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平成２７年度 第１回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

【開 催 日】 平成２７年８月２７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： １名の方がまだお見えになっておりませんが、定刻となりましたので始めさせて

いただきます。委員の皆様、こんにちは。本日はお忙しい中ご出席いただきまして

ありがとうございます。ただ今から、平成２７年度第１回国民健康保険運営協議会

を開催させていただきます。座って失礼します。本日、過半数の委員の出席があり、

各号に定める委員１名以上が出席されております。別紙に、運営協議会規則を添付

させていただいておりますが、この第６条に基づきまして会議が成立しております

ことをここで報告させていただきます。それでは、開会にあたりまして、市長から

ご挨拶を申し上げます。 

市 長： 改めましてこんにちは。本日はお忙しいところ、平成２７年度第１回伊賀市国民

健康保険運営協議会にお越しいただきましてまことにありがとうございます。委員

の皆さまにはこの国民健康保険事業のみならず、市政全般におきましても、何かと

ご理解とご協力をいただいておりますことに厚くお礼を申し上げます。この度、公

益を代表する委員２名の方と、被用者保険等保険者を代表する委員１名の交代がご

ざいました。後ほど新しい委員の方々に委嘱状をお渡しさせていただきますが、ま

ずもって、この運営協議会委員への就任をご承諾いただいたことに対しまして、厚

くお礼を申し上げます。 

     さて、平成２６年度の市町村国民健康保険の総医療費は、少子化や雇用情勢の改

善による被保険者の減少により、１１兆１，２８０億円と０．４％の微増にとどま

りました。しかしながら、伊賀市の一人あたりの医療費は平成２５年度が２万６，

２６７円で県内順位７位、２６年度は２万７，０６５円で県内順位６位と、県内平

均の２万３，８８３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、伊賀市の国保会計につき

ましても、保険給付に不足をきたさないように留意するとともに、医療費の抑制に

つながる保健事業の充実に努めていきたいと思っております。なお、本日の議事に

つきましては、お手元の事項書のとおりですが、伊賀市国民健康保険事業、国保会

計の運営等につきまして、皆さまの貴重なご意見などをいただきますようお願いを

申し上げ、会議の冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

事務局： 続きまして、第２項委員の委嘱に入らせていただきます。新しく委員になられま

した皆さまに、市長より委嘱状を交付させていただきます。 
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＜市長より委嘱状交付＞ 

 

事務局： 新委員の皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。この後、市長は次の公務が

入っておりますことから、ここで退席させていただきます。 

 新しい委員さんもおられますので、第３項委員の皆さまを紹介させていただきます。

資料１をご覧ください。 

      

＜事務局が各委員を紹介＞ 

  

事務局： 続きまして、事務局から自己紹介をさせていただきます。昨年度に引き続きまし

て、同じメンバーで担当させていただきます。 

 

＜事務局が自己紹介＞ 

 

事務局： 続きまして会長の選任でございますが、国民健康保険施行令第５条に会長は公益

を代表する委員のうちからと定められており、委員の皆さまの選挙で決めるとされ

ておりますが、今年の１月１日から新しい任期が始まり、その際、公益代表の岩田

委員様に会長をお引き受けいただいておりました。今年度も公益代表委員として就

任されていますことから、引き続き、岩田様に会長をお願いいたしたく思います。

それでは、運営協議会の規則では、議長は会長があたるとなっておりますので、以

降の議事につきましてよろしくお願いいたします。 

議 長： 引き続きよろしくお願いを申し上げます。着席して失礼します。本日は委員の皆

さま、ご多用中にもかかわりませず、平成２７年度第１回国民健康保険運営協議会

にご出席をいただき、誠にありがとうございます。さて、今国会において審議され

てきました、国民健康保険法等の一部を改正する法律案が５月２７日に成立したと

ころですが、平成３０年度から都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、国保

運営の中心的な役割を担うことにより、運営のあり方を見直し、制度の安定化をめ

ざすこととしています。また、国保の統一的な運営方針を定め、市町村の事務の効

率化や標準化・広域化を推進することなどを検討しており、私たち委員も今後の方

向性について、注意していきたいと思います。国民健康保険制度は、国民皆保険の

基盤であり、わが国の医療保険制度の根幹をなすものであります。伊賀市国民健康

保険事業の安定に向けて、委員の皆さまのご協力を切にお願いいたします。 

     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

署名につき、私の方から指名させていただきます。ご異議ございませんか。では、

今回は被保険者を代表する委員のなかから、金谷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
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きるように、発言される時は皆さまの前のマイクの紫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ますようお願い申し上げます。 

