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平成２５年度 第１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。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 

とをご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、平成２５年度第１回伊賀市国民健康保険運営協議会にご出席いただ 

き、誠にありがとうございます。委員の皆さんには国民健康保険事業のみならず、

市政全般におきましていろいろ協力をいただいておりますことを、この場をお借りい

たしましてお礼を申し上げる次第でございます。 

        さて、この度公益を代表する委員５名の方、被用者保険等保険者を代表する委 

員１名の方の交代がございました。のちほど新委員の方々に委嘱状をお渡しさせ 

ていただきますが、国民健康保険運営協議会委員としてご承諾いただきましたこ 

とにお礼を申し上げます。本日は、前回まで会長を務めていただいておりました森 

委員さんが当協議会委員から外れることになりましたので、会長の選任についてま 

ずお願いをいたしたいと思います。また、本日の議事につきましては、事項書に沿 

  ってご審議を賜りたいと思います。 

        平成２４年度の医療費につきまして、国民健康保険の総医療費は８１億１，１１５ 

       万円で前年度比２．２％の増であり、また１人あたりの医療費の年額も前年度に比 

       べまして１．８％の増で、３４３，８５９円と年々増加の一途をたどっており、医療問 

題は極めて厳しい状況にあります。皆様方の貴重なご意見を頂戴し、伊賀市国民 

健康保険事業、さらに国保会計の運営につきまして引き続きよろしくお願いを申し 

上げ、本日の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、事項書２番、「委員の委嘱」に入らせていただきます。新しく委員にな 

られました皆様に市長より委嘱状を交付させていただきます。 

 

〈市長が新委員へ委嘱状交付〉 

 

（事務局）  続きまして、事項書３番、委員の皆様をご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）  次に、事項書４番、会長の選任でございます。国民健康保険施行令第５条第１項 
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の規定により、会長は公益を代表する委員のうちから、委員の皆様の選挙で決め 

るとされておりますが、慣例により選挙は行わず指名推薦により決めたいと存じま 

すが、いかがでしょうか。 

 

〈「異議なし」の声あり〉 

 

（事務局）  では、推薦をいただけますか。 

（委員）    岩田委員を推薦します。 

（事務局）  只今、岩田委員さんを会長にということで推薦をいただきました。お諮りさせて 

いただきます。賛成の方は拍手でお願いいたします。 

 

〈満場一致の拍手あり〉 

 

（事務局）  岩田委員を会長と決定いただきました。会長は前の席のほうにお願いいたしま 

す。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 

議事につきましてはよろしくお願いいたします。        

（議長）   それでは失礼させていただきます。只今、ご選任をいただきました岩田でございま 

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。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、本日の議事録署名委員の方は私のほうから指名をさせ 

ていただきたいと思います。ご異議ございませんか。それでは、公益代表委員を代 

表して、百上委員にお願いいたしたく存じます。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に、皆様の前のマイクはあらかじめオンの状態にさせて 

いただいてあります。ご了承くださいますようお願いいたします。 

（議長）    それでは議事の１番目、平成２４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したいと思います。 

（事務局）  議事に入ります前に、事務局から自己紹介をさせていただきます。 

 

〈事務局が自己紹介〉 

 

（事務局）  それでは議事、１番目から説明させていただきます。 

まず、資料の確認をお願いいたします。先日委員の皆さんに郵送させていただい 

た資料、そして本日準備させていただいた資料を使っていきたいと思っておりま 

す。資料２「平成２４年度国民健康保険事業特別会計事業勘定決算見込」、資料 

３「平成２４年度国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定診療所費決算見 

込」、資料４「平成２５年度国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定診療所 

費補正予算（第１号）」、資料５「伊賀市国民健康保険税条例の一部改正に係る新 
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旧対照表」、資料７「特定健康診査等第二期実施計画」を郵送させていただいてあ 

