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月
5日 東京都市国民健康保険協議会幹事会（東京自治会館）

12日 平成25年度東京都在宅保健師の会第1回講演会（本会会議室）

●テーマ：「知ってほしい口のこと」
●講　師：日本歯科大学教授
　　　　　口腔リハビリテーション多摩クリニック院長
　　　　　　菊谷　武 氏

平成25年度第13回東京都在宅保健師の会総会

●報告事項：平成24年度事業報告及び歳入歳出決算について　
●議決事項：平成25年度事業計画及び歳入歳出予算について
　　　　　　平成25年度役員選出について　　他

15日 東京都市保健師事務連絡会幹事会（東京自治会館）

17日 特別区国保担当課長会（東京区政会館）

18日 平成25年度多摩支部事務研究会西地区部会定期総会（奥多摩町福祉会館）

●議　題：平成24年度事業報告及び歳入歳出決算報告について
　　　　　平成25年度事業計画及び歳入歳出予算について
　　　　　平成25年度役員選出について　他

19日 東京都市国民健康保険協議会定例会・総会（東京自治会館）

●議　題：平成24年度事業報告について
　　　　　平成25年度事業計画について
　　　　　平成25年度新役員の選出について

国民健康保険組合幹事会（本会会議室）
特別区保健師業務連絡会（文京シビックセンター）

25日 国民健康保険組合連絡協議会（本会会議室）

4
事例を紹介しながら口
腔機能の早期対処の重
要性を説明する菊谷氏

会長に再任され挨拶を
する滝島玲子氏

会長退任の挨拶をする
藤野勝武蔵村山市長

会長就任の挨拶をする
阿部裕行多摩市長

地場産杉の香漂う会議室に 4市 3町
1村の担当者が一堂に会した。
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月
8日 レセプトデータ・特定健診等データの分析及び活用に関する講演会（本会会議室）

●テーマ：「レセプトデータ・特定健診等データの分析及び活用
　～効果的な保健事業への活用～」

●講　師：東京大学　政策ビジョン研究センター
　　　　　　特任助教　古井　祐司 氏

9日 東京都市国民健康保険協議会幹事会（東京自治会館）

13日 東京都市保健師事務連絡会幹事会・定例会（東京自治会館）

13・14日 国民健康保険事務初任者講習会（国立オリンピック記念青少年総合センター）
　※36ページに関連記事を掲載

17日 特別区保健師業務連絡会（東京区政会館）

20日 国民健康保険組合幹事会（本会会議室）

21日 東京都市国民健康保険協議会定例会（東京自治会館）

22日 特別区国保担当課長会（東京区政会館）

23日 機関誌「東京の国保」編集委員会・広報に関する連絡会（本会会議室）
　※正副委員長及び委員名は次ページに掲載　

24日 国民健康保険料（税）収納率向上対策研修会（管理監督者向け）（本会会議室）
●テーマ：「収納改革　～新たなる領域への挑戦!! ～」
●講　師：NPO LGNet
　　　　　　理事長　堀　博晴 氏

　※堀氏の連載「滞納整理塾」は8ページに掲載　

27日 国民健康保険組合連絡協議会（本会会議室）

30日 調査研究委員会市町村部会（本会会議室）
●研究テーマ：「医療費適正化への取組について」
　※正副部会長及び部会員名は次ページに掲載

5
「各種データは医療保
険者の武器として使う
時代」と話す古井氏

新委員 1名を迎え、正副委
員長の選出から始まった。

部会長・副部会長の
選出と研究テーマの
決定が行われた。

管理監督者50名が参加し、講師自らの体験
談に熱心に耳を傾けた。
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月
4日 レセプト確認事務講習会（本会会議室）

●講習内容　①療養費事務取扱について
　　　　　　②歯科診療報酬点数表について
　　　　　　③医科レセプトの審査と点検について（基礎）

6日 平成25年度第三者行為求償事務新人講習会（本会会議室）
●講　師：本会　企画事業部　管理課　求償係
　　　　　　係長　大野　政久

7日 調査研究委員会特別区部会（本会会議室）
●研究テーマ：「収納率向上対策について」
　※正副部会長及び部会員名は下部に掲載

11日 調査研究委員会国民健康保険組合部会（本会会議室）
●研究テーマ：「国民健康保険組合における
　　　　　　　　　　　　　　　保健事業について」
　※正副部会長及び部会員名は下部に掲載　

6

 あきる野市保険年金課長 山下　喜嗣
 西東京市保険年金課長 石橋　　尚
 日の出町町民課長 青木　勝美

◆国民健康保険組合部会
　部会長 東京都弁護士国民健康保険組合事務局次長
  髙林　克吏
　副部会長 東京都医師国民健康保険組合総務課主任 
  伊東　大介
　部会員 東京食品販売国民健康保険組合
 返還金徴収課長補佐 
  服部　全純
 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合
 業務課適用・給付係長 
  山川　鉄也
 東京建設業国民健康保険組合総務課長補佐
  堀江　浩明
 中央建設国民健康保険組合総務課経理係長
  右田　逸郎

