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平成２４年度 第２回伊賀市国民健康保険運営協議議会 議事録 

 

（事務局）  平成２４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

半数の委員様のご出席をいただいており、かつ各号に定める委員１人以上の出席を

いただいておりますので、運営協議会規則第６条の規定により会議が成立しておりま

すことをご報告いたします。 

        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、国保運営協議会をお開きいただきまして、それぞれのお立場で大変お忙しい

方ばかりでございますが、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。開会に

あたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。先ほども申し上げましたように、

繰りあわせてご出席をいただきましたことを、初めにお礼を申し上げます。また、この

国保事業の運営、さらには市政全般に格別のご協力・ご理解をいただいておりますこ

とも併せてお礼を申し上げるところでございます。 

        国民健康保険事業の運営につきましては、加入をいただいている低所得者の方の

増加による保険税の調定額の低迷、あるいは、進む医療技術からの医療費の増大と、

大変厳しい状況にございます。平成２３年度の国保は、全国で一人あたりの医療費が

年額３０万円を超えたという発表がありました。三重県におきましては、年額３１万５千

円程度という数字が出されております。私たちの伊賀市では年額３２万８千円となって

おり、県の平均よりも少し上回っているというような状況でございます。そんな中で、市

におきましても「まずは健康を、それぞれ自分でお守りいただく」というところから、いろ

んな健康事業を展開させていただいております。今年も特定健診等実施しております

が、その期限も今月末までとなりました。できるだけ多くの市民の皆さま方に、こうした

検診等を受診いただき、自分の健康をお守りいただきたいと思っています。 

        本日は、「補正予算」と「保険税の見直し」についてのご議論をいただくということで、

特に「保険税の見直し」につきまして一定の試案を示させていただいておりますので、

そのことについてご審議いただいて、ご意見を賜りたいと思っています。「国保税が高

い」など、いろいろご指摘もいただいておりますが、長期的に安定した国保財政の運

営も大事なことでございまして、年度によって国保税が大きく変動することになります

と、被保険者は大変戸惑います。そんな中で伊賀市の「国保の基金」なり、あるいは

「前年からの繰り越しの金額」等を検討いたしまして、将来の見通しを立てながら、一

定の見直し案を試算しておりますので、十分ご理解いただいてご審議を賜りたいと考

えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

なお、後になりましたが、私事で、今月の２０日をもちまして、市長職を退職させてい

ただきます。いろいろとご指導を賜りましたことをこの場をお借りしてお礼申し上げて、

ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。 

（事務局）  ありがとうございました。この後、議事につきましては会長にお願いいたします。 

（議長）   委員の皆さま方にはご多用の中にも関わりませず、平成２４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、誠にありがとうございます。 

１１月に入りました。今日から年賀状の発売ということで非常に気が急く時期になっ
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てきたわけでございます。また最近、めっきりと寒くなってまいりました。急激な気温の

変化というのは、風邪を引かれる方も増えてくるのではないか、また、もう少しすれば

季節性のインフルエンザに罹る方も増えてくるのではないかと心配しているところでご

ざいます。結果として、やはり医療費の増大に繋がっていくということでございますの

で、委員の皆様にも日頃から十分お体に気をつけて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「２４年度国民健康保険特別会計補正予算

について」また、「伊賀市国民健康保険税の見直しについて」となっています。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携わりますようお願いを申し

上げたいと思います。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まして私から指名させていただきたいと思います。ご異

議ございませんか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

（議長）   異議なしということでございますので、今回は被保険者代表委員を代表して髙田委

員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。なお、議事録作成のために

発言等を確実に記録できるよう、皆さんの前のマイクは予めオンの状態にさせていた

だいてありますのでご了承をいただきたいと思います。 

        それでは、議事の第１番目に入っていきたいと思います。「平成２４年度伊賀市国民

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いたします。 

（事務局）  失礼します、それでは議事の第１です。２４年度補正予算についてご説明させてい

ただきますので、資料１をご覧いただきたいと存じます。事業勘定につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７億９２５８万８千円を追加し、補正

