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第 188回 公益社団法人富山県医師会定例代議員会議事録 

 

１．開催年月日  平成 26年 6月 26日（木） 

２．場   所  富山市蜷川 336番地 

         富山県医師会館 4階会議室 

３．代議員定数  41名 

４．出席代議員  40名 

1番 中川 彦人 
 

2番 村岡 恵一 
 

3番 竹田 慎一 

4番 加納  晃 
 

5番 毛利 英満 
 

6番 梅沢 良昭 

7番 島田 一彦 
 

8番 欠席 
 

9番 中野  隆 

10番 舟坂 雅春 
 

11番 片山 寿夫 
 

12番 加納  滋 

13番 高橋 英雄 
 

14番 土田 敏博 
 

15番 八島 省吾 

16番 鈴木 伸治 
 

17番 中曽根敬一 
 

18番 松本三千夫 

19番 長井 正樹 
 

20番 石田 陽一 
 

21番 大西 仙泰 

22番 河上 浩康 
 

23番 八木 信一 
 

24番 清水 一夫 

25番 木田 和典 
 

26番 矢野 博明 
 

27番 高橋  徹 

28番 長谷田祐一 
 

29番 亀谷 富夫 
 

30番 谷口  滋 

31番 吉田耕司郎 
 

32番 斉藤 大直 
 

33番 宮島 久仁 

34番 稲尾 次郎 
 

35番 小栗 絢子 
 

36番 西野 逸男 

37番 
予備代議員 

高木 義則 
 

38番 金井 正信 
 

39番 杉下 尚康 

40番 佐伯 俊雄 
 

41番 井上  徹 
 

  

５．出 席役員 

会  長   馬瀬 大助 

副 会 長   泉  良平  小関 支郎  村上美也子 

常任理事   種部 恭子  藤田  一  堀地  肇  長谷川 徹 

理  事   道振 義治  清水 康一  金子 敏行  渡辺 多恵 

    平野八州男  長田 拓哉  河合 晃充 

監  事   大橋 直樹  佐藤 英敏 

顧問税理士   金山 順一 

６．職務のために出席した事務局職員 

事務局長 了安  仁 他 9名 
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７．報   告 

１ 平成 25年度富山県医師会事業報告の件 

２ 平成 26年度富山県医師会会費減免申請の件 

８．議   事 

第 1号議案  日本医師会代議員補欠選任選挙の件 

第 2号議案  平成 25年度富山県医師会決算の件 

９．開   会  午後 8時 01分 

開会の宣言 

議長（長谷田）ただ今から、第 188回富山県医師会定例代議員会を開会します。はじめ

に、代議員会議事運営規程の定めにより、事務局に出席者を確認させます。 

（出席者の確認） 

     確認の結果、代議員定数 41名に対し、ただ今のところ出席者は 40名でござ

います。過半数に達しておりますので、会議は成立いたします。はじめに馬瀬

会長のご挨拶をお願いいたします。 

会長挨拶 

会長（馬瀬）こんばんは。表彰式に続きまして代議員会ということで、お疲れのところ

よろしくお願いしたいと思います。今日は決算代議員会ということで平成 25

年度の決算の代議員会でございます。この一年間新執行部になりましてやって

まいりました事業報告と会計報告ということになります。最近は国の方も騒が

しい話になっておりまして、患者申告による混合診療というようなものを国の

方が進めようとしております。そういったことも、あさって開かれます日本医

師会の代議員会でまた議論になろうかと思いますが、どうあっても TPPを含め、

混合診療をこの国に導入しようという力が強くなっているようです。医師会も

必死になって抵抗していますが、今後どのように推移していくか、我々として

もしっかり見守って、反対するべきところはきちっと反対して、国を動かして

いる人たちに理解を求めなければいけないと思っております。この一年の医師

会活動の成果を今日、ご審議いただくわけですが、今後のことも含めて、医師

会活動には医政活動も付いてるものだと認識をお持ちいただいて、今後もご活

躍していただければと、私共願っておりますし、今後もその方向で進めてまい

りたいと思っておりますので、協力をお願いしたいと思っております。今日は

慎重審議よろしくお願いいたします。 
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議事録署名委員指名 

議長（長谷田）議事に入る前に、本会定款第 27条の定めにより、議事録署名委員 2名を

指名することになっております。慣例により、議長から指名してよろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