りました。そして、本日準備させていただきましたのが、資料１「委員名簿」、資料６ 

「直営診療所あり方検討委員会委員（案）」、資料８、資料９、そして、国保新聞をお 

配りしましたので不足がないかご確認いただければと思います。 

それでは、まず資料２の「平成２４年度国民健康保険事業勘定決算見込」につい 

て説明をさせていただきます。まず歳出から説明させていただきますので、３ペー 

ジをご覧いただきたいと思います。 

         第１款の総務費ですが、１億５，１７７万９，６８６円を支出しています。詳細につ 

いては説明欄のとおりですが、職員人件費は一般職員分で９，１５８万３，５６７ 

円、一般管理費では４，７０５万２，６３９円を支出しております。レセプト点検、嘱 

託員報酬、また保険証の印刷・発送などの費用を支出しています。以下、連合会 

の負担金、納税貯蓄組合事務経費、納付書発送のための賦課徴収費など説明 

欄のとおりです。 

         続いて、第２款保険給付費ですが、６７億５，６７２万８，１８８円を支出しておりま 

す。これは歳出全体の７０．２％にあたります。前年度と比べて２億８，４００万２，１ 

２４円の増になっております。率にしますと、４．３９％の増となっています。 

        第３款後期高齢者支援金等ですが、１１億５，３９８万４，２５４円を支出していま 

す。 

        次に、第４款前期高齢者納付金等ですが、１１７万１，５９９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。 

        次に、第５款老人保健拠出金では、６万２，５１７円を支出しています。第６款介護 

納付金では、４億８，８８１万５，２７７円を支出しています。 

次に、４ページをご覧ください。第７款共同事業拠出金は、９億６２９万３，８１２円 

で県内の保険者が高額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、８，０１０万６，２４９円で、特定健康診査等事業費では５， 

３１７万２，７５３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、

２，６９３万３，４９６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款諸支出金は、８，３７５万５，６４２円 

を支出しています。主なものは、一般被保険者保険税還付金８８６万５，７３８円、 

退職被保険者等保険税還付金９３万１，４６２円、過年度国庫支出金精算返還金７，

３９５万８，４４２円です。 

        第１１款予備費では、予算額１億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、９６億２，２６９万７，２２４円です。 

        次に歳入について説明しますので、１ページにお戻りいただきたいと思います。 
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       第１款国民健康保険税は、２０億６，８１７万５，６７６円で、詳細は説明欄のとおり 

です。なお、カッコの数字は前年度の率で、保険税総額では前年度と比べ、１．０ 

６％の増となっています。徴収は収税課が行っていますが、差し押さえ、インターネ 

ット公売などの取り組みによるものと考えています。現年度分については９３．５％ 

の収納率ですので、県下１４市中、上位にあると思っております。ちなみに、昨年度 

はトップでした。 

         第２款使用料及び手数料ですが、７３万４，７１０円を収入しています。第３款国 

庫支出金ですが、詳細については説明欄のとおりです。総額で２１億８，０９８万６， 

５４６円を収入しています。昨年度と比べて、１億５，３０６万１，４８０円増加してい 

ます。療養給付費と負担金が増えたことによります。 

         第４款療養給付費等負担交付金ですが、７億４，８１２万４，３２５円を収入して 

います。昨年度と比べ、５，３６８万８７６円の減でございます。 

         第５款前期高齢者交付金ですが、２５億９，７５３万９２６円を収入しています。健 

康保険組合や共済組合と比べて国保加入者は高齢者の比率が高いため、多額の 

交付金を収入しています。 

         第６款県支出金は、５億２，０５９万８，３６３円を収入しています。詳細について 

は説明欄のとおりです。次に２ページをご覧ください。 

         第７款共同事業交付金は、１０億８，３９０万６１円の収入ですが、これは歳出の 

７款の共同事業拠出金として拠出した額に対する交付金となっています。 

          第８款財産収入は１８１万９，６３８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５億５，２０８万１，９４１円を収入していま 

す。内訳は説明欄のとおりです。 

           第１０款繰越金は、９億１，３００万８，３２９円で２３年度からの剰余金です。 

第１１款諸収入は、６，０３９万８，１１０円です。主なものとしまして、滞納保険税 

にかかる延滞金、その他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。以上、歳入合計は１０７億２，７３５万８，６２５円で、 

歳入歳出差引１１億４６６万１，４０１円を２５年度会計に全額繰越をしています。 

         以上、事業勘定の決算見込の説明を終わらせていただきます。 

           続きまして資料３をご覧いただきたいと思います。「国民健康保険事業特別会 

計直営診療所施設勘定診療所費決算見込」でございます。まず、歳出から説明さ 

せていただきますので、２ページをご覧いただきたいと思います。 

          第１款総務費ですが、８，３６８万６，７７４円で、一般管理費では８，３５１万５，７ 

７４円を支出しています。内訳は説明欄のとおりです。 

          第２款医業費では、６，６１６万２，８１９円を支出しています。大部分が医薬品等 

の購入のための医薬品衛生材料費です。 

          第３款公債費は、５６７万３，２８８円で全て山田診療所の起債に係る償還金の 
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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すが、２３年度 

