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平成２５年度第３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３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、第３回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。委員の皆様には、国民健康保険事業をはじめ、市政全般におきましても

格別なるご協力を賜っておりますことを、この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げる次

第でございます。 

このところ寒い日が続いておりますが、伊賀市においてもインフルエンザの流行期に入り、

学年閉鎖をした学校等も出ております。引き続き、インフルエンザの拡大も懸念されますの

で、委員の皆様方にもご自愛賜りますようお願いいたします。 

        さて、社会保障制度改革国民会議を踏まえたプログラム法案が成立し、国保運営の都道府 

県化をはじめとする重要な医療保険制度改革が平成２９年度までに実施されることになりま

した。今後、国保制度の基盤強化に関する国と地方の協議において、国保の構造問題の分析

とその解決策や、都道府県と市町村の役割分担等の議論が行われ、本年７月に中間とりまと

めがなされる予定です。自治体の意見や要望を十分に踏まえ、将来にわたって給付の平等と

負担の公平のもと、国民皆保険制度を堅持できる議論がなされることを期待するところです。 

       伊賀市国民健康保険事業、さらに国保会計の円滑な運営につきまして、引き続き皆様にお願

いを申し上げ、本日の会議のご挨拶とさせていただきます。 

（事務局）  ありがとうございました。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）   改めましてこんにちは。委員の皆様、大変ご多忙中にもかかわりませず、平成２５年度第３ 

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、７０歳から７４歳の医療費の一部負担割合につきましては、特例措置により１割に据

え置かれてきましたが、平成２６年４月に新たに７０歳に達する被保険者から段階的に２割と

し、それ以前に７０歳に達している被保険者については、引き続き１割負担を継続する方針が

発表されました。私たち委員も今後の制度改正につきまして、注意していきたいと思います。 

      本日の議事ですが、平成２５年度国民健康保険特別会計補正予算、平成２６年度国民健康保険 

特別会計当初予算等につきまして、皆様にご審議いただくことになっております。貴重なお

時間でございますので、会議の進行にご協力をいただきますようよろしくお願いを申し上げ

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

について、私のほうからご指名させていただきます。今回は被保険者を代表し、花本委員に

お願いしたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 
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       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発言される時は、皆様の前の 

      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、もう一度押していただきます 

ようお願いを申し上げます。 

（議長）   それでは、議事の１番目、「平成２５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。本日配布をさせていただきまし