議長（長谷田）ご異議が無いようでございますので、指名いたします。 

6番 梅沢良昭先生 

25番 木田和典先生 にお願いいたします。 

物故会員黙祷 

議長（長谷田）議事日程に入る前に、平成 25年 4月 1日から本年 3月 31日までにお亡

くなりになりました会員のお名前を申し上げます。 

飛見 立郎 先生  木戸外喜夫 先生  吉沢  潤 先生 

森井 寛二 先生  田中 清六 先生  三輪 哲郎 先生 

千代 英夫 先生  三谷  昭 先生  横田  力 先生 

高橋 宗義 先生  永森 文夫 先生  浅岡 孝之 先生 

湯口 正和 先生  井村東司三 先生  片山  喬 先生 

藤井 正成 先生  吉見万里雄 先生  室谷 達治 先生 

平井 善昭 先生  佐々 恵一 先生  宮脇 利男 先生 

吉野 利子 先生  堀地 道郎 先生  藤井 宗清 先生 

    以上 24名の方々のご冥福をお祈りして黙祷いたします。ご起立願います。 

黙祷。 

事業報告 

議長（長谷田）ありがとうございました。ご着席ください。それでは続きまして、報告

に入ります。まず、「平成 25年度富山県医師会事業報告の件」について、理事

者からご報告をお願いします。 

副会長（村上）担当の村上です。日頃より県医師会事業に対しご理解とご協力をいただ

きましてありがとうございます。それでは平成 25年度の事業報告をさせていた

だきます。昨年 4 月には前執行部において公益社団法人設立が認可され、6 月

には役員改選が行われ、馬瀬会長を中心として新たな執行部がスタートしてお

ります。これまでの事業の多くを踏襲し概ね順調に推移しておりますが、前年

と変更のあった事業、取り組みに力を入れております事業を中心に説明いたし

ます。 

     それではお手元の事業報告書 1ページ「庶務及び会計」をご覧下さい。平成
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25年 12月 1日現在の会員数は、前年度より 12名減の 1581名です。少し減り

ましたが、現在勤務医部会の南里常任理事、富山大学の長田理事を中心に勤務

医会員を増やすための取り組みを進めており、今年度に入って富山大学から 22

名の入会があり、6月 4日現在 1595名と増加しております。 

2 ページをご覧下さい。新しい執行部では郡市医師会との協調を重視し、す

べての医療圏または郡市医師会へ出向き、県医師会の現況報告後、地域医師会

がかかえる諸問題について意見交換を行いました。これは今年度も引き続き行

う予定としております。また、例年通り各医会長、県厚生部、薬剤師会・歯科

医師会との懇談会も行いました。 

5ページ以降にありますように、多数の外部会議に役員が出席しています。 

13ページをご覧ください。中部医師会連合常任委員会は、毎月第１水曜日に

名古屋で行われております。会長が出席し医療政策などについて協議しており

ます。 

17ページをご覧下さい。平成 25年 4月には前執行部により公益法人への移

行が行われ、これに伴い規則・規約等の改正が行われました。 

18ページ学術・生涯教育推進事業をご覧下さい。富山県医師会医学研究助成

対象は 26年度 13件となりました。毎年 2月 3月の土曜日夜に研究発表を行っ

ておりましたが、土曜の夜では参加者が少なく、より多くの開業医や勤務医の

先生にご参加いただくことを目的に今年度は医学会を拡充し、日曜日午前を、

そしてランチョンセミナーを開催する予定としております。現在、勤務医部会

および学術生涯教育委員会を中心に企画を進めております。 

21ページ勤務医支援・対策活動事業をご覧下さい。勤務医の先生方に医師会

を知っていただくこと、また、医師会活動に積極的に参加していただけること

を目指して現在取り組みを強化しております。22ページ左上にありますように

９月には大阪府医師会理事・大阪市立大学病理病態学教授の上田真喜子先生を

お招きし、富山県勤務医部会講演会を開催し、大阪府の先進的な取り組みにつ

いてご講演いただきました。 

22ページ医療安全・医療事故防止対策事業では、医師および医療機関の職員

を対象にセミナーを 5回行いました。第 5回目の講師である森山弁護士には今

年度より医療安全のコンサルタントとして就任していただいており、講演や県

医師会員の相談にのっていただくことになっております。 

22ページ母体保護法指定事業です。母体保護法指定医師については法律的な

要件、環境が厳しくなってきており、母体保護法に関する規定の遵守をしてい

ただきますようお願い申し上げます。 
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23、24 ページ社会保険対策事業をご覧下さい。個別指導 22 医療機関、新規