後の額をそれぞれ１０３億９４４万円としています。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３０９万３千円を減額し、補正後の額をそれぞれ１億６,

３９３万６千円としています。それでは、事業勘定の歳出から説明いたしますので、３

ページをお開きください。 

第１款総務費でございますが、１,０６５万８千円減額し、補正後の額を１億５,７３４万

７千円としています。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１６

名分で、人事異動等により、１,０６５万８千円の減となります。 

      第２款保険給付費でございますが、一般療養給付費で４億７,２４４万２千円の増、

療養費一般分１６万７千円、診査支払手数料１４０万２千円の減でございます。療養給

付費は、３月から２月診療分の合計で算出方法ですが、９月支払い診療分までの支

出済額を月平均し、冬場５％アップを見込んだ上で、以後の月の診療分を予想しまし

て、これに支出済額を加え、決算見込みとした結果、補正をいたしております。第３款

後期高齢者支援金については、４,４２８万５千円の減額でございます。 

      第４款前期高齢者納付金等でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律に

より６５歳から７４歳の前期高齢者の方が多い保険者間の費用負担の調整を図るた

めの経費で、１３７万９千円の減額でございます。 

第５款老人保健拠出金は、平成２０年度に後期高齢者医療制度が発足する以前の
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７５歳以上の方の、医療費及び事務費にかかる今年度の伊賀市国保負担分でござい

ます。医療費については今年度はなく、事務拠出金の３万７千円減でございます。 

 第６款介護納付金１,５９１万２千円の増額でございます。 

４ページをお開きください。第７款共同拠出金でございますが、２２８万５千円の増額で

ございます。 

第１０款諸支出金につきましては、平成２３年度の療養給付費負担金の精算返還

金７,３４５万１千円でございます。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ございます。 

また、第１１款予備費につきましては、１億９１９３万３千円を計上いたしております。 

次に歳入についてご説明いたしますので、１ページをご覧ください。 

第３款国庫支出金 高額医療費共同事業負担金ですが、１件８０万円以上の診療

報酬に対して交付されるものでございます。 

第５款前期高齢者交付金につきましては、１億３ ,８９３万１千円の減額でございま

す。 

第６款県支出金の高額医療費共同事業負担金についても国庫支出金と同様でご

ざいます。２ページをお開きください。 

第７款共同事業交付金についても同様で国１／４と県１／４と、社会保険診療報酬

支払基金が２／４を負担して交付されます。 

第９款繰入金 一般会計繰入金では２,１２２万８千円の増でございます。 

第１０款繰越金は、前年度からの９億８００万８千円でございました。 

続きまして直営診療施設勘定診療所費補正予算について説明申し上げますので、

５ページをお開きください。 

歳入につきましては、第１款診療収入で３０９万３千円の減額で、歳入歳出合計１億

６３９３万６千円となります。 

次に歳出を説明いたします。６ページをご覧ください。 

第１款総務費、一般管理費は人事異動に伴う人件費、事務費等の減として４２８万５

千円です。 

第２款医業費につきましては、阿波診療所の医薬材料費１４０万円の増や医業諸

費の検査委託料の減等で医業費１１９万２千円の増です。以上で２４年度国民健康保

険特別会計補正予算の説明を終わらせていただきます。以上でございます。 

（議長）   ありがとうございました。説明が終わりましたが、只今の説明につきまして、質疑のあ

る方はお申し出をいただきたいと思います。 

（委員）   特別会計の歳出の第１１款予備費が１億９千万円増えたというのは、なぜこんなに多

く増えたのですか。予備費でこれだけ増やす背景等がありましたらお願いします。 

（議長）   説明してください。 

（事務局）   この予備費につきましては、保険給付費の方で不足分の無いように補正をしていま

す。療養給付の金額というのは読めませんので、予備費をこのように計上させていた

だいた次第でございます。 

（議長）   よろしいですか。 

（委員）   毎年これぐらい、補正で多く増額されるのですか。それなら当初予算の時に計上して
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おく必要はないですか。 