た資料６、資料７、そして、事前に郵送しました資料１から５です。資料等欠けていることな

どないかご確認いただけたらと思います。 

それでは、「平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）」について説明させて 

いただきますので、資料１、資料２をご覧いただきたいと思います。 

         まず、資料１の事業勘定ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４億１，

６３３万５千円を増額し、補正後の額をそれぞれ１０５億３，８８７万１千円としています。

直営診療施設勘定では、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ８８３万８千円を減額し、補

正後の額をそれぞれ２億６８４万５千円としています。 

       それでは、事業勘定の歳出から説明させていただきますので、資料１の２枚目をお開きくだ 

さい。第１款総務費でございますが、７５７万９千円を減額し、補正後の額を１億２，１８５ 

万６千円としています。詳細については、人件費で３２８万円の減額、一般管理費で２５３万 

５千円の増額、賦課徴収費で６３７万３千円の減額等を行っています。第２款保険給付費です 

が、昨年３月から１０月までの８ケ月間の給付費を参考に冬場の医療費の増額を見込んで、８ 

億３，５１８万２千円の補正を行いました。今年もインフルエンザの猛威等を予測し、療養給 

付費を重点に増額しています。第３款後期高齢者等支援金等では、６，６８８万４千円の減

額です。第４款前期高齢者納付金等では、１５４万８千円の減額です。支出額確定により、

補正を行いました。第５款老人保健拠出金では、医療拠出金の支出額３４万４千円を減額し

ています。第６款介護納付金では、１，０２７万８千円を増額しています。支出額確定によ

るものです。裏面をお開きください。第７款共同事業拠出金では、保険財政共同安定化事業

拠出金を２，３５６万３千円増額しています。第８款保健事業費の特定健康診査等事業費で

は、健診委託料等の減額により５，１３２万４千円を減額しています。保健衛生普及費につ

いても消耗品等を減額し、３３１万６千円を減額しています。第９款公債費は、５０万円を

減額しゼロに、第１０款諸支出金は、１０万２千円を増額しています。第１１款予備費につ

いては１千万円を残し、３億２，１２９万５千円を減額しています。 

       次に、歳入について説明しますので、１枚目をご覧ください。第１款国民健康保険税ですが、

それぞれ１１月末の調定額に２４年度の収納実績率を乗じて見込額とし、１億６，０１８万円

を減額しています。第２款使用料及び手数料は、督促手数料の増により３０万円を増額してい

ます。第３款国庫支出金ですが、療養給付費等負担金で１億１，７４９万６千円の減額、介護

納付金負担金で２，３５９万６千円の減額、高額医療費共同事業負担金で４１０万６千円の減

額、特定健康診査等負担金で９１９万２千円の減額、財政調整交付金については１億６９２万
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８千円の増額です。第４款療養給付費等交付金ですが、２億１，６０３万１千円を増額してい

ます。前年度の退職被保険者療養給付費が前年より多かったため、今年度の療養給付費が過大

であるとして増額交付されています。第５款前期高齢者交付金も１億２，９０７万９千円の増

額で、同様の理由によるものです。第６款県支出金では、高額医療費共同事業負担金が４１０

万６千円の減額、特定健診等負担金が８７６万１千円の減額、県調整交付金が２４０万２千円

の減額です。第７款共同事業交付金は医療費負担の緩和を図り、保険者の財政安定化を目的に

交付されるもので、８，９２５万１千円を増額しています。第８款財産収入は、３つの基金か

ら生じた利子で５６万４千円を増額しています。第９款繰入金ですが、一般会計からの繰入金

の保険基盤安定繰入金で３，４７９万６千円の減額、事務費繰入金では歳出の総務費の減によ

り、３，１００万７千円の減額です。第１０款繰越金の補正はありません。第１１款諸収入で

すが、延滞金や第三者納付金等で総額３，４７１万３千円を増額しています。 

続きまして「平成２５年度直営診療施設勘定診療所費補正予算（案）」について、歳出か 

ら説明させていただきますので、資料２の裏面をご覧ください。第１款総務費では、一般管

理費で３８万７千円を減額しています。第２款医業費では、８３９万１千円を減額していま

す。医療用機械器具で５３万６千円の減額、医薬用消耗機材費で１２万２千円の増額、医薬

品衛生材料費で７４２万円の減額、医業諸費で５５万７千円を減額しています。第３款公債

費は、一時借入金利子６万円を減額しています。次に、表の面の歳入をお開きください。第

１款診療収入ですが、各診療収入を合わせ１，０９４万１千円を減額しています。第２款使

用料及び手数料は、２５万９千円を減額しています。第３款繰入金は、２４０万１千円を増

額しています。第４款繰越金は補正がありません。第５款諸収入ですが、雑入の医療材料等

売払代金等で３万８千円を減額しています。以上で、平成２５年度国民健康保険特別会計補

正予算（案）の説明を終わらせていただきますが、直営診療施設勘定は最終的に赤字となり、

前年と同様に２６年度予算から繰上充用させていただくことになると予測しています。 

（議長）   はい、ありがとうございました。ただいま説明いただきました「平成２５年度国民健康保険 

事業特別会計補正予算（案）」に関しまして何かご意見、ご質問がありましたらどうぞ。無い 

ようでしたら、この補正予算案につきまして、賛成の方の挙手をお願いします。 

 

〈補正予算案採決〉 

 

（議長）   はい、ありがとうございます。全会一致でございます。それでは、補正予算の案を消してく

ださい。それでは、議事の２番目、「平成２６年度国民健康保険事業特別会計当初予算につい

て」ご説明をお願いします。 

（事務局）  それでは資料３、資料４をご覧ください。事業勘定では、予算額を歳入歳出とも９９億１， 

７９８万５千円に、直営診療施設勘定診療所費では、予算額を歳入歳出ともに１億５，２１５ 

万３千円としています。まず、事業勘定の歳出から説明させていただきますので資料３の２枚 

目をお開きください。第１款総務費ですが、前年度と比べ１，６１４万７千円を減額していま 
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す。内訳については、説明欄のとおりです。主なものとしまして、職員人件費ほか、一般管理 