個別指導 7医療機関に行われ、郡市医師会とともに立会いを行いました。また、

12月には富山県医療推進協議会を開催し、国家戦略特区等における医療への過

度な規制緩和への反対、医療に関する消費税問題の抜本的解決について趣旨説

明並びに協議を行いました。さらに、東海北陸厚生局富山事務所との保険医療

機関等における指導に関する打ち合わせを 2回行っています。 

24ページ在宅医療・介護対策事業では主治医研修会を行っております。今回

はじめて、公的病院に対し講義内容を収録した DVDと県高齢福祉課作成の主治

医意見書記載注意点のパワーポイント並びに研修会資料をセットにして送付し、

病院勤務医への周知を図りました。 

26 ページ救急・広域災害医療対策事業をご覧下さい。平成 12年に締結した

富山県との災害時医療救護協定についてですが、東日本大震災での活動等をふ

まえ、JMATの県外被災地への派遣規定等を盛り込む協定内容に変更することで

合意いたしました。9 月には高岡市、射水市、砺波医師会とともに富山県総合

防災訓練に参加しています。また、27、28ページにありますように大規模災害

時の検案について広域災害研修会を 2回行っております。今後、警察医会とも

連携を進める必要があります。 

28ページ地域医療対策事業をご覧ください。糖尿病対策として世界糖尿病デ

ー関連イベントとしてブルーライトアップや市民に対する啓発のイベントを行

っております。 

29ページ右下、地域医療再生計画ですが、医療連携ネットワークとしての「た

てやまネット」を富山市医師会主体に構築しております。 

30ページ精神保健・障害者福祉医療対策事業として、かかりつけ医の認知症

対応力向上研修会などが行われました。 

感染症・環境保健対策事業のところですが、31ページ花粉症対策事業として

今年度はじめてポールンロボを県内 10か所に設置し、リアルタイムに花粉症飛

散状況を把握できるようになりました。 

31ページ母子小児保健・成育医療対策事業をご覧下さい。32ページ右にあり

ますように、新生児蘇生講習会NCPRの出張講習会を3回行っております。また、

33ページに B型肝炎ワクチンに関する講演会、34ページに小児科医向け産婦人

科医向けの児童虐待防止研修会を行っております。 

35ページ産業保健・健康スポーツ事業をご覧下さい。産業医リフレッシュ研

修会 4回、産業医スキルアップ研修会 6回開催されております。26年度以降は

産業保健関連の 3事業が富山産業保健総合支援センターに集約されることにな
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り、説明会が催されております。 

38ページ男女共同参画事業です。学生の地元定着を目指し、富山大学との連

携を強めているところでありますが、25年度はじめての事業として富山大学小

児科・産婦人科との座談会、各公的病院推薦のメンター懇談会を行いました。

また、巡回相談は 5病院で行っております。 

41ページ共同利用施設・臨床検査精度管理事業ですが、横浜での全国医師会

共同利用施設総会は「地域包括ケアシステムと医師会共同利用施設のありかた

〜切れ目のない医療・介護の地域完結を目指して〜」をメインテーマに講演と

横浜市青葉区メディカルセンター、藤沢市保健医療センターの施設見学が行わ

れております。 

42ページ治験事業につきましては、審査委員会 8回開催し、延べ 14案件に

ついて審議しております。 

43ページ会員福祉・表彰活動をご覧下さい。富山県医師会と語る新春の集い

は日医副会長 松原先生をお招きして「医療保険の諸問題」と題し特別講演をし

ていただきました。参加者は 91名でした。今後さらに多くの先生方に参加して

いただきたいと考えております。 

以上、変動のあった事業を中心に簡単に事業報告をさせていただきましたが、

説明を省きました箇所につきましても、報告書にあるとおり様々な事業を行っ

ております。今年度も県民の健康と福祉のために事業を推進していきたいと考

えております。どうもありがとうございました。以上です。 

議長（長谷田）ただ今の報告に対し質問もおありかと思いますが、議案の決算の件と関

連がございますので、のちほど一括して質疑をお受けいたします。これで事業

報告を終わります。 

会費減免申請 

議長（長谷田）続きまして、「平成 26年度富山県医師会会費減免申請の件」について、

理事者からご報告をお願いします。 

常任理事（堀地）担当理事の堀地です。議案書の最後のページにあります、平成 26年度

富山県医師会会費減免申請の件というところをご覧ください。現在、減免申請

となっているのはこの表のとおりです。昨年度までは代議員会で承認されて初

めて減免となっていたんですけれど、今年度からは例えば疾病とか妊娠とかい

ろいろなことに素早く対応するということで、理事会で決定し、こちらの方の

代議員会に報告させていただくことになっております。で、以上のとおり報告

させていただきます。 
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議長（長谷田）以上で報告を終わります。続きまして、議案に入ります。 