     それでは、議事の１番目、平成２６年度伊賀市国民健康保険事業特別会計決算に

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します。本日お配りしたも

のが事項書と資料１の名簿、そして資料２から資料５は先に郵送させていただいて

ありました。それ以外に資料６診療所のあり方検討委員会委員（案）、資料７伊賀

市国民保険保健事業そして５種類の参考資料です。１つめは伊賀市国民健康保険条

例、２つめは伊賀市国民健康保険運営協議会規則、３つめは国民健康保険法施行令、

４つめは専門部会の運営について、５つめは繰上充用内訳。これらの参考資料を配

布させていただきましたが、不足のある方はおられませんか。それでは、決算の説

明をさせていただきます。座って失礼します。資料２平成２６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、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、１億１，２３３万７，３９６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６，７２３万４，

３０１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３，４２５万６，７９０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。また、予算額から決算額

を差し引いた残額７３６万８，６０４円のうち、５５６万８，０００円はマイナン

バー制度に係る繰越明許費として平成２７年度に繰越しています。第２款保険給付

費では、６９億６，０９１万３，８２５円を支出し、歳出全体の６５．９５％を占

めています。前年度と比べますと、１億２６６万５，３８７円の増です。率にしま

すと約１．５％の増となっています。第３款後期高齢者支援金等では、１２億２４

０万５５７円を支出しています。第４款前期高齢者納付金等では、９３万３，６４

８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、５億１，２

７１万３，１１３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、１５億９，３５８万４，０７０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、８，１７４万２５２円で、特定健康診査等事業費で５，３１９

万７，３３０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、

２，８５４万２，９２２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、９，０４１万９，８８９円を支出しています。内訳は、一

般被保険者保険税還付金７７７万５，０１７円、退職被保険者等保険税還付金２４

万７，２２１円、償還金８，２３９万７，６５１円です。第１１款予備費では、予
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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、１０

５億５，５０９万４，２３５円です。次に、歳入について説明しますので１ページ

をご覧ください。第１款国民健康保険税は、１７億７，２０８万５５１円で詳細は

右の説明欄に記載のとおりです。括弧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０．７％の増となっています。第２款使用料及び手数料では、８６万

４，７４８円を収入しています。第３款国庫支出金では、総額で２１億３，８４９

万３，２５９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金の内訳

は、それぞれ説明欄のとおりです。第４款療養給付費等交付金では、６億２，７７

２万４，０１５円を収入しています。第５款前期高齢者交付金では、３０億１，７

２８万５９８円を収入しており、前年度と比べ約２億４，０００万円増加していま

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、４億６，３１１万６，７３３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、１６億３，３３７万９，９０５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、１４０万５，２１７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４億３，８１７万９，３４６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８億７，１

６７万８，３５２円で、２５年度からの剰余金です。第１１款諸収入は、４，７９

７万８，２６６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１１０億１，２１８万９９０円で、歳入歳出差引４億５，７

０８万６，７５５円を２７年度会計に全額繰越しています。以上で、事業勘定決算

見込の説明を終わらせていただきます。 

     続きまして、平成２６年度直営診療施設勘定診療所費決算見込について、資料３

をご覧ください。診療所の収入は主に診療収入ですが、それ以外では診断書や医師

の意見書などの文書料、あとは医療材料の売払代金などがあります。また、支出は

人件費そして施設を維持・管理する費用、また医療用機械器具に係る費用や衛生材

料等の費用です。まず、２ページの歳出から説明させていただきます。第１款総務

費は８，５７９万７，０５８円で、一般管理費では８，５６２万６，０５８円を支

出しています。内訳は、説明欄に記載のとおりです。第２款医業費では、５，５９

３万８，７１４円を支出しています。大部分が医薬品等購入のための医薬品衛生材

料費です。第３款公債費は１９７万７，２７４円で、山田診療所の起債に係る償還

金の元金と利子分です。第４款予備費は、支出がありません。第５款前年度繰上充

用金では、２５年度決算で７，３９０万９，７５２円の赤字となったため、相当額

を支出しています。これらの歳出合計は２億１，７６２万２，７９８円で、前年度
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と比べ１，７７１万１，６４４円の増となっています。次に、歳入を説明しますの