の決算で３，７６７万６，２２６円の赤字が見込まれたために相当額を支出していま 

す。これらの歳出合計は１億９，３１９万９，１０７円で、前年度と比べ、２３１万２，１ 

０５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款診療収入ですが、 

各診療収入等併せ１億２，７０５万３，８４９円です。後期高齢者診療報酬収入の 

割合が高くなっています。 

第２款使用料及び手数料は、７０万８，２６０円を収入しています。第３款繰入金 

は、１，１２８万７，２８８円で、詳細については説明欄のとおりです。第４款繰越金 

は収入がありません。第５款緒収入は、１５万６，７８０円で主なものは医薬材料売 

払代金等です。歳入合計は１億３，９２０万６，１７７円で、歳入歳出差引５，３９９万 

２，９３０円となっています。以上、平成２４年度国民健康保険特別会計決算見込説 

明を終わらせていただきます。 

（議長）    ありがとうございました。只今、当局からのご説明について何かご質問・ご意見 

ございませんか。よろしいですか。それでは、「平成２４年度国保事業特別会計決 

算」について、ご承認いただける方は挙手をお願いしたいと思います。 

 

〈２４年度事業決算採決〉 

 

（議長）     ご承認いただきありがとうございます。では、続きまして２番目の「平成２５年度 

国保事業特別会計補正予算」についてご説明をお願いします。 

（事務局）   失礼いたします。それでは「平成２５年度国民健康保険事業特別会計直営診療 

施設勘定診療所費補正予算（第１号）」について説明させていただきます。資料４を 

ご覧ください。なお、この補正予算ですが、２４年度決算が赤字見込みのため、前 

年度繰上充用金の科目の新設を主な内容としています。専決処分ののち、６月の 

定例会で承認を受け、議決済となっております。委員の皆さんにはご報告という形 

で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

まず歳入から説明をさせていただきます。第１款診療収入ですが、後期高齢者 

診療報酬収入５，３９２万３，０００円を増額しています。 

         第４款繰越金は、２４年度が赤字のため、予算額３万円を０円にしてあります。以 

上、歳入合計を２億１，４４９万７，０００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款予備費で予算額１０万円を０円として 

います。２４年度決算見込で説明させていただきましたが、第５款前年度繰上充用 

金を新設し、予算額を２４年度赤字相当額５，３９９万３，０００円としています。歳出 

総額は２億１，４４９万７，０００円とし、歳入歳出予算額を同額としています。以上、 
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補正予算（第１号）について説明させていただきました。 

（議長）    只今の説明に対しまして、何かご質問ございましたらどうぞ。よろしいですか。そ 

れでは「平成２５年度国保事業特別会計補正予算」についてご承認される方は、挙

手をお願いいたします。 

 

〈２５年度補正予算採決〉 

 

（議長）    全会一致でご承認いただきました。続きまして、３番目の「条例改正について」説 

明いただきます。 

（事務局）   失礼いたします。それでは資料５の「新旧対照表」をご覧いただきたいと思いま 

す。これは、伊賀市国民健康保険税条例の一部を改正するための資料です。改正 

の理由ですが、地方税法の一部を改正する法律が今年の３月に公布されました。 

それに伴って、国民健康保険税の所得割額の算定に関係する部分の規定につい 

て改正したいと思います。改正の内容ですが、上場株式等に係る配当所得等の分 

離課税について特定公社債の利子が対象に追加されたことと、特定公社債等の利 

子及び譲渡損益に対する課税と上場株式等の配当及び譲渡損益に対する課税一 

体化され、それらの間で損益通算等を行うことができるように見直しをされたため、 

当条例の附則の部分の改正をするものです。なお、この条例は平成２９年１月１日 

から施行するとしており、９月に開会の市議会定例会に上程したいと考えておりま 

す。 

変更箇所を説明させていただきますので、新旧対照表をご覧ください。まず、右 

が改正前、左が改正後となっております。上から見ていきますと、「伊賀市国民健 

康保険条例」ということで、第１条から第３１条は略で、本則については改正がなく、 

附則の部分の改正ということになります。 

まず、最初の改正にあたるのが附則第６項で、上場株式等に係る配当所得等と 

いうことで、特定公社債の利子が対象に追加されたことで配当所得が配当所得等 

という表現にしています。下線を引いた部分について、改正前と改正後を見比べて 

いただけたらと思います。 

次に２ページの第９項で、これについては先ほど、一般株式等に係る譲渡所得 

の分離課税と上場株式に係る譲渡所得の部分が一体化されて、それらの間で損 

益通算等行うと報告させていただきました。まず、第９項は一般株式の規定で、下 

線部分を見ていただくと、株式から一般株式と改めています。次に、第１０項ですが 

上場株式ということで記載をしています。この第１０項については、上場株式等に係 

る譲渡所得の分離課税を新設することにより、第１０項としています。 

次に３ページ、右側の改正前の第１１項、第１２項は削除し、第１３項が新たに第 

  １１項ということで繰り上がっています。そして、第１４項を削除し、４ページ、第１５ 
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項が第１２項として繰り上がっています。同じく第１６項も第１３項として繰り上がっ 