まず、「第 1号議案 日本医師会代議員補欠選任選挙の件」を上程いたします。

選挙に関する事務管理は、本会定款施行規則第 10条の規定により、選挙管理委

員会が行うこととなります。それでは、選挙管理委員会、石坂委員長並びに池

田副委員長、前の席にお移りいただき選挙の執行をお願いいたします。 

日本医師会代議員補欠選任選挙の件 

委員長（石坂）選挙管理委員長をしております、石坂でございます。本日は、池田副委

員長とともに選挙管理事務を執り行います。 

それでは、日本医師会代議員補欠選任選挙を行います。既にご案内のとおり、

定員 1名のところ、候補者は議場に掲示のとおり、村上美也子君一人でありま

した。候補者の数が定足数でありますので、本会選挙規程第 7条但し書きの規

定により、投票は行わず、挙手により採決させていただきます。村上美也子君

を、日本医師会代議員補欠選任選挙当選人とすることに賛成の方は挙手を願い

ます。 

（全員挙手） 

委員長（石坂）ありがとうございました。全員挙手されましたので、異議ないものと認

め、村上美也子君を日本医師会代議員補欠選任選挙の当選人と決定いたします。

ここで、当選された村上先生に当選証書の交付を行います。 

当選証書 村上美也子殿 あなたは富山県医師会第 188回定例代議員会にお

いて日本医師会代議員補欠選任に当選されました。ここに当選証書を交付いた

します。 平成 26年 6月 26日 公益社団法人富山県医師会選挙管理委員会委

員長 石坂伸太郎 

（当選証書交付・拍手） 

委員長（石坂）以上で補欠選挙を終わります。ご協力ありがとうございました。 

議長（長谷田）ありがとうございました。以上をもちまして「第 1号議案 日本医師会代

議員補欠選任選挙の件」を終了いたします。ここで、石坂委員長、池田副委員

長は退席されます。大変お疲れ様でございました。 

（選挙管理委員長・副委員長退席） 

25年度決算の件 

議長（長谷田）それでは続きまして、「第 2号議案 平成 25年度富山県医師会決算の件」

を上程いたします。理事者から説明をお願いいたします。また、金山顧問税理

士から、県へ提出する公益事業報告並びに収益事業に関するご説明もお願いい

たします。 
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常任理事（堀地）お手元に議案書としてあります、会計報告の方から説明させていただ