で、１ページをご覧ください。第１款診療収入はそれぞれの診療収入等を併せ、９，

９５５万８，３２６円です。後期高齢者診療報酬収入の割合が高く、診療収入の約

５６％を占めています。第２款使用料及び手数料では、６９万１，６００円を収入

しています。第３款繰入金は５９２万５，２７４円で、詳細については説明欄に記

載のとおりです。第４款繰越金は、収入がありません。第５款諸収入は１７万３，

７７０円で、医薬材料売払代金等です。以上、歳入合計は１億６３４万８，９７０

円で、歳入歳出差引はマイナス１億１，１２７万３，８２８円となっています。こ

こで、本日お配りしました参考資料の５つ目、繰上充用内訳をご覧ください。上の

欄には決算状況、そして下の欄には、歳入の中の診療収入に限って記載してありま

す。まず、決算状況について、３つの診療所に分けて説明させていただきます。な

お、欄の中で、平成２４年度から２６年度は２段書きになっていますが、下の括弧

内の数字は、前年度と比べた増減額を記載しています。はじめに、山田診療所の近

年の状況ですが、平成２３年度は５３１万円余りの赤字でした。平成２４年度には

前年度より２１３万円余り増えて、７４５万円余りの赤字になっています。また、

平成２５年度には６６０万円ほど増えて１，４０５万円余りの赤字、平成２６年度

には１，４５０万円ほど増えて、２，８５６万円余りの赤字となっています。次に

阿波診療所ですが、平成２３年度は８１１万円余りの赤字でした。平成２４年度は

８２０万円余りの赤字になりましたが、平成２５年度は４８９万円余りの赤字とい

うことで、３３０万円ほど持ち直しました。しかし、平成２６年度には２８３万円

余り赤字が増えて、７７１万円余りの赤字となっています。霧生診療所については、

２３年度が１４万円余りの赤字から２４年度には６６万円余りの赤字、２５年度に

は９７万円余りの赤字、そして２６年度には１０８万円余りの赤字となっています。

３つの診療所を合わせた単年度収支では、平成２６年度には３，７３６万円余りの

赤字になっていることから、繰上充用金として１億１，１２７万４，０００円を、

２つ目の事項に出てくる補正予算（第１号）に計上しています。次に、下の欄の診

療収入の状況をご覧ください。上の段には診療人数、下の段に診療収入を記載して

います。まず、山田診療所については平成２３年度に約５，８１９万円余りあった

収入が、平成２４年度に４，６５８万円余り、平成２５年度には３，６９３万円余

り、平成２６年度には１，９３１万円余りという診療収入の動きになっています。

次に、阿波診療所については、平成２３年度に７，８７７万円余りの診療収入が、

平成２４年度は７，５１３万円余りに減りましたが、平成２５年度には少し持ち直

し、７，５４５万円余り、平成２６年度も少し増え、７，５６３万円余りとなって

います。霧生診療所については、ほぼ５００万円台で推移していましたが、平成２

６年度は前年度より９０万円余り減って、４６１万円余りとなっています。３つの

診療所を合わせた診療収入は、９，９５５万８，３２６円で、先ほどの歳入の診療
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収入額となっています。以上で、平成２６年度国民健康保険特別会計決算見込の説

明を終わらせていただきます。 

議 長： はい、ただ今の説明につきまして、委員の皆さん方から何かご質問なり、ご意見

なりございましたらどうぞご発言ください。 

委 員： まず、事業勘定の決算ですが、歳入の繰入のところで基金は０円ということは、

取り崩していないということですね。それから、繰越金が４億５，７０８万円余り

を２７年度に繰り越すということですが、基金残高は今いくらになっていますか。 

事務局： 現在１１億８，０００万円余りの基金があります。 

委 員： それと、前にも言ったことですが、「国保は保険料が高い」という加入者からの

声がありますし、実際、滞納の相談の話とかよく聞くことがあります。２６年度の

滞納者数とか、差押え件数等を教えていただきたいのですが、相談数は増えている

ように思います。あと、その保険料の中で、加入者の所得比ですね。保険料がその

所得の中でどれだけを占めているのか。例えば、多いところではその世帯の所得の

２割ぐらいを占めているとか１割を占めているとか言われています。国保の場合は、

保険料を全額負担していくのでどうしても保険料が高く、負担が重くなります。伊

賀市の２６年度におけるその所得比等が分かりましたら、資料として教えていただ

きたいと思います。 

事務局： 伊賀市の国民健康保険税ですが、県下２９市町の中では低いほうに設定されてお

ります。平成２５年度に国民健康保険税を見直して、下げるという措置をしました

が、平成２５年度実績では、県下で２９市町中２３番目というような金額の設定に

なっております。県内の保険税の高低の序列の中では、２３位ということです。ま

た、先ほどの納付相談の件数では、収税課から２６年度２月末日現在で報告を受け

ているのが、国民健康保険税では１６３件ということです。 

委 員： ありがとうございます。その納付相談も経年で調べないとよくわかりません。伊

賀市の場合は、ケースが増えているかどうか。そして、もう一つは保険税の額でい

えば低いほうにあるということですが、加入者の負担が伊賀市ではどうかというこ

とを知りたかったので、所得における保険料の占める比率等が分かれば教えてくだ

さい。あと、歳出の特定健診の事業費で、予算に対して決算が１，０００万円近く

使われてないということですが、これは予算の見込みが多かったのか、それとも事

業の中で、これだけの予算がかかるだろうと思っていた事業が十分できなかったの

か。そのあたり、何か理由があれば教えてください。 

事務局： はじめに質問のありました所得に対して保険税の占める割合ですが、その世帯構

成にもよりますし、保険税の率もいろいろと細かいので、一概には言えません。た

だ、市の広報７月１日号で国民健康保険税について掲載していますが、その中で例

えば３人家族で世帯主が所得として２００万円あり、配偶者が無職で、子どもが１

人という場合で計算させていただいてあります。総所得が２００万円ということで、
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保険税が２７万７，３００円になります。軽減はかかっていませんが、およそ総所