（議長）   はい、答弁してください。 

（事務局）   今後の不意な支出にも備えておりますが、最終補正の段階でまた精査させていただ

くということで、今回はこの額を見込んでおります。 

（委員）   毎年、こういうパターンになるのですか。 

（事務局）   そうです。 

（議長）   他にございませんか。無いようでございますので、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。 

 

＜補正予算の採決＞ 

 

（議長）   はい、ありがとうございます。全員賛成ということで、この「平成２４年度国民健康保

険事業特別会計補正予算」につきましては議決をいたしました。次に第２項の「伊賀

市国民健康保険税の見直しについて」、事務局から説明をいただきたいと思います。 

（事務局）   失礼いたします。それでは「国民健康保険税の見直し」についてご説明させていただ

きますので、資料３をご覧ください。税の引き下げの試算につきましては、まず１番目

といたしまして固定資産税に対する資産割の廃止、そして２番目に医療分・支援金

分・介護分の均等割りの引き下げ、そして３番目に、５年間の試算による繰越額そし

て、給付費支払準備基金の残高等を考慮いたしまして、A・B・C の３案を提案させて

いただきます。 

        A 案につきましては、「固定資産税に対する資産割を無くした場合」でございます。B

案は、資産割と均等割額を「医療費分千円、支援金分５００円、介護分千円を引き下

げた場合」。また、C案は資産割を無くして、均等割額を「医療分２千円、支援金分２千

円、介護分千円」を引き下げて計算した結果でございます。現行は２４年８月の本算

定の額でございます。 

A案の場合でしたら、この１年間の国民健康保険税の調定額が１億２千４９１万６千４

３円の減額となります。この「調定額との差」と記載した枠を見ていただきたいと思いま

す。資産割 B案の場合でしたら、調定額が１億５千９９１万７千３５５円の減額となります。

C 案の場合でしたら、２億６５２万８千２９４円の減額となってまいります。また、医療費

の年々の増高を見込みまして A・B・C３案に対する５年間の歳入歳出の差し引きを記載

しております。その結果ですが、平成２７年度までは平成２３年度からの繰越金９億１千

万円で対応していけるのですが、平成２８年度からは基金の取り崩しが必要となってま

いります。 

インフルエンザ等の流行や、急激な医療費の増高に備えて基金の保留も必要です

ので、C 案が引き下げの限度額と考えております。この計算は５年間でしてありますが、

やはり今後３年で見直すことといたしたいと思っております。よろしくご審議をお願いい

たします。 

（議長）   説明が終わりました。少し難しい内容ですが、質疑に入りたいと思います。意見のあ

る方、質疑のある方はお願いします。 

（委員）   資産割は、無くそうという話ですか。 



 - 5 - 

（事務局）   はい、そうです。 

（委員）   それは、今年からですか。 

（事務局）   平成２５年度からです。 

（委員）   それは、国の方針というか、何か指示があってのことですか。 

（事務局）   いえ、これは独自に市町の条例で定めております。三重県内の市町でも、すでに資

産割を廃止しているところがあります。 

所得に関係無く、土地・建物に対して課税させていただいており、固定資産税をき

ちんと納めていただいていることに加え、なおかつ国民健康保険税の中に資産割を

入れているということに対しまして、皆さんに説明するのが難しいところもございます。

これを平成２５年度から廃止の方向で検討させていただいております。 

（委員）   資産割というのは、私も前から変に思っていたので、無くしたほうがいいという意見で

す。 

（議長）   他にありませんか。 

（委員）   今 A案・B案・C案の３つが提案され、今後の長期的な財政の見通しのお話がありま

した。平成２７年度、基金の取り崩しが始まるあたりから、行政として A・B・C 案をどの

ように考えているのか、もう少し詳しく教えていただけませんか。 

（事務局）   はい。３年間のどのぐらいの不足額が生じてくるかというところを算出いたしました。