ています。続いて５ページですが、第１７項が第１４項になり、併せて第１７項中配 

当所得を利子所得、配当所得及び雑所得と改め、第１４項に繰り上げます。そして、

第１８項を削除し、第１４項までの附則ということで、改める部分をお示ししましたの 

で、よろしくお願いいたします。以上です。 

（議長）    只今の説明に対して、何かご質問ございませんか。それでは、第３項の「条例改 

正について」賛成の方は挙手をお願いします。 

 

〈条例改正の採決〉 

 

（議長）    全会一致でございます。次に４番目の「専門部会の委員の選任について」ご説 

明いただきます。 

（事務局）   「専門部会の委員の選任」につきまして、資料６をご覧ください。「直営診療所あり 

方検討委員会委員（案）」を見ていただきたいと思います。公益を代表する委員の 

森委員さんが交代されましたので、新たに公益を代表する委員の中から決めてい 

ただきたいと思います。前回も会長に委員として入っていただいておりましたので、 

岩田会長に委員をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〈「異議なし」の声あり〉 

 

（事務局）    ありがとうございます。それでは岩田委員、よろしくお願いいたします。 

（委員）     この直営診療所あり方検討委員会委員で、今回だけでなく体調が悪くて欠席さ

れている方がみえますが、考えてもらうほうがいいのではないかと思い、質問させ

ていただきました。 

（事務局）   この協議会の委員は名賀医師会の理事さんということで出席いただいておりま 

すので、このあり方につきましては他の委員さんということで、ご本人さんにも確認

させていただき、改めて決めていただくということで検討させていただきたいと思い

ます。 

（議長）     次に、５番目の「特定健康診査等第二期実施計画の策定について」お願いしま 

す。 

（事務局）    失礼します。平成２０年４月から特定健康診査及び特定健康保健指導の実施が 

保険者に義務付けられ、平成２４年度で第一期が終了し、本年度から第二期に入 

ります。第一期の実施結果を踏まえ、生活習慣病の予防、早期発見、早期治療の 

ため、特定健診及び特定保健指導の実施率を向上させていくことをめざし、平成２ 

５年度から平成２９年度までの第二期計画を策定しました。それでは資料７の「特 

定健康診査等第二期実施計画」をご覧ください。 
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          計画の基本方針として、特定健診等実施計画策定の趣旨、計画の基本目標等 