得からみますと１割強というような保険税になっております。 

議 長： いいですか。 

事務局： 国民健康保険税ですが、制度の中には７割軽減・５割軽減・２割軽減があり、今

の例では子どもが１人ですので軽減はかかりませんが、子どもがもっと多くおられ

たら軽減の対象になってきます。従って、いろんなケースでいろんな計算をするこ

とになります。ただ、一番低い年間の国保税につきましては、介護納付金のない方

で１万５，９００円が低所得の方の７割軽減がかかった中での最低年額ということ

になっています。続きまして、保健事業の予算残額の件についてですが、主に特定

健診の健診委託料です。１１月末まで特定健診期間があって、その後、病院から国

保連合会に受診された方の報告が出され、その後に請求があります。伊賀市の場合、

２６年度につきましては４５％の受診率を目標として見込んでおりましたが、３月

補正予算要求の段階で、委託料の請求額は目標にまだ達していませんでした。ほと

んどの請求が終わってしまっているのか、あるいはまた、これから多くの請求があ

るかもしれないという考えの中で、委託料を目標受診率の金額に残したため、この

ような残額になってしまいました。 

議 長： 他にご発言なさる方はおられませんか。 

委 員： 参考資料にある山田診療所についてですが、繰上充用の内訳を見ても赤字が拡大

している中で、昨年度週５日から週２日の診療に変わったところが診療人数減につ

ながっていると思うのですが、今後の診療日数の拡大も含めた考え方、計画とかは

ありますか。 

事務局： 昨年の７月１日から新しく現医師になりました。７月から１２月の間は木曜日半

日と金曜日１日の１．５日ということで診療をしていただいておりました。その後、

条例改正も行いまして１月から週４日ということで診療をしております。以前は週

５日でしたが、それとほぼ近い状態の４日間ということで診療していただいており

ます。ただ、なかなか一旦離れた患者さんが戻ってきたわけではなく、診療収入、

診療人数が減っております。その診療日数に応じた診療収入の落ち込みということ

にもつながっております。これから診療日数を増やすという考えはありませんが、

その地域の多くの方にせいぜいご利用いただいて、診療収入を増やしていきたいと

考えています。この赤字をそのままにしておくわけにはいかない状態になっており

ますので、議会でも答弁しましたように、基金からの補填ということも視野に入れ

て考えております。 

委 員： 今の話の続きになりますが、地域に大事な診療機関として存在し続けているとい

うようには思っていますが、一方で阿波診療所は診療人数が増えています。例えば、

地域で何かこういうことされているとか、増加の理由をもし掴んでおられるようで

したら教えていただけませんか。 
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事務局： 阿波診療所から増えた理由は聞いておりませんので、診療所に確認をして報告を

させていただきたいと思います。阿波の先生は、地域医療にかなり熱心な方で、い

わゆる一般的な往診といわれる訪問診療も積極的にやっていただいています。患者

さんが増えるということは、地域人口からしてあまり考えられないことですので、

その部分で件数として増えているのではと推測しています。 

議 長： 他にご質問等ご発言ございませんか。ないようですので、平成２６年度国保事業

特別会計決算について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

＜平成２６年度国保事業特別会計決算 採決＞ 

 