きます。まず 5ページをお開きください。5 ページは、本会の貸借対照表とな

っております。ここにあるような資産が現在当会として持っております。上か

らずっと見ていきまして、２．の（2）特定資産のところあります。今、減価償

却引当資産が 6305万ありますが、これは 4年前から積み上げている会館等の減

価償却の引当積立金となっております。それから資産取得資金それから、5～6

行下がりまして運営資金預金というのは、これは昔ありました旧会館会計の方、

旧会館を管理していた資金を分けて、今このように積んであります。次のペー

ジお願いいたします。6 ページ目。こちらの方で経常収益計というのがありま

す。3億 5303万 7607円。これが、当年度の収入となります。次のページにい

っていただきまして、真ん中の方にあります、経常費用計、これが 3 億 3850

万 9385円、これが昨年度、平成 25年度の費用ということになります。そのす

ぐ下にあります、1452万 8222円、これが通常で言う平成 25年度のいわゆる経

常利益に相当するものです。これがずっと下の方に下がっていきまして、この

税引前当期一般正味財産増減額 1452万 3659円、これが一致します。そこから

184万8300円の税金を引きまして、当期一般正味財産増減額の1267万5359円、

これが昨年度、平成 25年度一年間で当会が増えた財産額ということになります。

8 ページの方をお開きください。これは、今年度から公益法人会計に移行した

ために、新たに加わってきた表ということになります。…1ページずれている？

今 8 ページ、あ、すいません。これって古いやつ？1足せばいい？ひとつ前の

議案書を持ってきたみたいで…。9ページの方をご覧ください。9ページにある

のが、正味財産増減計算書内訳表となっておりまして、これが今年度から初め

て入ってきました、公益目的事業、収益目的事業、その他の事業を分けて、こ

のように計算することになっております。詳細は省きますけれども、この中で

正味財産増減額の内訳は、公益事業がマイナス 684 万 9085 円、収益事業等が

1165万 4403円、法人会計が 972万 2904円で、今回の公益目的事業比率は 81.8％

となっております。次に 19ページ、決算説明書の最初のページがありますね。

19ページの方、こちらから事業活動収入となっております。こちらにあります

ように、委託事業収入、事務受託収入、受取地方補助金、受取交付金、それか

ら、次のページですが、その他医報等に係る広告のお金。それから、結構大き

なものとしましては、いろいろな会務で日医へ出張したときに一部その費用が

出てきます。その出張旅費収入などを併せまして、事業活動収入は 3 億 5303

万円となっております。それから、22ページの方へ行きます。今度は支出の方

で、今年度から大きく始まったものですけれども、地域医療・地域保健対策費
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に救急・広域災害医療対策事業費というのがあります。ここで、死体検案事業

費、これはこれからいろいろな死体検案事業や災害に関するものとして警察医

会ともいろいろ相談しながら、このような事業をこれから進めていくことにな

ると思っております。これは当会では、道振理事が主に担当しておられます。

それからそのすぐ下にあります、JMAT機能強化という備品費ですね、436万あ

りますが、別の、のちほどの固定資産購入のところで 560万ほど出てきまして、

合わせて 1000万、補助金が出まして、JMATに関連する費用を賄っております。

それから、22 ページの下の方へ下がりまして、地域医療対策費の一番下の欄、

医療連携ネットワーク構築事業、これは、富山市医師会が主にやっております

「たてやまネット」の費用で、同額が県から入ってきて、同額を支出させてい

ただいております。それからずっと飛びまして、28ページに行きます。28ペー

ジの郡市医師会貸付金戻り収入というのがあります。これは、835 万 7千円戻

ってきておりまして、そのまま全額積立させていただいております。それから

あとは細かい説明を省きまして、概要としてイメージをつかんでもらおうと思

い、このような「決算資料」を用意させていただきました。文字が重なって読

みにくい部分もありますが、これで富山県医師会の決算の概要をイメージとし

てつかんでいただければと思って用意いたしました。まず 1ページ目の上の段、

これは 26年度からですけれども、このように会員制度が少し変わっておりまし

て、B2b、B3 というのができて、若手の先生方が入会しやすいようにと考えて

おります。1ページ目の下の方に行きますと、大体平成 25年度でいけば、地方

補助金、委託事業これも県とか自治体から出てくるお金ですけれども、会のお

金の約半分を占めております。次のページをめくってください。比率で見ます

と、補助金が 32.4％、委託事業で約 20％弱、我々の払っている会費というのは

26.5％となっていて、自主的な財源というのは、会の収入の約半分ということ

になります。それから、2 ページ目の下の方へ行きます。この補助金を少し分

解したものですけれども、今年度からまず緑色の部分の地域産保センターが、

平成 26年度から事業から外れますので、まずここで 2560万円が収入として無

くなります。それから、医療連携補助金、これは単年度補助金だったので、こ

れはそのまま県医師会とすれば収入にも支出にも当たらない、そのまま富山市

医師会の方へ支出しているお金ですけれども、6700万今回消えます。それから、

JMAT補助金の 1000万円も今回消えるということで、残った部分が平成 26年度、

要するに今年度の収入として見込まれる部分になります。次のページ、3 ペー

ジ目へ移ってください。支出の方としましては、このように使われております。

地域医療・地域保健というのは、そのような補助金を郡市医師会に回す分も含
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まれていますけれども、その他にいろいろな研修会とか、その他のいろんな事