につきましては１ページに掲載をしました。２ページからは伊賀市の現状として、人 

口等の状況、国保加入状況、年齢階層別国保被保険者数を掲載しました。 

          次に、伊賀市の医療費の状況といたしまして、４ページに国保総医療費及び一 

人当たり医療費の推移を掲載してありますが、年々増加の一途をたどっています。 

また、年齢階級別・医療費の推移では、５ページにあるように年齢が高くなるに伴 

い、医療費が多くなっています。１２ページの生活習慣病の状況から分析すると、 

同様に年齢が高くなるにつれ、その割合も高くなっており、これらの疾病一つひとつ 

が、第２第３の合併疾患をまねいていることが多く、若い世代をはじめ、早期予防が 

必要なことがわかります。 

           ８ページからは国保加入者の健康状況といたしまして、疾病分類別件数及び費 

用額、受診率、医療費等に占める生活習慣病の割合、受診率の高い疾病上位５位 

を掲載してあります。医療費等に占める生活習慣病の件数及び費用額も高く、生 

活習慣病が慢性化し、受診率と医療費の割合を増加させていることが考えられま 

す。 

          １３ページ、１４ページには平成２１年度から３年間の特定健診の受診状況・特定 

保健指導の利用率を掲載してありますが、目標受診率、目標利用率に比べて低率 

で推移しています。 

          １５ページからは、平成２１年度から３年間の健診有所見率等を掲載してありま 

す。 

１８ページには、平成２４年度の国保被保険者数を基に推計した平成２５年度か 

ら平成２９年度までの国保加入者を算出しました。 

          １９ページでは、厚生労働省告示の特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基 

準をもとに平成２５年度から５年間、特定健康診査及び特定保健指導に係る目標 

値、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率を設定しました。最終年度 

には、特定健康診査及び特定保健指導に係る目標値を６０％、メタボリックシンドロ 

ームの該当者・予備群の減少率をマイナス２５％と設定しました。 

          ２０ページでは、特定健康診査対象者数に関する事項として、特定健康診査の 

実施予定者数について、過去３年間の国保加入被保険者数の伸び率を参考に推 

計値を算出してあります。 

          ２１ページからは特定保健指導対象者数及び予定見込み数を平成２３年度の特 

定健康診査結果に基づき、推計値を算出してあります。 

          ２２ページに掲載の特定健康診査の実施方法につきましては、現在、個別健診 

としておりますが、今後は集団健診との併用や集団がん検診との同時実施ができ 

るよう、被保険者が受診しやすい健診体制を構築していきます。また、未受診者に 

対する受診勧奨通知を送付し、未受診者を対象とした期間を別途設定し、受診率 
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の向上に努めていきたいと考えています。 

          ２３ページからは特定保健指導の実施について掲載し、最終的には自分自身の 

健康に関する自己管理ができるようにすることを目的とし、当市の保健師、栄養士 

が生活習慣の改善に向けて支援を行うものとします。 

         ２５ページには個人情報の保護に関する事項として、「伊賀市個人情報保護条 

例」をはじめ「個人情報の保護に関する法律」を遵守することを掲載しました。また、 

特定健康診査等実施計画の公表及び周知に関する事項については、周知・公表し 

なければならないことに基づき、広報及びホームページに掲載します。特定健康診 

査等実施計画の評価及び見直しに関する事項については、伊賀市国民健康保険 

運営協議会において進行管理及び評価・見直しを行っていくことを掲載いたしまし 

た。その他では、特定健康審査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と 

認める地区を掲載いたしました。以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

（議長）    はい、ありがとうございました。只今の説明に対しまして何かご意見、ご質問ござ 

いませんか。 

（委員）    質問ですが、特定保健指導をしていただく保健師と栄養士さん、現在伊賀市で 

はどのような体制がとられていますか。 

（事務局）   保健指導につきましては、健康推進課の保健師に兼務命令ということで国保の 

保健指導を実施するという辞令を出していただいております。また、各支所の保健 

師もこの保健指導に加わっており、栄養指導も職員で実施をしております。 

（委員）    人数は。 

（事務局）   保健師につきましては、休んでいる者もいますが、２０、２１名ほどと思います。他 

に栄養士は１名でございます。正確な数字は、また報告させていただきます。 

（議長）    はい。他にありませんか。 

（委員）    この特定健診の受診状況をお尋ねしたいのですが、平成２３年度まで受診率の 

目標が６０％となっていますが、２４年度の受診率が２７％前後で推移しているとい 

うことで、２５年度４０％に受診目標を下げた理由は何かございますか。 

（事務局）  特定健診受診率の最終目標、２４年度が６５％、保健指導が４５％、メタボリック 

シンドローム該当者・予備群の減少率をマイナス１０％ということで取り組んでおり 

ました。実際の健診受診率は、３０％を超えたぐらいです。保健指導につきまして 

は、１０％にもいっていないという現行を踏まえて、まだ少し高い受診率の設定では 

ございますが、今年度から５年間につきまして、最終の６０％に向けて設定をして 

おります。 

（委員）    下げた理由は昨年度の実施状況を勘案してということですか。それとも厚労省 

が下げてよろしいという目標値を言われたんですか。 

（委員）    実績でいかれるわけですか。 

（委員）    今、言っておられるのは、下げるというのはなぜ受診しなかったか。どういう課題 
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があって、それを克服するための計画が載ってないようです。さっき言いましたが、 