議 長： はい、ありがとうございます。賛成多数で可決されました。では、議事の第２項、

平成２７年度国保事業特別会計補正予算について当局の説明を求めます。 

事務局： 失礼いたします。平成２７年度国保事業特別会計補正予算（第１号）について説

明しますので、資料４をご覧ください。なお、この補正予算ですが、２６年度直営

診療施設勘定診療所費の決算が先ほどの説明のとおり赤字のため、前年度繰上充用

金の科目の新設を主な内容とし、専決処分の後、６月議会定例会で承認を受け議決

済ですので、委員の皆さまには報告という形で説明させていただきます。なお、補

正予算のため、単位は千円としています。まず、１ページをご覧ください。歳入の

第１款診療収入では、後期高齢者診療報酬収入１億１，１２０万４千円を増額して

います。第４款繰越金では、２６年度が赤字のため、予算額３万円を全額減額し、

０円として補正後の歳入合計を２億６，７２４万７千円としています。次に、２ペ

ージをご覧ください。歳出の第４款予備費では、予算額１０万円を０円に減額して

います。先ほどの説明のとおり、第５款前年度繰上充用金の科目を新設し、予算額

を２６年度赤字相当額１億１，１２７万４千円としています。従いまして、補正後

の歳出合計は２億６，７２４万７千円とし、歳入歳出予算額を同額としています。

以上で、補正予算（第１号）の説明を終わらせていただきます。最後に、平成２７

年度国保事業特別会計補正予算（第２号）について説明しますので、資料５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、特定健診を毎年受診するよう推進しており、伊賀市も毎年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



9 

 

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、翌年度の中途まで及んでいます。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

２７年１０月から平成２８年９月とする債務負担行為を設定したうえで、受託業者

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： はい。ただ今の説明に対しましてご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。よろ

しいですか。 

委 員： 今度の議会に上程されるということですが、直営でしていたのを委託するという

形で始まったのが２６年度からでしたね。前の委託分では、どのような成果があが

っているかお聞かせください。 

事務局： 保健指導については、現在、２６年度対象の方の事業が終了しておらず、最終段

階に入っています。２５年度は非常に終了者数が低かったのに対し、全体で３２人

が参加されているということです。直営の頃は、対象者に対する手紙の受講勧奨だ

けでしたが、業者委託では初回面接から始まって、途中脱落しないように電話勧奨

も多くしていただいているようで、今のところ脱落者はないと聞いております。ま

た、２５年度に比べると成果が上がっているように把握しております。 

議 長： 他にご発言はございませんか。それでは平成２７年度国保事業特別会計補正予算

について賛成の方の挙手を願います。 

 

＜平成２７年度国保事業特別会計補正予算 採決＞ 

 

議 長： はい、全会一致でございます。次に議事の第３項、専門部会の委員の選任につい

て説明願います。 

事務局： 専門部会の委員の選任ということで、資料６をご覧ください。診療所あり方検討

委員会委員（案）及び参考資料として添付しております、専門部会の運営について

をご覧ください。被保険者代表２名の選任でございますが、被保険者を代表する委

員２名の交代がありましたので、無診療地区から森永康子さんに、診療所を持って

いる地区から田中恭子さんに委員就任のお願いをしたいと存じますが、いかがでし

ょうか。 

議 長： ただ今、事務局からこのお二人のご選任をお願いするという説明がありました。

ご異議ございませんか。 

 



10 

 

＜「異議なし」と声あり＞ 

 

議 長： よろしいですか。それでは、お二人に新たに委員さんになっていただきます。 

事務局： ありがとうございます。森永委員、田中委員、どうぞよろしくお願いいたします。

この専門部会の運営については、内部規程になっていますが、山田診療所の診療日

及び診療時間が改正されたことによりその変更と、それから専門部会の名称ですが、

他の規程と併せ直営を削除し、診療所あり方検討委員会としていますのでここで報

告させていただきます。 

議 長： では資料の（案）を消してください。では、続きまして議事の第４項、保健事業

について説明願います。 

事務局： 失礼いたします。伊賀市国民健康保険事業についてご説明させていただきますの

で、資料７をご覧ください。平成２７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、脳ドックでは定員が昨

年度より４０名増の３８０人に対しまして、２倍を超える９８９人、簡易人間ドッ

クにつきましては、定員の６００人に対しまして、６４２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、１万６，８２４人の方を対象として、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になられた方につきまして

は、月遅れとはなっておりますが、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。１１月に阿山、青山、いがまちでそれぞれ１回ずつ実施し、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。検査内容で伊賀市

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、

平成２５年度、平成２６年度の２年度にわたって未受診であり、生活習慣病の治

療・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

しでも受診率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、資料に記載させていただきました。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： ただ今、保健事業についてのご説明ございましたが、何かご質問なりご意見なり

ございましたら、どうぞ発言してください。 

委 員： 特定健診について質問させていただきます。平成２６年度受診状況で、受診率２
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７．９％ですが、この数年の受診率の推移を教えていただきたいと思います。２０