業、それから行政から受けている事業が地域医療・地域保健のところで賄って

おります。大体そこで 1億 4652万 1千円ほど使っております。比率にすれば約

40％ほどということになります。次のページ、4 ページ目をお願いします。昨

年度の事業活動収支差額というのは、2084 万 6499 円あって、この分がいわゆ

る繰越になっているわけですけれども、大体 2000万ほど昨年度から今年度に繰

り越しています。但し現実その中身を見ますと、地域産保事業が廃止されるこ

とによって、まずここで昨年度入れていた収入のうちの 552万ほど、551万 9642

円ですけども、これがまず今年度からは収入としては見込めなくなるというこ

とになります。それから、昨年度までは 1200万ずつ減価償却として積んでいた

んですが、平成 26年度から少し増やしまして 2000万積む予定にしています。

そこで更に今年度の支出増の要因として 800万増えることになります。それか

ら、昨年度の職員退職積立不足が 483万あって、それがまた今年度にかかって

きています。ここで約 483万 9千円の収入減になる要因となっています。それ

から、郡市医師会に施設が建つときの補助として、昨年度出していました 230

万円は今年度は出る予定がありませんので、その分は収入増の要因となります。

そうして、平成 25年度の収支を今年度に起こりうる要因を当てはめて考えると、

平成 25年度では実際に 478万ほどの繰り越しといいますか、収入があったと考

えざるを得ません。ということは非常に、実質的には大体 2億 5000万ほどの今

年度は収入・支出を見込んでいるわけですけども、それに対して 500万弱の余

裕しかないということで、今非常に県医師会の財務は逼迫していると考えてい

ます。4 ページの下の方を見てください。現在の富山県医師会、これは、いわ

ゆる我々が将来使っていけるお金の資金積立ということで、いろいろ名前を変

えたりして消えたもの、新たにできたものなどいろんな積立金があります。そ

の一番上の赤いラインがいわゆる医師会が通常使ういろんな医師会としての会

務に使う事のできる積立金の総額ですけれども、これは額面で 4億 5556万円あ

ります。昨年度よりも増えております。この中に繰越金も含めております。次

のページの 5ページを見てください。ここで新たに出てくるラインが一番上の

7億 2千万円からずっと下がってきているライン。7億 2千万というのはこの会

館を建てた時に支払ったお金で、価値がなくなってくるのをこのラインで表し

ています。会館を建てたときには 7億 2千万で建てているものが、現在の価値

としては 3億円ほどになっていると。実際には 4億 208万円価値が落ちていま

す。で、それを 5ページの下の表に組み合わせますと、積立金からその価値の

落ちた分をそのままマイナスをかけて、実際に医師会の持っている資産の大き



 11 

なものがどのように動いたかを見ています。赤いラインが医師会の持っている

積立金の推移です。それで、そこにこのマイナス要因のこれを合わせていきま

すと、要するに価値の下がった分を下げていきますと、青い線が実際の医師会

の持っている今の価値ということになります。減価償却した分を引いていった

分ですね。そうしますと今のところは、マイナス 1498万円ということになりま

す。実際には 1988年ぐらいには、大体それを合わせますと 3億 8千万ぐらいの

医師会が資産をもっていた時もありまして、その時からずっと青色の線で行く

と、どんどんどんどん医師会の資産価値というか、お金と資産価値の合わせた

ものはどんどん減少していると思います。最近数年間は少しだけ上がっている

んですけども、このように以前の会館を建てた直後に比べると、かなり医師会

が持っている資産価値というのは減っていってしまっていると。これを何とか

回復していかなければ、将来の会のいろいろな会務に差支えが出るのではない

かと考えて、また平成 26年度もいろいろな先生方のご協力を得ながら、リーズ

ナブルに会務を進行させていただきたいと考えております。以上です。 

顧問税理士（金山）税理士の金山です。よろしくお願いいたします。先ほど見ていただ

きました決算書の内容でございますが、ちょっともう一度ご覧いただきまして、

9 ページでございましょうか、正味財産増減計算書内訳書ということでご説明

いただいたところでございます。先ほどご説明ありましたように、公益事業と

収益事業等と法人会計と三つの部門に会計を分けるようにという指示でござい

ます。そこで当会では、公益目的事業は大多数でございますが、中に収益事業

というものがありまして、若干申し上げますと、保険手数料の収入、それから

駐車場を賃貸ししているところの収入、その他会館を維持するための各種団体

からいただいている収入、その他は言って見れば収益事業ではございませんで、

相互扶助という部類に入ります。もう一つは大きくこれで法人会計で、これは

法人の管理運営部門でございます。そういうことで、各事業目的ごとの収益を

あるいは費用を差引しまして、先ほどご説明のありました、この表でいきます

と、下から約 20行目になりましょうか、ちょっと数字を申し上げますと、当期

経常増減額というところで、公益目的事業はマイナス 684万 9085円となってお

ります。その下にもう少し 11行目ぐらい、下からですが、他会計振替額という

のがあります。これはどういうことかと言いますと、まず、公益社団法人は公

益目的事業で赤字を出してくださいと、その補てんのために収益事業から一部

それを繰り入れてくださいとその分だけ収益事業に対する課税所得を減額しま

すとこういう仕組みになっておりますので、そういった項目があります。それ

がですね、他会計振替額ということで、数字的に言えば、483 万 334 円となっ
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ております。以上簡単ですが申し上げた上で、公益認定機関である県の方へ提

