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平成２５年度第２回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

（事務局） 平成２５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。本日は過半数の

委員の出席をいただいており、また、各号に定める委員１人以上が出席されておりますので、

運営協議会規則第６条に基づき会議が成立しておりますことを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させていただきます。 

（市 長） 本日は、大変お忙しいところ平成２５年度第２回伊賀市国民健康保険運営協議会にご出席

を賜り、まことにありがとうございます。委員の皆さまには、国民健康保険事業をはじめ、

市政全般におきましても格別なるご協力をいただいておりますことを、この場をお借りしま

してお礼を申し上げる次第でございます。 

      全国的に国民健康保険事業の運営は、低所得の方の増加による保険税調定額の低迷と、医療 

技術の進歩による医療費の増大により、大変厳しい状況にあります。平成２４年度の国保は、

全国の一人あたりの医療費の年額がおよそ３１万１千円と昨年度より２．２％増加しており

ます。三重県では年額およそ３２万円、伊賀市ではおよそ３４万４千円と三重県の平均を２

万４千円ほど上回る結果になっております。 

      自らの健康は、自らで守ることが第一です。生活習慣病を早期発見するために、今年度も７ 

月から特定健診を実施していますが、その期限も今月末までとなりました。重い病気に進む

手前で予防できるよう、多くの方に受診いただきたいと願っております。 

      この運営協議会で皆さまから貴重なご意見を頂戴し、今後とも伊賀市の国保事業の円滑な運 

     営に努めて参りたいと存じますので、会議の冒頭にあたり、よろしくお願いを申し上げまして、 

ご挨拶にかえさせていただきます。 

（事務局） ありがとうございました。続きまして、運営協議会規則では、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） 委員の皆さまには、ご多用中にもかかわりませず、平成２５年度第２回伊賀市国民健康保 

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。 

       今年は暑い夏が続きましたが、朝夕めっきり寒くなってまいりました。急激な気温の変化の 

中で、風邪を引かれる方も増え、またもう少しすれば、季節性インフルエンザの流行も心配

されるなど、結果として医療費の増加につながることも予想されます。委員の皆さまには、

日頃から体調の管理には十分にご留意いただきたいと存じます。 

      本日の議事は、１２月議会に提案予定の２５年度国民健康保険特別会計補正予算について、 

また、条例改正についてとなっております。貴重なご意見を賜りますとともに、円滑な会議 

の進行にご協力くださいますようお願いいたします。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、私のほうから指名させていただきま 

す。今回は、被用者保険等保険者代表委員を代表し、中井委員にお願いいたしたく存じます 

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

      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、発言される時は皆さまの前のマ 
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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、今一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２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算について」 

事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 失礼いたします。まず、資料の確認をさせていただきます。事前に送付しました資料１、 

２、３、４、５、そして本日お配りしました資料６、「伊賀市国民健康保険の現状」、「国 

保の現状」で説明をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

      それでは、「平成２５年度補正予算（第２号）」について、まず、資料１の事業勘定補正予 

算案ですが、歳出から説明させていただきますので２枚目をお開きください。第１款総務費で 

すが、１千８２８万９千円を減額しています。内訳として、職員人件費を１千９４７万５千円 

減額し、阿波診療所の備品であります自動分割分包機の購入に対する繰出金１１８万６千円を 

計上しています。第１０款諸支出金は、平成２４年度の療養給付費負担金及び財政調整交付金 

の精算返還金１億３千３０４万７千５０７円を計上しています。負担金の返還は、前年度医療 

費に係る補助金の精算を行い、国庫に返還するものです。また、第１１款予備費では、医療費 

の増高に対応できるよう、３億２千１２９万５千円を増額しています。 

次に歳入の説明をさせていただきますので、１枚目をご覧ください。第３款国庫支出金の

財政調整交付金ですが、阿波診療所の備品購入に対する交付金１１８万６千円を計上してい

ます。第９款繰入金では、一般会計からの繰入金を１千９４７万５千円減額し、保険給付費

支払準備基金繰入金の全額を減額しています。第１０款繰越金は、前年度からの１１億４６

６万１千４０１円です。従いまして、事業勘定では既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ４億３千５５５万４千円を追加し、補正後の額をそれぞれ１０１億２千２５３万６