課題が明確でない。それに基づく計画があってこそ、最終的に６０％に達成するわ 

けですが、どこに表現があるのか。課題を見出した計画というのを、どこを我々は 

見たらいいのかという質問と思いますが。 

（事務局）  最終目標というのが厚労省の定められた数字ですので、その間の数字につきま 

しては、市町でそこに達するように設置するということです。今までの健康診断の 

実施方法は「受診券を送って、かかってください」というような啓発でした。今まで個 

別受診だけだったのを、今後は医師会の先生とも相談させていただいて、個別だ 

けではなく集団健診も採り入れていけば、受診していただく方も増えてくるのではな 

いかということで、実施方法に掲げています。 

（委員）    集団健診ということは、窓口をどこに置いて何ケ所増やして、実際にどれぐらい 

の啓蒙活動してもらうかということではないですか。集団健診との併用と言っている 

が、目標数値を３０％から最終６０％まで倍にしないといけないわけでしょ。実際に 

集団健診を何件やってもらおうと思っているのか。何回啓蒙活動をするのか具体 

的に我々に説明してもらわないと進まないと思いますが。 

（事務局）  健康推進課でがん検診を集団実施しておりますので、そこで一緒に受診してもら 

うことを計画しております。ただ協議中で、集団がん検診と一緒に年度末に実施す 

るといった案を進めてまいりたいと思っております。 

（委員）    それで１０％の増を見込めるのですか。 

（事務局）   地域にお伺いして実施しますので、自分で医療機関へ行けない方もその地域の 

どこか、支所なら支所へバスが来て受診できますので、少しは受診率が増えると考 

えております。 

（委員）    これは２５年から２９年度の目標数値を５年間計画されるわけですから、実際に 

その結果を毎年フォローアップして集団健診を行うことを医師会の関係の方、その 

他いろんな団体に啓蒙活動をするとか、具体的にチェックできるようになったほうが 

いいのではないのかと思います。 

（事務局）    ありがとうございます。ご意見を基に修正させていただきたいと思います。 

（委員）    集団がん検診のことで、前回６月の一般質問を聞かせていただきましたが、現在、

電話だけで受付をしていると思います。この特定健診も集団健診にしても、電話で

の受付というのはパニックになると思います。そこを改善して、これからどんなふう

に実施していくのかお伺いしたいのですが。このまま電話での受付をやっていくの

か、また違った形で広く受付をうまく窓口体制を採っていかれるのか、聞かせてい

ただきたいと思います。 

（議長）    はい、ご答弁願います。 

（事務局）   この集団がん検診につきましては、健康推進課が窓口となっております。健康推 

進課も集団がん検診やがん検診を受ける方が少ないので、同時にしたいということ 
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でお互いに話はしておりますが、健康推進課と細かいところは打ち合わせをして決 