出するものは、まず事業が始まる前に予算を提出します。その後決算終わりま

したら、実績報告をいたします。ここで問題になるのは、公益認定をずっと続

けていくなかで、クリアすべき財務基準が三つございます。 

     その一つが収支相償という基準です。何かといいますと、公益目的事業の費

用の額が収入を上回っていなくてはならないということでございます。幸い当

会の場合は、今期はマイナス 201万 8751円ということで、マイナスになりまし

た。もう一つの基準が、公益目的事業比率。これが、収入ではなく費用の額で

みているんですね。公益、収益、管理、各部門のなかで公益の事業比率がどれ

くらいかということで、先ほどご説明ありました 81.8％となり、50％以上であ

ればよいということですから、クリアしました。もう一つは、遊休財産額とい

うものがございまして、持っている財産を遊ばしているのではだめですよとい

う意味合いでありまして、これが当会の場合は上限に比べ 60％しか遊休はござ

いませんので、十分クリアしている状態でございます。 

     最後にもう一つ。毎事業年度終了の時点で、公益目的財産額がいかほど残っ

ているかということをいつも報告する仕組みになっております。 

     これはなぜかといいますと、先ほど申し上げたような基準が公益法人として

の認定基準に合わないという時は、これを没収しますといわれているので、ま

あ、そのようなことは絶対にないと思いますが、そのために公益目的財産額が

いかほどかということを毎年、年度末に報告するようになっております。当会

の決算におきましては、3億 8570万 4289円になっております。昨年から見れ

ば 200万ほど減ったようになっております。ということで、こういう報告をさ

せていただきたいと思います。次に、収益事業の分でございますが、お手元の

資料の 31ページでございましょうか。収益・非収益区分表というのがございま

すでしょうか。ございましたら、先ほど見ていただきました、細かく分けたも

のを単純に収益・非収益ということで分けております。これは何でそのような

ことをするかといいますと、税務申告上区分しているものでございます。その

結果、一番最後の行でございますが、今期は収益事業として 564万 4970円が利

益という換算になります。その結果、32ページの下の方に書いてございます納

付税額内訳というところをご覧くださいませ。法人税が 104万 6100円、復興特

別法人税がこれは今期からあるんですけれども、10 万 4600 円、法人事業税が

41万 600円、法人県民税が 7万 3300円、法人市民税が 21万 3700円、法人に

関わる税額が 184万 8300円のトータルになります。このほか、消費税が総額で

は 367万 800円、中間で納めていただいているのが 158万 6千円ありましたの
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で、差引今回納めていただくのは、208万 4800円ということになります。以上