１３年度の国全体の受診率が、だいたい４７．６％です。市町村国保は３４．２％

になっている。伊賀市は２７．９％でおそらく数年間、伸びていないんじゃないか

と思います。２０％前後からここまできたと思います。先ほど質問がありました目

標が４５％になっているということですが、そのあたりの変動を勘案して予算を立

てるべきだと思います。 

事務局： 受診率の推移ですけれども、２４年度は３２．５％、２５年度が３２％、２６年

度につきましては記載のとおり２７．９％となっております。 

委 員： 目標が４０％でしたか。そうでないと、補助金が減額されると報告書に書いてあ

りませんか。そんな話あったように思いますが、減額されているのですか。 

事務局： ２３年度につきましては２０％台でした。２４年度と２５年度が３２％台という

ことで少し上がりましたが、また２６年度に２７．９％ということで、３０％前後

を低迷しているような状況です。受診率４５％というのは、以前の運営協議会で提

案させていただきましたとおり、特定健診の伊賀市の計画をお示しさせていただき

ました。その中で、２６年度については受診率４５％という計画を立てておりまし

たため、予算上４５％の受診率で委託料を組ませていただきました。先ほども説明

させていただきましたが、今後どれだけ請求があるか分からないという中では、受

診率４５％分を確保すべく、予算額をそのままにさせていただいてあったというこ

とで、残額があの程度になったということでございます。 

委 員： この特定健診は、厚労省が生活習慣病を減らすために老人の健診から変わったと

思います。生活習慣病防止というのは、非常に大切なことだと思います。２３年か

ら２４年、２５年と３２％に上がったのに、昨年は２７．９％に下がった。その要

因を考えておられますか。あるいは、上げようとする努力はしておられますか。 

事務局： この運営協議会でも委員さんからご意見をいただいたように、特定健診をわざわ

ざ受けない方の中には、日常的に病院にかかっておられ、すでに健康管理をされて

いるので、とりたてて特定健診を受けなくてもよいという方が必ずお見えになるは

ずだということでした。確かに、そういう方が多くおられる影響はあると思ってい

ますが、それは以前からも言えることですので、この２６年度の受診率が落ちてし

まったということの原因は、今のところ把握はできておりません。ただ、生活習慣

病は大変恐ろしいということは承知しています。この国保会計でも保険給付費が前

年度より約１億円増えていますが、その保険給付費を減らすためにも保健事業は重

要なことだと考えています。この受診率を上げるよう検討しなければいけないと思

っております。 

委 員： 昨年も話が出たと思いますが、未受診の人の受診を伸ばすような努力がやはり必

要だと思います。受診した人で、日常的に病院にかかっている人の率が知りたいの

ですが、分からないですよね。それと、特定健診制度が始まった時に、保健指導が
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２つめの重点だったと思います。その受診率はどれくらいですか。 

事務局： 保健指導率については、伊賀市は大変低いです。２５年度では１．９％でした。

これが、何もしていない保険者には、後期高齢者医療に対する負担金が増額される

ということになっています。ただ、１．９％でも、事実上やっているということで、

伊賀市は免れてはいました。ただ、確かにパーセンテージは低いということで、ノ

ウハウもある業者委託で一度やってみようと、昨年度から委託したところです。そ

の結果については、先ほど担当者が途中経過を言わせていただいたところです。 

委 員： 特定健診ですが、定期的に病院で生活習慣病を診てる人については、結構まめに

採血や検尿をするようになりました。そのような方が、今月は特定健診の受診に来

たといっても、受診する必要が全くないので、「それは、やめたほうがいいですよ。

市にお金がかかるから。」と。だから、定期的に診ている方は必要ないと思うので、

分けるべきだと思います。ただ、それをどうやって分けるのかは何とも言えないん

ですが。 

事務局： 受診券は、普段、病院へ通っておられるとかではなく、年齢的に対象になる方に

一律に出させていただくことになります。あと、受けるか受けないかは本人のご判

断ということになると思います。 

委 員： その受診券を全員に送っていただくのは大事なことだと思いますが、例えば、も

う定期的に採血をしている方は、「私は、もう普段検査しているから必要ありませ

ん」という形で返信してもらい、対象から外すなどでもいいのかと思いますが、い

かがでしょうか。 

事務局： そういう方がどれぐらいおられるかということをこちらが把握するには、そうい

うお返事をいただくというのも１つの方策かとは思います。ただ、それがうまくで

きるかどうかということだと思います。 

議 長： 今後の課題っていうことですね。 

事務局： はい。 

委 員： 昨年度の結果では、８，０００人余りが受診されてませんよね。その８，０００

人と受診した５，０００人を、受診券を送る時に色を変えて送るとか、「あなたは

去年受診されていません」と書くなど、努力をしていっていただきたいのが一つで

す。 

事務局： ありがとうございます。下がった原因が分からない。だから、上げる努力が難し

いという状況です。多くの啓発も大切ですが、今いただいたご意見を工夫して、来

年につなげるように、また、皆さんの前で報告させていただけるような形にしたい

と思っていますので、よろしくお願いいたします。 

議 長： では、よろしくお願いします。他にこの件に関しまして何かございませんか。こ

の保健事業については、当局からの報告でございますのでこれまでとさせていただ

きます。 
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     では、その他の項ですが、ご意見ございましたらどうぞ。 