千円としています。事業勘定の説明については以上です。続きまして、資料２の「直営診療

所施設勘定診療所費補正予算（案）」ですが、歳出から説明させていただきますので裏面を

ご覧ください。第１款総務費の一般管理費は、１８４万４千円を減額しています。内訳とし

まして、人件費３０３万１千円の減額と阿波診療所備品購入代金が１１８万６千５００円と

いうことで、１１８万７千円を計上しています。第２款医業費では、医薬材料費３０３万円

を増額しています。次に歳入の説明をさせていただきますので、表の面をご覧ください。第

３款繰入金で阿波診療所備品購入補助金の１１８万６千円を増額しています。従いまして、

直営診療施設勘定では、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１１８万６千円を増額し、補

正後の額をそれぞれ２億１千５６８万３千円としています。 

以上で「平成２５年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」の説明を終わらせてい

ただきます。 

（議 長） ただいまの説明につきまして、質疑のある方はご発言いただきたいと思います。 

（委 員） 職員人件費の減額について、もう少し詳しく説明をお願いします。 

（事務局） 人件費につきましては、給料をはじめ職員手当等いろいろな費目があるわけですが、今回 

はすべてにおいて減額ということになりました。地方交付税で、職員人件費が減額となるな 
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かで、一律に減額をさせていただき、その積み上げが先ほどの備考欄に書かせていただいた

金額になるということでございます。 

（議 長） よろしいですか。他にございませんか。 

（委 員） 阿波診療所に購入しました備品ですが、どのように使われているのでしょうか。 

（事務局） この備品は先ほどもご説明をさせていただきましたが、自動分割分包機で薬剤を診療所内 

で作る機械です。へき地診療所で他から離れていることもあり、診療所内で調合していますが、 

機械の老朽化で使えなくなり、年代や年式的に不能であるということで、購入をさせていただ 

くことになりました。 

（議 長） 他にございませんか。それでは採決に入ります。賛成の方は挙手をお願いします。 

       

〈補正予算案採決〉 

 

（議 長） ありがとうございます。賛成多数でございます。それでは「条例改正について」ご説明願 

います。 

（事務局） それでは事前に送付しました資料３、資料４、資料５、そして本日お配りしました資料６ 

について説明させていただきます。 

       まず、資料３「伊賀市国民健康保険診療所条例の一部改正」でございます。改正前をご覧 

いただきますと、第４条第２項で「使用料の額は、診療報酬の算定方法（平成２４年厚生労

働省告示第７６号）により算定した額」と規定していますが、この条例は２年に１度、厚生

労働省から告示が出されるたびに、「年」と「第○号」の部分を改正していました。この度、

改正後を見ていただきますと、第４条第２項を「健康保険法の規定及び高齢者の医療の確保

に関する法律の規定により厚生労働大臣が定める算定方法」と改めることにより、告示のた

びに条例改正をせずに済むことになります。また、別表の改正では、消費税が５パーセント

から８パーセントに引き上げられることに伴い、各種文書料等の料金を見直しており、この

条例は平成２６年４月１日から施行を目指しています。なお、１２月議会への上程について

は、市民病院や応急診療所等も同様の条例改正をするため、それらをまとめた題名の議案に

なると思われます。 

       続きまして、資料４「伊賀市国民健康保険高額療養資金貸付条例の一部改正」、そして資 

料５「伊賀市国民健康保険出産費資金貸付資金条例の一部改正」これらについては、それぞれ 

改正部分が同じですので、一括して説明をさせていただきます。地方税法の一部改正に伴い、 

市税の延滞金の率を引き下げたところですが、税以外の収入金における延滞金の利率について 

も、市税の延滞金の率と同様にするということが適当であるため、延滞金の利率を引き下げよ 

うとするものです。改正の内容としては、第１１条で規定している延滞金の率について、当分 

の間は、特例基準割合に、場合によって年７．３パーセントの割合、または年１パーセントの 

割合を加算するなどの特例措置をとるように改正をするものです。この条例は、平成２６年１ 

月１日から施行を目指しています。なお、１２月議会への上程については、同様の条例が他
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にも何本かあることから、それらをまとめた題名の議案の内容になると思われます。 

