきましたが、保険者の作業負担軽減を図るため、本会に柔道整復療養費支

払代行業務や高額療養費計算処理業務を委託している保険者は、当該業務での療養費データ

を本システムへ連携し、交付金計算処理を行なうこととしました。 

項番 3「保険者及び本会の事務処理運用の検討」につきましては、只今の説明と重複する

事項も含んでおりますので、お読み取り願います。 

自己評価ですが、計画どおり実行することができましたので、「○」評価としました。 

内部評価につきましても「○」とされ、「引き続き、計画の各工程を着実に実施し、円滑

な事業運営に資することができるよう努力されたい」とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、現在実施しているシステム開発やテスト及び試行運用等を確実に行

い、円滑に本番運用が開始できるよう準備を進めてまいります。 
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～質 疑～ 

 

（植村座長） 

全ての報告が終了しましたので、只今ございました報告に対してご意見ご質問をいただくわ

けですが、本日ご欠席の河津委員から意見書が提出されております。資料№3 でございます。

こちらに基づき、まず、河津委員からのご意見及びご質問について確認したいと思います。 

ご意見としては、項番 1 及び 3 に記載のとおり、計画№1-1「審査委員会による査定率の向

上」、№1-2「審査事務共助の充実」については、目標を大きく上回る結果となり、取り組み内

容が着実に成果として表れていることから、高く評価できるものと考える、また、外部評価に

ついては、内部評価の結果を評価委員会としての評価とすることが妥当である、とのご意見を

頂戴しています。 

ご質問としては、項番 2 に記載のとおり、計画№2-1「保険者が行う保健事業への支援」に

ついて、国が実施する「国保ヘルスアップ事業」に東久留米市が申請し承認されたとあり、東

京都ではこの 1市だけが承認されているのか、ということと、今後この市の事業を「保健事業

支援・評価委員会」で事業評価するにあたり、具体的にどのように運用される予定なのか、の

2点となります。 

こちらの質問に関して、担当部署より、回答をお願いいたします。 

 

（岡田保健事業担当部長） 

東京都では東久留米市の 1市だけが、国保ヘルスアップ事業に申請し承認されています。「保

健事業支援・評価委員会」は先ほど報告したとおり 12 月 1 日に制定され、現在、委員の委嘱

を行っております。具体的な運営方法などについては、今後、委員会にて協議し決めてまいり

ますが、国保・後期高齢者ヘルスサポート事業では、ガイドラインが発出されており、その中

で「保健事業の手順に沿った評価基準」等が示されておりますので、それに沿って事業を運営

してくことになろうかと思っております。 

 

（植村座長） 

ありがとうございました。それでは、その他のご質問、ご意見などがございましたらご発言

いただきたいと思います。と申しても 2人しかおりませんので久保村委員からお願いいたしま

す。 

 

（久保村委員） 

計画№2-2「保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案」について、

「ＫＤＢシステムへの参加促進」の取り組みとして、操作体験の環境整備についてご報告があ

りましたが、現時点で操作体験を希望している保険者はどのくらいの数になるのか、併せて来

年度に参加する保険者はどの程度増加する見込みなのかご回答お願いします。 
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（岡田保健事業担当部長） 

ＫＤＢシステムへ未参加の 52 保険者のうち、43 の保険者が操作体験を希望しております。

来年度参加する保険者については、現在、意向調査を行っておりますので、把握できておりま

せんが、現在、本年度途中から参加したいと申し込みのあった保険者が3保険者ございまして、

17日の意向調査締め切りまでの間に来年度からの参加に向けて、自庁内で現在調整中であると

いう保険者が複数ございますので、ある程度の保険者からは理解が得られ、参加していただけ

るのではないかと考えているところであります。 

 

（久保村委員） 

計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」について、非常に多くの研修を実施されてい

て、よくやられていると思います。一方で、各担当業務のスキルを伸ばす、いわゆる「ＯＪＴ」

（On-the-Job-Training）についても重要だと思いますが、そのような研修は実施されている

のでしょうか。それと、前年度の研修アンケート結果を反映させているとありますが、具体的

にどのように反映させているのかお聞きしたいと思います。 

 