事務局： ２点ほど話させていただきたいと思います。まず１点目は基金です。先ほど説明

させていただいた１１億８，０００万円の活用ですが、診療所会計で説明させてい

ただいたとおり赤字が徐々に増えています。特に山田診療所だということは資料の

とおりで、毎年繰上充用という形をとらせていただいていますが、これを何とかこ

の基金を活用させていただきたいと考えています。これは市長の承認が必要という

ことです。平成３０年から三重県が保険者となり、運営主体になるということです

が、この基金は吸い上げられるかどうかは、今現在の情報では吸い上げられないと

言われています。保険料も統一化されると思いますが、しばらくは経過措置がある

ということも聞かせていただいています。そういう是正のためにも活用させていた

だく必要があるのかなと思います。ただ、だいたい４億から５億円ぐらいは常に残

しておかないと、何かあった時のためには０円にはできません。当然、保険税の引

き下げについては平成２５年度にさせていただきましたが、その際にはこの基金は

使わずに済んだわけです。このまま放っておくのではなく活用し、市民に還元でき

るものは還元させていただいて、有効に活用させていただこうと思っています。 

     ２点目ですが、診療所のあり方検討会については、新しく委員さんをお願いさせ

ていただきましたが、しばらく開催させていただいていない状況です。現在のあり

方検討の一定の方針としては、３診療所は維持していくということです。だからと

いって、毎年大きな赤字をそのまま放っておくということはできません。診療収入

を増やすためには、やっぱり患者さんに来てもらわないと診療収入が増えるわけは

ありません。ただ、いわゆるへき地で患者さんが増えるということはあまり望めな

いと思います。やはり、こういった診療所というのは不採算性医療ということでは

一定の赤字はやむを得ないのですが、高額になり過ぎています。経営的な部分も含

めて、これから診療所というのは必要な医療資源だと思います。再度、あり方検討

委員会の中で議論していただきたいと考えています。廃止するとかではなく、皆さ

んに現在の全国的な医療の流れの中で、診療所の役割を情報共有させていただき、

伊賀市はどうするのかということを、議論の場である検討会がありますので、是非

とも、今年度中に１回は開催させていただきたいと思っております。その際は、ご

協力よろしくお願いいたします。以上です。 

委 員： 広域化のことは、まだ現場でもどのようになっていくか分からない状況があると

いうことですね。基金が吸い上げられてしまうとか、保険料も高いほうに合わせら

れるという話も聞きます。広域化にあたって、国に言うのか県に言うのか分かりま

せんが、是非、伊賀市としての意見を言っていただきたい。それから、国の定率負

担額が、例えば診療の部分では、４０％が今、３０％に下がってきている。国の負

担が減ってきているということは、国保財政では一番大きいことだと思います。加

入者も、今後ますます年金生活者が増え、非正規労働の人たちが増えていけば大変
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なので、それを取り上げていただきたいです。あと保険料の引き下げについては、