       最後に、資料６「伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正」で、国民健康保険 

山田診療所及び阿波診療所では、在宅患者に対して往診業務を行っていますが、従来、その業 

務に対する手当については報償費から支出していました。また、阿波診療所の医師には、併せ 

て、へき地診療特別報償費を支出していました。しかし、職員の給与については条例で定める 

必要があるため、条例改正をするものです。改正の内容としては、職員の特殊勤務手当につい 

て、伊賀市内の診療所に勤務する医師が在宅患者を往診した際に、１件あたり６千円を支給す 

る往診手当、そして、伊賀市国民健康保険阿波診療所にひと月に１５日以上勤務する医師に対 

し、月額２５万円を支給するへき地診療手当、この２つを新設しています。なお、この条例は 

平成２６年１月１日からの施行を目指しています。 

以上、条例改正について説明を終わらせていただきます。 

（議 長） ただいま説明をいただきました。ご質問、ご質疑のある方はご発言ください。 

（委 員） へき地診療手当は、以前の方法を組み替えるだけで総額はあまり変わらないわけですが、 

どうですか。 

（事務局） へき地診療手当につきましては、今までの月額２５万円は変わりません。往診手当は、今 

までの阿波診療所は月額１０万円、山田診療所は月額６万円を１件６千円に改めさせていただ 

きました。 

（議 長） よろしいですか。 

（委 員） 往診手当ですが、今までは阿波診療所が月１０万円、山田診療所が月６万円。おそらく往 

診の需要が増えてきたということだと思うのですが、１件６千円というのは、どういう時間に 

あたりますか。 

（事務局） 時間内もあれば、時間外もあります。 

（委 員） 時間内に、往診手当を出すこと自体が過剰ではないですか。 

（事務局） 往診手当は、従来、一律１０万円と６万円を報償費として支払っておりました。性質上、 

報償費と職員手当の二重払いをしているため、科目を人件費へ変更すること、また、一律１ 

０万円と６万円の根拠もないことを監査でご指摘を受けました。１件あたり６千円を診療報 

酬内で支払わせていただくということで、ご指摘のとおり、時間外、時間内で重複するかも 

しれませんが、あくまでも特殊勤務手当の中の職員の手当ということでご理解いただきたい 

と思います。 

（委 員） 二重払いを指摘されたのは、どこからですか。 

（事務局） 市です。 

（委 員） それは、そのとおりだと思います。勤務内に手当を出すということは、極端な例を言いま 

すと、今度から往診しますから来なくていいと。今、何十人診ているのか知りませんが、全部 

給料は給料としていただいて、往診全部したらその人の給料は倍になりますね。そこを勤務内 

と勤務外に分けて、勤務外だったら１件６千円でもいいと思いますが、勤務内だったら給料に 

入っている。当然、二重払いになってしまう。甘いことをされると、医師会としては非常に困 
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る状態になっていくと思います。 