めたいと思いますので、ここでは回答させていただけません。申し訳ございません。 

（委員）   今、尋ねたのは受診する時に電話をするが、この期間が一度に重なってしまって、

申し込みをしても、もう受付が終わっていたりするようなケースがあると聞いていま 

す。ですから、電話で申し込みする窓口を一定期間増やすなりしないと、実際に申し 

込みをしようとしても終わっていたというケースがあったりする。今言われた窓口が 

二本になっているのかどうか分からないですが、ちょっと精査していただいて、その 

受診申し込みの受付をもう少し広くするとか、どこに受診ターゲットを広げていくのか 

をちゃんと精査し、全然申し込んでくれない人に窓口を広げれば、受けてくれる人も 

いると思います。そこも協議していただいたらと思います。 

（事務局）     はい。きちんと報告させていただきます。 

（議長）     他に何かございますか。 

（委員）     医療費を少なくするためにはいつまでも元気でいてもらい、早期発見、予防が大 

事なことだと思うので、集団がん検診と一緒にという話もありましたが、例えば、費 

用負担もがん検診の費用と特定健診の費用を１回払うとこれだけになりますという 

ような、年齢別・世帯別によっても違うし、何のがん検診と組み合わせたらというよ 

うな、市民が本当に行きやすくなるようなものを作ってもらえたらと思います。それと 

もう１つは、冒頭部長のお話にもありましたように、やっぱり介護保険との連携が大 

事だと思います。特に国保は年齢の高い人たちが多く入っておられ、そのいろんな 

検診を受けた後に必要となる方々の保健指導ですね。今、保健師さんの数をお聞 

きしましたが、それがどんなふうに継続して行われているのか。いわゆる予防、そ 

れは介護予防の分野に入っていくのか、この国保のところで掴んでおく状況、資料 

がどうなっているのかと思ったんです。つまり、保健師さんも一応限られた人数の 

中でいろんな兼務をされているし、子どもから赤ちゃん、高齢者まで幅広い仕事を 

されているなかで、実際は検診を受けただけではなく、それを受けて、健康でい続 

けるための予防といった取り組みがどんなふうにされ、それを充実させていくのが 

大切かと思います。 

（事務局）     まず特定健診につきましては、特定健康診査を受けていただいて、その中で保 

健指導の対象となった方に指導を受けてくださいということでお手紙を出させてい 

ただいています。指導が必要な方に対して、保健指導をさせていただくことになり 

ますので、受けていただいた方すべてではありません。積極的支援と動機付け支 

援という形でさせていただいており、対象者はたくさんいますが、結局いくらお手紙 

を出させていただいても保健指導に来ていただく方はほんの僅かというところでご 

ざいます。その方たちにまず６ケ月間、最初に指導させていただいて、そこから６ 

ケ月間の指導なり、アンチエイジング教室で歩いたり走ったり、あと管理栄養士に 

よる食事療法といったことを半年間進めております。それが保健指導でございま 
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す。今年度半年経って、また翌年に特定健診を受けていただいて、それが改善し 

ていればいいといった形です。 

（部長）    先ほどの委員さんの質問で、まず冒頭に言わせていただいたいわゆる国保税な 

りの医療費削減といった部分では、やはり介護保険・介護サービスとの連携が必 

要かと思います。伊賀市としては今後、議会でも説明させていただきますが、福祉 

総合相談体制、いわゆる地域ケアシステムを構築していきたい。これについては、 

地域包括支援センターでケアマネ、保健師がそういった部分で介護予防を行って 

いますが、伊賀市の人口の割に１ケ所というのは非常に困難な部分が出てきまし 

た。それで福祉総合相談体制というのは、高齢者６，０００人に対して１グループの 

圏域を作り、一応３職種、社会福祉士・ケアマネ・保健師といったスタッフを配置し 

てその圏域内で完結するというようなシステムを作りたい。それについては、伊賀 

市で３圏域を絞り、真ん中に４グループぐらい持っていきます。あと、それぞれ１グ 

ループで体制固めをしたい。今、福祉総合相談センターというのが各社会福祉協 

議会に１ケ所ずつ設けてありますが、これについては社会福祉士１名で対応してい 

ます。そうすると、その相談業務だけではなしに、今度は出向くサービスというよう 

な部分の中での位置づけをさせていただきたいと考えています。いずれは議会で 

ご説明させていただきます。 

（委員）     今だったら６ケ月で指導を受けて、それも来てもらわないと駄目。それもどう工夫 

したらいいかを考えていかなきゃなと思うのですが。それから以降、公民館で例え 

ば健康教室を継続するとか、そういうことに詳しい人に来てもらってやるという話を 

聞いたんです。本当にその地域の中で自ら健康を維持するために自主的に継続し 

ていける。そのためにもいかに食事、運動、きちっとした生活が大事かということを 

動機付ける。そういった取り組みをまず行政の責任でやっていただくことが大事で 

そのあとは自主的に各地域で継続して、サークル的な形でやっていっていただく。 

実際やっておられる方もおられるのでいいことだと思います。やはり、まず来てもら 

い、話を聞く場をしっかり作っていただくことが大事かと思います。 

（部長）     今、社会福祉協議会を通じて「地域ケアネットワーク会議」を自治協単位で取り 

組み、その地域の課題や地域の特性に応じたものを吸い上げながら、いわゆる補 

完性の原則といった行政、公助、そういった中でその地域でできることは率先して 

地域でやる。足りない部分、行政にしてもらう部分といったすみ分けを「地域ケアネ 

ットワーク会議」で持っており、それを広めています。そういった活動の中で、いろん 

な課題等もあり、また、自立した中で自主的に動き、活動上展開していただいてい 

る地域もあります。そういった場がより広まれば、より身近なところで安全・安心して 

暮らせるような、１つは在宅福祉・地域福祉を狙っているところでございます。 

（議長）    はい、他にどうですか。それでは、５番目の「特定健康診査等第二期実施計画 

の策定について」ご承認いただける方は、挙手をお願いいたします。 
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〈二期計画についての採決〉 

 