　機関誌「東京の国保」編集委員会・広報に関する連絡会　  ※敬称略
　委員長 文芸美術国民健康保険組合常務理事 平井　　実
　副委員長 本会事務局長 平澤　康二
　委員長 世田谷区国保・年金課長 新保　　信
 国立市健康福祉部健康増進課 坂本　茂樹（新任）

　調査研究委員会　  ※敬称略
◆特別区部会
　部会長 墨田区国保年金課長 池田　善久
　副部会長 板橋区国保年金課長 高山　勝也
　部会員 中央区保険年金課長 伊藤　信義
　 台東区国民健康保険課長 内田　　円
　 品川区国保医療年金課長 間部　雅之
　 葛飾区国保年金課長 尾形　保男

◆市町村部会
　部会長 八王子市国民健康保険年金課長 藤倉　四郎
　副部会長 東久留米市保険年金課長 師岡　範昭
　部会員 瑞穂町住民課長 小野　基光

柔道整復療養費
から海外療養費
まで、細かな説
明が行われた療
養費の講習

部会長・副部会長の
選出が行われた。

今年度から新たに
担当となった職員
が対象。討議形式
の講習も組み込ま
れた。

部会長・副部会長の
選出と研究テーマの
決定が行われた。
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　「夏雨」は文字通り、夏の雨。「雨人」は漢文で「人に雨（ふ）らす」と読む。夏雨雨人は、
暑い夏の盛りに雨を降らして人に涼しさをもたらすように、タイミングのよいときに人に恵
みを与えることを指す四字熟語だ。出典は古代中国の説話集『説苑』。春にさわやかな風を
吹かせる、という意味の「春風風人」とセットで引用されることが多い。
　春に心地よい風を吹かせ、真夏に涼やかな雨を降らせる。人としてこうありたい、とい
う目標として座右の銘に挙げるビジネスマンもいる。やみくもに雨を降らせればいいとい
うものではない。梅雨に雨を降らせても逆効果だし、真冬に降る雨は人を凍えさせるだけ
だ。夏のうだるような暑さの中、「少しでも涼しくなりたい」と願う人のところに雨を降ら
せる……。そんなふうに絶妙のタイミングで、必要なものを必要な人に届けることができれ
ば、一粒の雨は十倍にも百倍にも価値を上げ、相手の心に響くのだ。
　ニーズを的確にキャッチし、タイミングを逃さずアクションを起こす……｡ というとビジ
ネスライクに聞こえるが、顧客はもちろん一緒に働く社員同士が、お互いにとっての夏雨雨
人になれたらどんなに幸せだろう。暑さ厳しいこの季節に、心の中で唱えたい言葉である。
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う
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じん ショート

コラム

平成25年度
東京都国民健康保険団体連合会広報活動計画
本会は、今年度も国民健康保険料（税）収納率向上と
特定健診受診率向上を目的とした広報活動を実施します。 7月 12日 ㈮ ●診療報酬審査支払業務運営協議会 ［本　会］

●特別区保健師業務連絡会 ［東京区政会館］

16日 ㈫ ●柔道整復療養費審査委員会 ［本　会］
●事業計画及び予算に関する委員会 ［本　会］

18日 ㈭ ●診療報酬審査委員会（18 ～ 24日） ［本　会］

19日 ㈮ ●国民健康保険組合幹事会 ［本　会］
●特別区国保担当課長会 ［東京区政会館］

22日 ㈪ ●東京都市国民健康保険協議会定例会 ［東京自治会館］
●東京都市保健師事務連絡会幹事会・定例会 ［東京自治会館］

23日 ㈫ ●平成25年度　第 1回理事会 ［本　会］

25日 ㈭ ●国民健康保険組合連絡協議会 ［本　会］

30日 ㈫ ●第126回　通常総会 ［本　会］

8月 8日 ㈭ ●保健師講習会 ［本　会］

16日 ㈮ ●柔道整復療養費審査委員会 ［本　会］

18日 ㈰ ●診療報酬審査委員会（18 ～ 24日） ［本　会］

19日 ㈪ ●国民健康保険組合幹事会 ［本　会］

20日 ㈫ ●特別区国保担当課長会 ［東京区政会館］

26日 ㈪ ●国民健康保険組合連絡協議会 ［本　会］

28日 ㈬ ●全国市町村国保主管課長研究協議会 ［日本教育会館一ツ橋ホール］

29日 ㈭ ●「健康な町づくり」シンポジウム ［日本教育会館一ツ橋ホール］