（木村総務部長） 

ＯＪＴ関連研修は、3項目ございます。1つ目は、審査関係研修です。 

「審査事務共助の充実」の計画の執行状況「8職員の知識向上のための研修」でございます。

審査事務共助指導課の取り組みの中から、新人研修として、26 年度採用者・25 年度採用者へ

の基礎的な研修、審査第 1部内の研修として、審査課及び再審査課職員への研修、審査第 2部

事務審査課職員への研修、審査事務共助指導課内職員への研修、審査実務担当者研修として、

審査委員等による審査第 1部職員への専門的研修を実施しています。 

2つめは、ＩＴ関連の研修です。執行状況の項番 1「研修の着実な実施」の中段の（4）専門

研修 ②情報処理指導主任育成研修でございます。 

これは、情報基盤システム課の取り組みで、希望職員に対して、ＩＴ関連事項として、ハー

ドウエア、ソフトウエア、セキュリティなど幅広く、講座を開催しています。 

3つ目は、新人研修です。入会時の本会全般的な研修をはじめ、（1）職層研修の①診療報酬

関連の公費研修・高額療養費金額計算研修、先程申しました 1つ目の審査関係研修と重複しま

すが、入会後 2年間は基礎的な研修を実施しています。 

また、前年度アンケート結果への反映につきましては、項番 2「研修の追加」の（3）スキ

ルアップ研修の①起案書作成研修が該当いたします。起案書とは、稟議書のことで、昨年度、

文書作成研修のなかで、文書作成と起算書作成の 2本立てで実施していました。 

その研修後のアンケートでは、受講職員の経験値やスキルの違いがあり、理解度に大きな違

いが発生しました。このため、今年度は起案書作成に絞り、受講レベルを基礎的なものとしま

した。 
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（植村座長） 

私からも 2 点ほどご質問をさせていただきます。ひとつ目は、計画№1-2「審査事務共助の

充実」の執行状況として、「専門職」という言葉がでてきますが、この専門職というのは東京

都の独自の職制というものなのか、あるいは他の連合会でも同じような制度を導入されている

のか分かる範囲で構いませんのでお聞かせいただきたいと思います。ということと、この専門

職の育成といいますか養成について、どのような形で養成されているのかお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 

（田中審査事務共助・療養費担当部長） 

専門職を導入している他県の状況でございますが、全国から本会へ審査事務共助の職員によ

る研修依頼、審査関係の視察、さらには職員を本会に 1カ月から 6カ月間、研修派遣というこ

とで、本会で実際に事務共助を行って自県に帰るということをしております。現在も長崎県の

国保連合会職員を 1名お預かりしておるところであります。このようなことから全国でも本会

の専門職制度に強い関心を示しておりますが、制度として確立しているのは現在のところ本会

のみでございます。 

専門職の育成につきましては、試験制度ということもございまして、専門職を目指す職員は

日々自分で勉強をし、事務的内容は「点数表の解釈」や厚労省の通知関係を熟読していくこと

になり、医療内容的であれば、審査委員とコミュニケーションを図り理解を深めていくという

ことになります。育成となると先ほど総務部から説明のありました研修がありますが、実際に

医療機関での現場視察により知識の幅を広げるなどいろいろな取り組みを行っています。育成

というより職員自らが日々の事務共助で実力を付け、成長しているように理解しています。 

  

（植村座長） 

専門職という意識を持つか持たないか、とうことも重要かと思いますし、そういう意味では

人事管理も重要になってくると思います。それに関連し、計画№4-1「組織の在り方の見直し」

について、職員定数適正化計画など定数の管理だけでなく、研修を含めた人事管理などは長い

目で長期に渡って目標を持っていかなければなりませんが、先ほどの理事長の挨拶にもありま

したが、連合会をめぐる状況は流動化している状況にあります。 

また、国保の都道府県化や保険者による直接点検など実際にどうなるかが見えないところで、

一方で介護保険法も改正され連合会も市町村の支援をする役割を担っていて、そちらの方の充

実もまた出てくるということで、様々な要素がありますが、この様に状況が大きく変わるとこ

ろで、定数の適正化や組織の在り方をどのように合わせていくかが重要になってくるかとおも

います。そのようなことからも何か検討しているとことがありましたらお聞かせ願いたいと思

います。 

 

（並木事務局次長） 

ご質問のとおり、現時点で、国保の都道府県化は具体的な制度設計や、都道府県と市町村の
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役割分担など整備されていないのが事実であります。また、保険者の直接点検につきましても、

厚労省が今年度中に結論を出すということで、実施の可否も含め検討をしているところです。

本会の事業運営に大きな影響がありますので、具体的内容が明らかになり次第、定数計画など

見直しまして、介護を含め必要な人員の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 

（植村座長） 

その他、何かご意見等はございますか。 

 

～な し～ 

 

（植村座長） 

それでは、外部評価につきましては内部評価について特に意義がないようでございますので、

内部評価の結果を経営評価委員会としての評価とさせていただきます。私の役目はこれにて終

了となります。 

皆様のご協力によりましてスムーズに議事を進行することができました。ありがとうござい

ました。 

 

(3)閉会 

（加島専務理事） 

長時間に渡るご審議、ありがとうございました。 

最後に主催者を代表いたしまして、理事長より一言申し上げます。 

 

（福永理事長） 

本日は、ご多用のなか貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

本会は、委員の皆様からいただいた外部評価結果や本会事業に対する意見・助言等を尊重し、

引き続き計画の推進に努めていく所存でございます。新しい要素もこれからいろいろと平成 27

年度以降の次の計画の中に入ってまいりますが、今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

（加島専務理事） 

以上をもちまして、第 2回経営評価委員会を終了いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 