（事務局） ご指摘をいただきありがとうございます。調整を図らせていただきます。 

（委 員） 患者さんにとって一番優しいのは、往診だと思いますが、簡略化するために来てもらって 

いる。阿波診療所だけそういうことをやってもらうと、地域の診療体制が崩れていくと思いま 

す。是非、勤務内は勤務内、勤務外は勤務外を徹底していってもらうほうがいいと思います。  

先ほどの分包機は繰越金で別のところから出ているわけですか。 

（事務局） これは国の補助金で、へき地診療所の補助金ということでいただいています。 

（委 員） 国のへき地診療所の補助金は、何件、いくらまで許されておりますか。 

（事務局） 赤字相当額の１／２です。この機械につきましては、全額補助となっておりますが、診療 

所自体の赤字が出た場合は、１／２の補助金となっております。 

（委 員） もともと１ケ月にいくら払っているのですか。 

（事務局） 以前もへき地診療手当については、一律２５万円です。往診手当については、阿波診療所 

が１０万円、山田診療所が６万円の報償費でございます。 

（委 員） 給料をいくらにするかということが問題で、この手当に変更させようとすることに無理が

ある。往診手当というよりは、勤務外手当とすればいいのではないですか。この場で結論を

もらわずに、条例に挙げるのですか。 

（事務局） 特殊勤務手当ということで、今回条例を改正したいわけです。 

（委 員） 往診することが特殊に値するのですか。普通の状態で実際に往診に行かれるのだから、そ 

れが時間内なのか時間外なのか。時間内の報酬はどうあるべきなのかを諮っていただかない

と、そこはどのように考えられているのか教えていただきたい。 

（事務局） これまでは給料と報償費という形で、お支払いをさせていただいていました。これが先生 

の月額給料となりますので、ここで２５万円を削ってしまうと給料が減ることになりますの

で、なくすということはできないと思っております。 

（委 員） １ケ月に何日行かれたら、給料をどのぐらいにするかということをここで審議するのです 

か。往診というのは通常業務についているわけだから、今、問題になるのは時間外の部分に

ついては手当として出してもいいけど、時間内に行っていただく往診については、手当で出

すよりもすべて給料の中に含んでいればいいことではないですか。お手伝いしていただくの

は、医師会の方々ですか。 

（事務局） 常勤医で、職員です。 

（委 員）  伊賀市の職員ですか。 

（事務局） これは、伊賀市の職員手当としての条例です。阿波診療所も山田診療所も常勤医で、伊賀 

市の職員として採用しています。職員の条例でこの額を定めるということで、今回変更を行

うわけです。 

（委 員） 元々本給があり、手当がついていたということですか。それを削るから、おかしなことに 

なるのではないですか。 

（事務局） 職員に報償費として支出していることが、違法ではないかということです。その報償費を 
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削ってしまうことは先生の給料が減るということにもなりますので、特殊勤務手当と名称を 

変えて、手当として給料の一部に合わせて支出するということで、今回挙げさせていただき 

ました。 

（委 員） 時間外の往診についてはわかりますが、時間内の往診に対して１件いくらというのは、仕 

事なのだから間違いなくおかしいと思います。 

（事務局） 類似の病院等を参考にさせていただき、一律１０万円や６万円とするより、実績で一単価 

を設けたほうが、妥当性があるといった話もさせていただき、このような形に決定させてい

ただいきました。 

（委 員） 時間外の往診に対して、１件６千円は納得できるけれど、時間内の往診に６千円は二重払

いではないかとの思うのですが。 

（事務局） 徴税手当等といった特殊勤務手当の中で、それに類した手当として設定させていただきま 

した。 

（委 員） 職員の特殊な手当が多すぎてわかりにくく、また、実際に給料がいくら支出されているの 

かわからない。実際に６千円が妥当な金額であるという資料を提示して説明をしていただかな 

いと納得いかない。 

（委 員） 条例改正をして１件６千円支給ということなら、阿波診療所であれば１日１回、月１５回 

往診をすれば、おおよそ今までと同じ金額の１０万円になると思います。今まで月に何回往

診したという実績は調べていただいてあるのでしょうか。 

（事務局） 阿波診療所につきましては、月平均１７回から２０回、山田診療所は月６回ぐらいです。 

ただ、阿波診療所は今までは往診回数は多かったのですが、ご高齢の方が亡くなられて往診

件数が減ってきていると聞いています。ひと月に５回ほどになることもあるようですので、

実際には金額が減ってくると思っております。 

（委 員）  指摘された二重払いが問題であって、阿波診療所に医師を確保することが大きな命題です 

     よね。今までの手当を出していただかないと、他の病院を探して行ってしまう。往診手当の 

月１０万円を時間外待機手当料という項目に変えないと、この６千円というのは時間内では

駄目だということです。夜中に待機する、往診依頼する可能性もあるわけだから、その手当

とするというなら通ると思います。ある程度給与の確保をしないと、恐らくへき地診療所に

勤務する医師は少ないと思います。そこを考えて、時間内はやはり手当を出すことは、二重

払いになってしまうと思います。 

（事務局） 今までは手当として報償費としていましたので、人事課とも協議をしてこの科目にさせて 

いただきました。 

（委 員） この２人の医師に説明はしましたか。 

（事務局）   説明をさせていただき、了解も得ております。阿波診療所の先生は回数が減っているので、 

１０万円よりは減るということもわかっていただいております。 

（委 員） 今後の話ですが、市民病院もがんの拠点病院として在宅のがん治療となってくると、往診 

も出てくると思います。少なくとも同じ医師ですから、診療所の医師と市民病院の医師に適
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用できる制度として考えたほうがいいと思います。 