合計の総税額が、393万 3100円、今回納めていただく税金となります。以上で

ございます。 

質疑応答 

議長（長谷田）ただ今の説明並びに先ほどの事業報告について質疑をお受けしたいと思

いますが、発言される方は挙手のうえ、議席番号とお名前をお願いいたします。

なお、発言は議案以外にわたらぬようにご協力お願いいたします。 

まず、事前に質問の通告がありました 25番木田先生、ご質問をどうぞ。 

25番（木田）議席番号 25、木田です。よろしくお願いします。 

     質問、事業報告に関連して。事業報告書 38ページに平成 25年 10月 1日に｢特

定健康診査に係る事務協議｣があったとあります。特定健康診査の単価は診療報

酬の変更に合わせ見直すが、実施は改定翌年度からと聞きました。今年も同じ

ような協議会を県主導で開催し、是非消費税分の単価見直しを実現してほしい

と会員からもありますが、見通しはどうでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。 

常任理事（藤田）質問にお答えします。特定健診・特定保健指導に関して県で担当して

います常任理事の藤田です。ご質問いただいた用紙の次のページに答弁の紙が

あります。その更に一枚先には資料が付けてありますが、まず答弁書を読ませ

ていただきます。 

     特定健康診査等に係る事務協議は、毎年秋に開催し、翌年の特定健康診査等

に関する検討を行っております。これまで特定健康診査の単価は、診療報酬の

点数を参考にして診療や検査の部分の金額を決め、それに電子データ化、結果

報告送付、情報提供用資料等の金額を加え、更に消費税を加えて計算しており

ました。その計算の内訳が、次ページの資料に載っております。診療報酬改定

の際には、診療報酬の点数確定が事務協議に間に合わないため、改定の翌年か

ら単価に反映することになっていました。平成 25年 10月 1日の事務協議の段

階では、消費税増税に関して十分な情報がなく、平成 26年度の特定健康診査単

価に関して消費税増税分の検討が行われませんでした。この点に関して、県医

師会の対応が不十分であったと考えております。平成 27年度の特定健康診査単

価に関しては、消費税増税分をふまえて検討いたします。平成 27年度の特定健

康診査及び特定保健指導の単価に関しては、早い時期から情報収集を行い、特

定健診・特定保健指導委員会を開催して各郡市医師会と協議を行った後、特定

健康診査等に係る事務協議に臨みたいと考えております。ここ数年、特定健診・
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特定保健指導委員会というのは開かれておりませんので、各郡市医師会や会員

の皆様に説明が不十分であったことを反省しております。以上がお答えですが、

何か更にご質問とかございますでしょうか。 

議長（長谷田）はい、どうぞ、木田代議員。 

25番（木田）どうも、答弁、ありがとうございます。で、特定健康診査の単価の決定に

関しては資料 1のところの平成 25年単価というところですごく納得しまして、

で、また今年、県の方で交渉していただけるという事で、そこも納得いたしま

した。確認なんですけれども、平成 25年単価というところの下のところの、そ

の他「電子データ化+結果報告送付」で 600円という数値がありますけれども、

例えば射水市医師会でしたら、高岡市医師会検査センターの方に依頼した時に、

その検査単価というものはまた新たにあれするんですけれども、その時にこの

600 円というものはそのまま加算された形で私たち医療機関は受けていると思

うんですけど、要するに具体的にいえば、射水市医師会が高岡市医師会に対し

て検査料を 200円まけてくださいと言って、もしそれが実現してしまうと、逆

に県の方が保険者に対して交渉する時にこの 600が 400になってしまって、全

体として不利益を被ることになるというふうに、大雑把にはそういうふうに会

員の方に説明してよろしいでしょうか。 

常任理事（藤田）恐らく可能性としては、そういった実際には使っていないのではない

かというふうに向こうから指摘される可能性はありますので、できれば電子デ

ータ化とか必要な分は検査センターなり、富山県の場合は、富山市と高岡市の

方で検査センターなり健康管理センターでやっていますので、そこで実際使っ

ているんだという事にした方が問題なく交渉が今後も進むと思います。 

25番（木田）はい、了解しました。そこでややこしいのは、民間の代行のところがあっ

て、この 600円より安い値段でやっていると、なんでやという話になった時に、

一応これは県とこういう形でお役所とで決まった形で交渉のためにこういう数

値がきちんとあるんだという形で、この資料 1は別に会員の皆さんにお伝えし

ていい資料と理解してよろしいでしょうか。 

常任理事（藤田）はい、こういったデータは会員が当然知るべきものと思いますので、

公表いただいてかまわないものと思います。 

25番（木田）是非、あの、各医療機関にもう少しわかりやすい形でこれから説明してい

ただくと各医療機関も理解を示すと思いますので、よろしくお願いします。ど

うもありがとうございました。 

常任理事（藤田）ありがとうございます。そういったこともございまして、今年度は是

非委員会を開いて、委員会でしっかり説明したいと思いますので、委員会に出
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られた委員の方々を通して、各医師会と連絡・情報共有をしていただければあ

りがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

議長（長谷田）他に質問、ございませんか。… 

それでは、ご質問が無いようでございますので、採決いたします。第 2号議

案を原案のとおり決定することにご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

議長（長谷田）全員賛成ですね。従って、「第 2号議案 平成 25年度富山県医師会決算

の件」は、原案通り可決されました。 

以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。馬瀬会長からご挨拶をお

願いします。 

会長挨拶 

会長（馬瀬会長）慎重審議ありがとうございました。25年度の決算がご承認いただけま

して、本当にありがとうございました。26年度ますます厳しくなる医療情勢の

中で、県医師会執行部、限られた予算の中で精いっぱいの事業を展開してまい

りたいと思っておりますので、代議員の先生方はじめ会員の先生方、ますます

ご協力いただかなければいけなくなる、そういう事柄が多くなると思いますの

で、また今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。 

（拍 手） 

閉会の宣言 

議長（長谷田）これをもちまして、第 188回富山県医師会定例代議員会を閉会いたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

10．閉   会  午後 8時 52分 

  



 16 

 

 

 

平成 26年 6月 26日 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

署名委員 

 

 

 

 

署名委員 