（議長）   全会一致でございます。 

（議長）   では、６番目の「脳ドックの抽選方法について」お願いします。  

（事務局）     失礼いたします。それでは資料８をご覧いただきたいと思います。脳ドック抽選方 

法の見直しについて、かねてから事務局のほうにご意見等いただいていたものを今 

回議題として提案させていただきます。まず、伊賀市が国民健康保険の被保険者 

の方に対して実施している保健事業に脳ドックがありますが、これは広報等でもご 

案内しているように毎年定員３４０名で実施しています。ただ、その下の表に書かせ 

ていただきましたとおり、２１年度から２５年度まで応募者数は大変増えてきていま 

す。それに伴って、その抽選から漏れる方も増えてきています。その状況の中で、 

その下の繰上者数というのは、例えば３４０名当選したということで受診券をお送り 

するのですが、都合で受けられなくなったと事務局に連絡をいただいたら、若干選 

ばせていただいてある繰り上げの方に連絡をして、順次繰り上げ当選していただく 

ということです。現行の抽選方法として、まず皆さんから応募していただいたはがき 

を抽選箱に入れ、運営協議会の委員さんにおいでいただき、その中からまず３４０ 

名のはがきを選んでいただいています。３４０名が決まったあと、今度はキャンセル 

が出たときの待機者ということで、追加で５０名引いていただいています。その方法 

で１年間の脳ドックの当選者を決めておりますが、このやり方は、単年度でみると抽 

選自体は公正だと思っています。ただ、年度を重ねていくと、当然「複数回当たった」

という人と「１度も当たってない」という人が出てきます。そのことで苦情をいただい 

ており、また、行政相談員の方にも相談があったという連絡もいただきました。優遇 

条件を考えさせていただき、抽選方法を検討したいと考えています。 

（委員）    やはり何年も当たってない人は、優遇して当然だと思います。 

（事務局）   優遇することには賛成いただくということで、事務局で考えさせていただいてよろ 

しいですか。 

（議長）    そういうことでご承認いただけますか。よろしくお願いします。 

（議長）    それでは、７番目の「保健事業について」説明願います。 

（事務局）   失礼します。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９をご覧いただきたいと思います。平成２５年度の保健事業についてご報 

告申し上げます。 

         まず、脳ドックと簡易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、脳ドックは定員の３４０ 

人に対しまして８４５人の応募がありました。抽選により３４０人を決定させていただ 

いたところでございます。 
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次に簡易人間ドックにつきましては、定員の６３０人に満たなかったため追加募 

集という形を採らせていただき、５８３人の応募がありました。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１，３００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、 

１万７，１６５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 

動等で新たに対象となられた方につきましては、月遅れに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月末までです。検査内容 

で伊賀市独自の追加項目としまして、末梢血検査、心電図検査なども受診をしてい 

ただいております。また、受診を促す啓発ですが、広報いが市等に掲載のほか、平 

成２３年度、２４年度の２年間ににわたって未受診の方につきまして、受診勧奨の 

案内を送付させていただきたいと考えております。そして、少しでも受診率の向上を 

図りたいと考えております。以上、今年度の保健事業の報告とさせていただきま

す。 

（議長）    はい。今の報告について、何かご意見ございましたらどうぞ。 

（委員）    例年、問題が出ていると思うのですが、脳ドックは突然死ということがあるので、 

やはり受診率が高なると思います。人間ドックの個人負担額を難しいかもしれない 

が下げたらどうですか。やっぱり８，５００円、これで前立腺の検査をしたら９，０００ 

円というと、やっぱり今の時代えらいから、もうやめっていう人が多いと思います。 

今すぐは言いませんが、来年から考えていただいたらいいと思います。 

（事務局）   この人間ドック、脳ドックにつきましては、検査費用のうちの３割は持っていただこ 

うということで、３割以内を設定しております。実際には３万５，０００円で、国保の方 

ですので、この金額で医師会の先生方のほうにもお世話になっております。脳ドッ 

クは５万円とかかかってる中で、この金額は少ないほうかと思っております。自己負 

担額については、また検討をさせていただきます。 

（委員）    簡易人間ドックが、受診が６３０名に比べて５８３名。３割だからそれ以上は出せ 

ませんと言って病気になり、それ以上の医療費を保険から払っているのはおかし 

い。だから３割にこだわる必要はないと言っているわけです。 

（委員）   実際６５歳以上になって、今までは会社で定例に受診機会があって健診を受けて 

いる人たちが、定年退職されて受けるにあたって、８，５００円要るという話になった 

時に、どっと減ってしまうのを踏まえて検討し、柔軟に考えたほうがいいと思いま 

す。今、あまりにも３割にこだわって、実際に受けていてないほうが病院へのお金 

は増えている可能性もあると思います。 

（事務局）   検討させていただきます。 

（議長）   他に何かございましたら、お願いします。 
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（議長）    では、事項書の７番「その他」ですが、ご報告した全般の中のでご質問、ご意見 

ございましたら発言してください。何かございませんか、よろしいですか。 

皆様、本当にお忙しいところ長時間にわたりありがとうございました。それではこ 

れをもちまして、平成２５年度第１回伊賀市国民健康保健運営協議会を終了します。

どうもありがとうございました。 