（議 長） 今のご意見に対して、どう思いますか。 

（事務局） 条例は市民病院に勤務する医師と、市民病院以外の医師と分かれて規定しています。公平

性という部分もありますので、市民病院ともお話をさせていただきたいと思います。 

（議 長） 他にございませんか。それでは、採決にまいりたいと思います。賛成の方は挙手をお願い 

します。 

 

〈条例改正案採決〉 

 

（議 長） 賛成多数でございます。それでは、議事の３番目、「その他」について事務局お願いしま 

す。 

（事務局） 議事の前に報告ですが、前回の運営協議会の中でお尋ねいただいた専門部会委員の医師に 

つきましては、診療所が立地する地域の委員として就任していただいております。名賀医師 

会において２６年６月に改選・選出されるため、任期満了まで代表委員としてお願いするこ 

とを報告させていただきます。それでは、「伊賀市国民健康保険の現状」と「国保の現状」 

について報告させていただきます。伊賀市の平成２５年３月末現在の国民健康保険の加入状 

況は、被保険者数２万３千３１７人、全人口に対する国民健康保険加入者の占める割合は２ 

３.９９％、世帯数では１万３千７５０世帯、全世帯に対する占める割合は３５.２８％とな 

っております。毎年同じような推移をたどっております。 

続きまして、平成２３年と２４年度の国民健康保険事業特別会計事業勘定決算の状況を記 

 載しております。平成２４年度は歳入総額１０７億２千７３５万８千円、歳出総額９６億２千 

 ２６９万７千円となり、歳入歳出差引１１億４６６万１千円を平成２５年度へ繰越しましたが、 

２３年度と比べ単年度の黒字は減少しております。財政収支の状況ですが、形式収支率は１０ 

０以上が黒字で１１１.４８となっております。単年度実質収支率は１０２.４２となり、数値 

が大きいほど安定度が高いとなります。市町平均を上回っていることから、国保会計が健全で 

あることがわかります。しかし、財政力指数は平均を下回り、調整交付金交付率、財政安定化 

支援繰入率は平均を上回っております。１人あたりの保険給付費に比べ国保税の収入額が少な 

く、収入のほとんどを調整交付金等の国・県の補助に依存しています。低所得者が多く、軽減 

額が大きい、また医療費が高いことから国及び県の調整交付金が多いです。基金残高率は高く、 

繰越金率も平均を大きく上回ることから、突発的な感染症の流行などに対応するための安定度 

は高いと考えております。 

基金の保有状況の推移ですが、２４年度末残高が１１億８千１１９万２千円です。 

続きまして、２４年度の伊賀市の１人あたりの医療費は３４万４千３４６円で、対前年度比１ 

０４.７６％と非常に高い伸びとなっております。歯科、調剤以外は市町平均を大きく上回っ 

ております。２９市町では７番目に高く、１４市では３番目に高い状況です。三重県の最低市 

町は度会町の２７万３千５１３円で、最高市町は紀北町の３９万６千６５３円です。格差は１. 



9 

 

４５倍となっており、伊賀市と最低市町との格差は１.２６倍です。２４年８月から２５年７ 

月までの５疾病の医療費を表にしております。生活習慣に起因する疾患が１人あたりの医療費 

の上位を占め、医療費の増加に影響をしております。生活習慣病が上位を占めるなか、２０年 

の４月から特定健診・特定保健指導が実施され、生活習慣病対策に取り組んでおります。 

国民健康保険税につきまして、１世帯あたり、また１人あたりの現年分の調定額は表のと 

おりです。市町平均より低く、収納率は前年度と比べ０.１８％上回り、市町平均と比べ２.