A 案では、３年間で３億７千４００万円という数字です。B 案では、４億７千９００万円の

不足。そして C案では、６億１千９００万円が３年間で不足してくる。これは調定額だけ

です。そこにまた医療費が増高してまいりますので、基金を取り崩すのが３年後、４年

後になってくると考えられ、C 案が限度ということで、C 案を提案させていただきたいと

思っております。 

         次に資料４をご覧ください。これはいつも計算例として使っているものです。これは、

今年度の広報に載せさせていただいた数字で、資産割を含んでいるのですが、これ

を C 案で置き換えてみましたのが下に計算してあります。ここで言うと、合計額で３３

万４千４００円というところが「資産割を無くして、なおかつ均等割の支援金分と介護分、

それから医療分」の合計で、５千円。一人、５千円を減額いたしましたら、この４人家族

の世帯では３０万３千８００円という１年間の税額になり、一人あたりで７千６００円ほど

の減額となります。 

         次に資料５を見ていただきたいと思います。これは前にもお示しさせていただいたの

ですが、年税額が平成２４年度で１万７千１００円の方を C 案で計算しましたら、１万５

千９００円。２万５千円の方で１万９千円ということになります。この１万７千１００円の

方とか、２万５００円の方。それから、３万１千７００円の方につきましては、所得が低

い方というか、所得に対して税がかからない方でございますので、均等割の方でござ

います。この方々につきましては、ここにも書いてありますように７割軽減になります

ので、世帯の減額につきましては少ない額にはなっておりますが、全体的に引き下げ

になっていると思います。 

（議長）   よろしいですか。 

（委員）   Ｃ案で言ったら、加入者全体では、どれぐらいの対象の人が引き下げになるのです

か。 



 - 6 - 

（事務局）   引き下げは、均等割と資産割ですので全員です。 

（委員）   あと応能応益負担割合について、伊賀市は半々ですけどそれはどうですか。 

（事務局）   それは両方から負担します。 

（議長）   他にございませんか。 

（委員）   この新しい方針でいくとできるわけですね、一般的に。 

（事務局）   はい。 

（委員）   たくさん黒字が出たからいけるというわけですか。 

（事務局）   そうです。基金の保留と、それから前年度からの繰越が約９億円ございますので。 

（委員）   かなり余裕があるから減らすということですか。 

（事務局）   そのため、平成２５年度から考えさせていただきました。 

（議長）   今、基金は１１億円あるのですか。 

（事務局）   はい。 

（議長）   それで、この間の決算で９億円の黒字だったのですね。 

（事務局）   そうです。２０億円近くあります。 

（議長）   はい、どうぞ。 

（委員）   これ、上げたのはいつでしたか。逆に言うと、そんなに上げなくてもよかったというわ

けですね。 

（事務局）   平成２０年に後期高齢者医療ができた時点で「後期高齢者の支援金」っていう部分

で増額しております。そのあと平成２２年度に均等割を少し下げさせてはいただいた

のですが、それからは見直しをしておりません。また引き上げもしておりませんので、

今回ご意見等をいただいて、値下げについて検討させていただきます。 

（委員）   資産割の廃止や引き下げというのは賛成です。平成２９年度まで表がありますが、将

来的にも市町で国保を運営していくという見通しはあるのですか。つまり、都道府県単

位で運営するというような話もありますが、いかがですか。 

（事務局）   今、三重県では「広域化」ということで検討されております。ただ、平成３０年頃という

ことですので、ここでは平成２９年度までで試算をさせていただいております。 

   もうひとつ、資料５を見ていただきたいと思います。前回の運営協議会では、１期にか

かる部分がすごく重くかかってきて、後の２期から９期の金額との差が大きいという説

明をいたしました。このことにつきましては、仮算定を廃止し、現行の１０期を９期での

課税に変えることで承認をいただきました。また、地方税法によりますと、千円未満の