例えば基金を入れるというよりも、所得割の割合を変えて、所得再分配機能を高め

ることを考えてほしいと思います。つまり、高所得者の保険料を少し上げる一方で、

低所得者の負担を軽くしていくというような考え方を考えていただけたらと要望

します。 

議 長： ご要望ですね。 

委 員： はい。 

議 長： 他にございませんか。では、議事のその他の項についてはこれぐらいにさせてい

ただきます。最後に、６のその他の項について、当局からどうぞご発言ください。 

事務局： 冒頭会長のご挨拶にもありましたように、持続可能な医療保険制度を構築するた

めの国民健康保険法等の一部を改正する法律案が、５月２７日に成立しました。平

成３０年度から国保運営の都道府県化に向け、地方との協議が再開されると思われ

ます。現段階で厚生労働省が示していますスケジュール（案）をお知らせしますの

で、今配布させていただいた新制度の施行に向けた主な流れのイメージ図をご覧く

ださい。これは、今後も変更があると思いますが、現段階での情報ということでお

聞きください。都道府県は、市町村とともに国民健康保険の運営を行うという共同

保険者と位置づけられていますが、都道府県が財政運営責任の主体となり、中心的

な役割を担うということで制度の安定化を目指すとしています。都道府県は、市町

村ごとの保険料（税）の納付金額の決定や保険給付に必要な費用を全額市町村に対

して交付し、国保財政の入と出を管理する役割とされています。また市町村は、地

域住民と身近な関係であることから、引き続き、資格の管理、保険給付、保険料（税）

率の決定、賦課徴収、保健事業等の業務を行うことになっています。中央では、今、

本制度の具体的な検討が進められていますが、厚労省の担当課と地方を代表する

県・市町の担当課長で作る非公開のワーキンググループでの検討であるために、当

事者である自治体にほとんどまだ具体的な情報が入ってきていない状態です。今回

の制度改正によって、加入者が不利になったり、不合理な制度になることのないよ

うに、これからの動向を注視していかなければならないと思っております。新制度

開始までおよそ、もう２年半という期間しかありませんが、厚労省では制度・運用

に関することについて、地方との協議を進めて、政省令等の制定によって具体的な

内容をこれから決定していくと思われます。また、広域的・統一的な標準システム

の導入のために、新システムの設計開発が進められるということを聞いております。

都道府県においては、現場の意見を聞くため、都道府県と市町村の協議の場が設置

されます。これは、県からまだ何も言ってきておりませんが、協議の場ができると

いうことで、これから私たちの意見も十分反映されるように要望を言っていかなけ

ればならないと思います。市町村が県へ納付する保険料（税）、納付金の算定ルー

ル、また、国保運営方針、さらには３０年度の納付金額及び標準保険料税率を検討・
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決定していくことが示されています。市町村はこれを受けまして、新システムの導

入及び現行システムの改修、業務体制の見直し、条例改正等を準備していかなけれ

ばなりません。そして、平成３０年度の保険料、税率について、この国保運営協議

会の場でご審議をいただき、検討・決定していくことになると思われます。ただ、

先ほども申し上げましたように、保険料（税）の水準が急変することのないように、

時間をかけて平準化をしていくということについては、何らかの緩和措置が取られ

ると思います。具体像・具体案はまだまだですが、国からの情報提供があり次第、

この場でまたお知らせしたいと思いますので、今後ともご協力をよろしくお願いい

たします。また、次回の国保運営協議会の開催についてですが、例年の予定では１

１月の最終木曜日あたりで開催しています。委員の皆さまにおかれましてはお忙し

い時期とは存じますが、予定を入れていただきますようにお願いいたします。以上

です。 

議 長： はい。新制度の施行に向けた主な流れということで、今、事務局から説明いただ

きました。今の説明に対し、何かご質問等はございませんか。 

委 員： 国へいろいろ要望していきたいというお話ですが、どんなことを要望したいか考

えがあるのなら教えてください。あと、次の運営協議会の開催時期ですが、１１月

末だと、おそらく市としての方針が決定されて、それを説明するだけの委員会にな

るという気がします。それまで方針とかいろいろ出るのであれば、また随時教えて

いただきたいと思います。 

事務局： 保険税が急激に上がることのないように要望していきたいと思っています。 

委 員： 急激に上がるということは、今の伊賀市の状態が三重県の平均に対してどれぐら

いか。国保会計が苦しくなるから、全体として上がるということもあると思います。

その点について、分かっている範囲で教えてください。 

事務局： 先ほども申しましたが、伊賀市の保険税は県下で低いほうです。２５年度に下げ

ましたので、県平均に比べて低い状況となっています。平成３０年度以降は、医療

費水準に応じて標準保険料（税）率が検討され、決定されていくということですの

で、上がる可能性もないわけではありません。そこのところを国民健康保険会計の

運営状況を見ながら、健全運営できるように努めていきたいと思っています。国保

の運営方針は県で決めていきますが、そこはこれから市町村との協議の場ができま

すので、その運営方針についてもこれから検討していきたいと思っています。いず

れにしても、詳細はまだ分かっておりません。各市町がどんどん声を上げて言って

いくということではなく、県の担当者会議、課長会議があるのでそこで協調性を持

ってやっていく。力を合わせて県に対して申し上げていかないと、伊賀市だけがい

くら言っても駄目です。伊賀市は低いので、平均値を取ったら当然上がってきます。

逆に高いところを下げたら、当然その市町は喜びます。ただ、自分のところはいい

から何も言わない、また、自分のところは悪いから言っていく、そういうものでは
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ないと思います。担当課長会議の中では、先ほど申し上げた協調性を持って、県に

対して申していくということについては、会議の中で意思統一されています。 

委 員：最後に、いいですか。 

議 長：はい、どうぞ。 

委 員： 当初はきっと自治体も国保運営など大変だから、広域化になったら楽になると思

っていました。結局、自治体の役割は、保険料を集めるだけになってくると思いま

す。そして、足りない部分は、自治体で負担しなさいということになる。段々とそ

の中身が明らかになってきたら、この伊賀市でも大変なことになっていく仕組みが

あります。私たちと市が一緒になって、国に声を上げていくことは、私たち市民と

して、また議会としてもやっていかなければならないと思っています。 

議 長： はい、他にございませんか。ないようでございますので、これをもって平成２７

年度第１回伊賀市国民健康保険運営協議会を終了させていただきます。長時間のご

審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