７５％も高くなっております。収納率につきましては、昨年度以上または昨年度維持を目標

に努めております。今年度は保険税を引き下げたことにより、調定額で２億６００万円の減

収となります。 

次に、保健事業と特定健診事業の取り組みについて説明をさせていただきます。疾病予防 

 及び早期発見・早期治療を図るため、脳ドック、簡易人間ドックを実施しております。これは 

表のとおりです。脳ドックは毎年希望者が多く、抽選により受診者を決定しております。国

保の簡易人間ドックは、平成２０年から特定健診の検査項目にメタボリックシンドローム関

係を追加し、また、受診率の向上と男性の受診率アップにつなげるため、平成２２年度から

は希望者に前立腺がん検診と同時実施できるようにしております。人間ドック受診者のうち

４０歳から７４歳の特定健診対象者は、特定健診受診者としてカウントされております。伊

賀市国保加入者の特定健診は、基本項目に市独自項目を追加して実施しております。２４年

度の受診率は３２.５％と昨年度と比べ伸びましたが、三重県平均を下回っています。２４年

度の三重県の平均受診率は３６.８％、２３年度は３６.９％で、６０％以上が未受診となっ

ております。三重県及び伊賀市において、年齢別受診率では男女ともに５５歳から５９歳以

下の受診率が低く、働き盛りの若年層の受診率向上が課題となっております。未受診者対策

として、年齢別受診率等を参考に２年連続未受診者に対して、受診勧奨を実施しております。

２４年度は、受診率の最も低い４２歳から５１歳の年齢層に受診勧奨を送付しました。その

結果、２４年度はわずかですが受診率がアップいたしました。今年度はさらに４５歳から５

５歳の年齢層、１千３５３人に受診勧奨をいたしました。また、初めての試みとして、この

１１月３０日で特定健診は終了しますが、受診をしなかった方を対象に３月の土曜日に健康

推進課が実施するがん検診と抱き合わせて集団検診を実施予定です。先日、医師会の先生に

もお話させていただき、ご了解をいただきました。予定では、３月１５日土曜日を予定とし

ております。これは１２月１５日、２月１日号の広報で周知を予定しております。続きまし

て２４年度の地区別受診率をご覧ください。国保連合会の協力をいただいて、本年度初めて

地区別受診率を調べることができました。旧上野市と旧青山町につきましては２０％台と少

なく、旧伊賀町、旧島ヶ原村は４０％と高い受診率となっております。今後はこういったこ

とも参考に地域への啓発にも努めてまいりたいと思っております。以上、簡単ですが伊賀市

の状況を述べさせていただきました。 

続きまして、市町村国保の抱える構造的な問題について、年齢構成、医療水準が高く、所 

得水準が低い。失業者や退職者が加入するため、所得水準が低く国保加入者１人あたりの平
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均が８４万円、健康保険組合推計で１９５万円となっており、無所得世帯が２３.４％となっ