端数については、初期納付に加算されることとなりますが、地方団体が異なる定めを

した時は、その限りでないと定められております。ここで「１００円未満の端数」という形

に変更することも提案させていただきたいと思いますので、あわせてご審議いただき

たいと思います。 

（議長）   今の説明でご了解いただけますか。では、この A・B・C 案の３つについて採決すると

いうことでよろしいですか。 

（部長）   事務局としては C案でいきたいと考えています。 

（議長）   C案で。 

（部長）   これがもう限度というところです。 

（議長）   限度額ではC案ということでございます。ではC案について、賛成の方の挙手をお願
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いしたいと思います。 

（議長）   はい、全員賛成でございます。ありがとうございました。 

（事務局）   ありがとうございました。只今、保険税の見直し案ということで、C 案をご了解いただ

きました。したがって、伊賀市国民健康保険税条例の一部改正が必要になってまいり

ます。資料６に、１２月議会に出させていただく各条の削除や変更の箇所を、それぞ

れ示してありますのでご覧ください。 

   

                         <変更箇所の説明> 

 

変更箇所につきましては新旧対照表で修正したうえで、提出させていただきたいと考

えております。以上です。 

（議長）   今、説明のあったところを１２月議会に出していただくわけですね。それで議決を求め

るということですね。はい。数字等々まだ文書もまだ出ておりませんが、今の説明の中

で何か質疑がございましたらどうぞ。 

ありませんか。それでは次へ移ります。「③ その他」で何か事務局からありますか。 

（事務局）   資料７をご覧ください。伊賀市健康国民保険者の状況についての報告でございます。

先ほど市長の挨拶の中にもございました、三重県から統計資料ということで届きまし

たので、伊賀市国保の数字とそれから三重県市町の国保の数字を表にまとめさせて

いただきました。 

         １世帯あたりの保険税は、平成２３年度は三重県では１６万６千４３５円で、伊賀市は

１４万８千８６１円。これは、市では１２番目に低いということです。また、県内市町全体

では１０番目ということでございます。前年度は１９番目ということでございましたが、

平均よりは少ないということになっております。１人あたりの保険税につきましても、市

では５番目に低いということでございます。市町全体でも１４番目でございます。 

         次に保険料収納率でございますが、これは三重県では現年度が９０．２８％に対し、

伊賀市は９３．２９％で、市では１番目、市町全体でも１０番目ということでございます。

過年度につきましても、三重県では１６．７２％に対し、伊賀市は前年度と比べ下がっ

てはおりますが、２２．２６％で市で５番目ということでございます。 

         医療費の状況では、伊賀市は、市で４番目に高いということでございます。先ほどの

市長の話にもございましたように、三重県平均よりも高いということになっております。

１人あたりの費用額の状況を見ますと、入院外、外来で高くなっております。どんな病

気で高くなっているのかといいますと、５大疾病の状況をご覧いただきたいのですが、

やはり「循環器系疾患」、「消化器系疾患」。それから糖尿病という「内分泌系疾患」。

それから新生物、「ガン」です。そして「整形」の順で医療費が高くなっております。昨

年度は「筋骨格系」のほうが「ガン」より高かったんですが、平成２３年８月からこの２４

年７月までで調べたところでは、順番が少し変わって「ガン」のほうが高くなっておりま

す。 

         特定検診の結果ですが、平成２０年から進めてきた中で、受診率も徐々に高くなって

いましたが、平成２３年度が２９．９％と、少し昨年度よりも落ちてしまいました。三重県

の国保の平均が３５．７％ですので、伊賀市は少し低いということで、今後も一層、受
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診について啓発していきたいと考えております。 

あと、平成２３年度の年齢別の受診率を記載してありますので、また参考にしていただ

きたいと思います。この１０％台の方たちの中で、２年間連続して受診されてない方に

つきまして、受診勧奨通知を送らせていただきました。平成２４年度の受診期間もあと１

ヶ月ですが、受診率向上に努力いたしたいと思っております。 

以上、簡単ですが説明とさせていただきますので、また参考資料としていただくように

お願いいたします。 

（議長）   参考資料として資料７の説明がありました。どんなことでも結構ですから、ちょっと分

からない点等ございましたらどうぞご遠慮無くご意見をいただきたいと思いますが、い

かがですか。 

よろしいですね、次に「３ その他」の項に入りますが。何かございますか。 

（事務局）   はい、資料８をご覧ください。本年末で各委員の２年の任期が満了となります。新た

に委員さんを決めていただくことになりますが、２年前の方法をここに記載させていた

だいております。ご意見等が無いようでしたら、前回と同様の方法でお願いさせてい

ただきたいと思います。 

         被保険者代表の委員につきましては、「伊賀市国民健康保険の被保険者であり、任

期が２年」ということですので「平成２５年１月現在で、満７２歳以下であること」が要件

でございます。継続が不可能な場合は、支所や住民自治協議会を通じて推薦をいた

だくということでお願いしたいと思っております。各支所管内で１名ということでお願い

いたします。 

         それから、保健医・薬剤師の代表委員につきましても、また各団体にお願いさせてい

ただきたいと思います。被用者保険の代表委員さんは現在、協会けんぽさんと共済

組合さん、それから健康保険組合さんからということでございますので、また改めてお

願いをさせていただきます。 

 公益を代表する委員につきましては、１月以降も引き続き選任させていただいて、４

月の委員の改選の時に改めて推薦をいただくことになります。 

 前回まではこのような形で決めさせていただきましたので、ご検討いただきたいと思

います。 

（議長）   このような方法でよろしいですか。今まで同じようなやり方をとってきたわけですね。 

（事務局）   そうです。 

（議長）   それに対する意見は何もありませんでしたか。 

（事務局）   はい。いただいておりません。 

（議長）   そうですか。はい、今回はどうでしょう。もう少しこうしたほうがいいのではないかとい

うようなご意見がございましたら、述べていただきたいと思いますが、いかがですか。 

（委員）   選出方法は従来どおりでいいと思いますが、公益を代表する委員ということで今、私

たち市議会議員が就いているわけで、いずれ、ここで議論したことをまた議会でも議

論することになります。つまり、議会の事前審査のような形にならないのかというよう

なことを、いつも疑問に思っていました。この、公益を代表する委員というのは、議員

でなければならないという規定はありますか。 

（事務局）   伊賀市の場合は、議員の中から選出いただくということになっております。 
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（委員）   そういう慣例ですか。 

（事務局）   はい。 

（議長）   ここで決まったことをまた質問する議員さんもいらっしゃって、だぶっているという感じ

がしないこともなかったのです。今、委員からそういう話が出たので、もし変えられるよ

うな余地があれば、何か考えていただいたらどうかと思います。 

（部長）   今後の２年間でちょっと検討させてください。とりあえず、来年の１月からは従来どお

りの方法でということでお願いいたします。 

（議長）   選出時間がもう少ないですので、今までどおりやっていただいて、徐々に考えながら、

２年後の改選の時に、できれば変更できたらと思いますのでよろしくお願いします。 

（事務局）  今の委員さんのメンバーでは、今回の会議が最後でございます。 

（議長）   他に何か、どんなことでも結構ですが、ございませんか。無ければこれで閉じたいと

思います。長時間に亘って、ありがとうございました。 

（部長）   只今、運営委員会の議員さんの任期についてご審議いただきました。今日で現委員

さんの協議会は最後ということです。委員の皆さん、大変ご尽力いただきまして誠に

ありがとうございました。 

        また引き続きお願いさせていただく方、また団体等の推薦もございますが、当運営

協議会の趣旨をご理解いただいて、引き続きご尽力をいただきますことをお願い申し

上げまして皆さんへのお礼とさせていただきます。大変長らくありがとうございました。 

（事務局）  ありがとうこざいました。 

 

 