ております。保険料負担も重く保険税収納率が低い。ただ、伊賀市につきましては後期高齢

に分かれてから最初は収納率も低かったのですが、徐々に増えて収納率は上がってきており

ます。一般会計繰入・繰上充用を行い、対応策として２７年４月１日から財政基盤の強化と

して、保険税軽減制度保険者支援制度と高額医療費共同事業に対する公費負担が恒久化され

ることになっております。また、低所得者の保険税軽減制度に対する財政支援の強化、５割・

２割軽減が見直され、軽減世帯が増えることにもなります。財政運営が不安定になるリスク

の高い小規模保険者が存在し、１千７１７保険者中被保険者が３千人未満の小規模保険者が

４２２で、全体の１／４を占めています。市町村間で医療費水準や所得水準が違うため、同

じ所得であっても市町が変われば保険料負担が変わるという不公平感が表われています。対

応として財政運営の都道府県単位化の推進を行っており、保険財政共同安定化事業の対象を

すべての医療費に拡大することになっております。三重県では、２４年度から３０万円を超

えた部分について、医療費割を２５％にし、被保険者割を５０％、所得割を２５％と変わっ

てきております。そして２５年度は２０万円を超えた部分、２６年度からは２万円を超えた

部分というように、三重県の広域化支援方針の中に謳っております。２７年以降は国の方針

ということで１円以上となっております。医療費割、所得割が変更になったことにつきまし

て、伊賀市は拠出金は減ってきております。 

７０歳から７４歳の患者負担特例の措置見直しとして、現在、法定では２割となっておりま

すが、平成２０年度から１割負担に凍結しております。見直し案としては、２７年１月から７

０歳到達する方から段階的に２割負担とするとなっております。３割負担であった方が７０歳

到達することにより２割負担となり、本人負担は１割減るということです。また、高額医療費

制度の見直しということも言われております。負担能力に応じた負担とするという観点から所

得区分を細分化し、自己負担限度額を設定するということです。国保保険者の都道府県移行に

ついては、広域化のなかで財政基盤は都道府県が担い、保険料賦課徴収は市町が担うこととし、

平成２９年度を目途としております。県内を平均被保険者数により、４グループに分け目標収

納率を設定し、県平均９０.７１％、平成２３年度の９０.２８％から０.４３ポイント上昇し

ております。前年度と比較して１９市町が上昇し、１５市町が目標収納率に到達しています。

伊賀市はＢグループで、２４年度現年度分目標収納率９１.５０％に対して、９３.４８％の収

納率となっており、昨年度以上または昨年度維持を目標に努めております。 

後発医薬品差額通知の実施につきまして、三重県では実施をしておりません。後期高齢者

が２６年２月実施予定で、先日医師会と協議をさせていただきました。差額通知対象者は後

発医薬品を使用している国保の被保険者に対して行い、実施時期については平成２６年度以

降、２７年２月を予定しております。後発医薬品に切り替えた場合に削減できる額が１００

円以上５００円以下の範囲等で、今後、県と協議し方向性を決めていくことになっておりま

す。 

以上、国保の現状について報告をさせていただきました。 
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（議 長） ただいま事務局の報告つきまして、お聞きになりたいことがございましたらご発言くださ

い。        

（委 員） 医療費について国の社会保障見直し等の中でも行われるわけですが、どうしても負担が増

える方向があると思います。国保財政も国の負担を減らしてきていることがやはり大きく、結

局、広域化も保険料の値上げにつながっていくわけですよね。大きな都市ほど国保財政が厳し

く、小規模ほど健康予防や健康増進のための取り組みが実施され、みんなが元気でいられるこ

とが医療費を減らすことにつながる。長野県が長寿日本一で、医療費が少ないと言われている。 

      今の報告を受けると、伊賀市民にとっても本当にどうなっていくのかという不安のほうが大

きい。徴収のほうだけ責任を負わされると、県単位になって実際どんな状況になっているのか

分からないが、責任を負いなさいということは本当に厳しいことと思います。        

（委 員） 医療費の状況の中で、平成２４年度１人あたりの状況とありますが６５歳以上と６５歳以

下という資料はありますか。 

（事務局） はい。 

（委 員） 私も非常に受診率の低いところに住んでおり、特定健診を受診することによって医療費の

抑制ができるのであれば、それに向けた対策が必要ではないかと思います。特に高齢者の方々

はどのように費用がかかっているのか。若い人の受診が低いという報告もありましたが、実際

にどれだけの１人あたりの費用がかかっているかを教えていただき、今後の特定健診を受診し

てもらう施策を一緒に考えられたらと思いました。 

（事務局） 年齢別医療費ということでよろしいでしょうか。 

（委 員） はい。 

（事務局） 準備させていただきます。 

（議 長） 他にご発言ございませんか。 

（事務局） 医療費増大という部分がかなり課題になってくるかと思います。そのための１次予防、２

次予防というような介護予防的な部分も健康推進課を通じて地域で展開しているところでご

ざいます。それも医療費の抑制につながっているのではないかと思います。また、先ほどの職

員の特殊勤務手当については、人事課との案件でございまして、職員の給与に関する条例の中

の特殊勤務手当についての条例改正ということでご理解賜りたいと思います。       

（議 長） はい、他にございませんか。長時間にわたり、大変ありがとうございました。皆さんのお

かげでスムーズな会議の進行ができました。感謝を申し上げまして、これで閉会します。 

       