費の電算システム処理委託料です。第２款保険給付費は、昨年度と比べ１億８，３５３万６千 

円を増額しています。２５年３月から７月診療分の実績と、前年の同じ時期における伸び率

を勘案して試算しました。また、出産育児一時金は上限額４２万円で昨年度同様１００件を

見込んでおり、葬祭費は１件５万円で、こちらも昨年度同様１５０件を見込んでいます。第

３款後期高齢者支援金等は、昨年度と比べ２，７６８万９千円を減額しています。支援金は

被保険者数が２万３，５１１人、病床転換分を併せ、１人あたり約５万２，５１６円で、事

務費は４円２０銭で試算をしています。第４款前期高齢者納付金等では、被保険者数２万３，

５１１人で１人あたり１００円、事務費は４円２０銭で試算しています。第５款老人保健拠

出金は精算費用ですが、医療費で１０万円、事務費で３万円を見込んでいます。第６款介護

納付金では、昨年度に比べ１，１７２万９千円増の５億１，９１７万８千円を計上していま

す。第７款共同事業拠出金では、前年度と比べ９，６２０万６千円を増額しています。保険

財政共同安定化事業拠出金では、対象額に伊賀市比率の５.２％を乗じて試算しています。ま

た、高額医療費拠出金では、基準対象見込額に５.３％を乗じて試算しています。第８款保健

事業費では、特定健康診査等事業費で昨年度と比べ１，５６３万１千円を減額しています。

保健衛生普及費では、３２万８千円を減額しています。なお、簡易人間ドックの定員は６３

０人、脳ドックは３４０人と前年度と同数を計上しています。第９款公債費は、前年度と同

額です。第１０款諸支出金も、保険税還付金で前年度と同額としています。第１１款予備費

についても、前年度と同額です。 

       続きまして、歳入について説明しますので１枚目をご覧ください。第１款国民健康保険税で 

すが、前年度と比べ６９７万７千円を減額しています。調定額及び収納率は説明欄のとおりで 

すが、調定額の総額が前年度に比べ１億６，７９４万５千円増額しています。第２款使用料及 

び手数料は、前年度より２４万円を増額しています。第３款国庫支出金ですが、療養給付費等 

負担金は前年度と比べ２億９，５０６万５千円を増額しています。高額医療費共同事業負担金 

は８８万８千円の増額、特定健康診査等負担金は歳出対象経費の減額に伴い３５６万円の減額、 

財政調整交付金は、１億４２９万４千円を増額しています。第４款療養給付費等交付金は、退 

職者医療に係る補助金で、前年度と比べ１億３６９万８千円を減額しています。第５款前期高 

齢者交付金では、４，８３５万６千円を減額しています。第６款県支出金では、１億９，６０ 

９万７千円を増額しています。高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金は、第３款 

国庫支出金にあるそれぞれの負担金と同額、同内容です。県調整交付金は、給付費の増により 

１億９,８７６万９千円を増額しています。第７款共同事業交付金ですが、前年度と比べ９,

４４２万９千円を増額しています。第８款財産収入は、３つの基金から生じる利子分で１万

３千円を増額しています。第９款繰入金の一般会計繰入金については、説明欄のとおりです。

保険給付費支払準備基金繰入金では、基金を一部取り崩して事業勘定に収入し、増え続ける

保険給付費の支払い等に充てるものです。第１０款繰越金は前年度と同額で、２５年度の剰

余金です。第１１款諸収入は、保険税納期内の未納に生じた延滞金や第三者納付金、国保資
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格喪失後の受診に生じた返納金などを見込んでいます。 

       次に、診療施設勘定診療所費について歳出から説明しますので、資料４の裏面をお開きくだ 

      さい。第１款総務費ですが、前年度と比べ１８２万３千円を減額しています。このうち職員人 

件費は、医師２名を含む５名分６，４４９万３千円で、一般管理費の７５.７０％を占めてい 

ます。残りは３施設の維持管理費等の経費です。第２款医業費ですが、６６２万９千円を減 

額しています。医薬衛生材料費の５８８万円の減等によるものです。第３款公債費は、山田 

診療所の分です。第４款予備費は、１０万円計上しています。 

表の面の歳入をご覧ください。第１款診療収入は、前年度と比べ７９５万４千円を減額して 

います。山田・阿波・霧生の３診療所の合計です。第２款使用料及び手数料は、文書料で９ 

万円の減です。第３款繰入金は事業勘定からの繰入金で、へき地診療所の赤字に対する補助金 

と山田診療所の債務返還相当額です。第４款繰越金は、３万円を見込んでいます。第５款諸収 

入では、前年度と比べ１万５千円を減額しています。以上で「平成２６年度国民健康保険特別 

会計予算（案）」の説明を終わらせていただきます。 

（議長）   はい、ただいま説明いただきました「平成２６年度国民健康保険事業特別会計(事業勘定)

予算（案）」について、何かご質問、ご意見ございませんか。それでは、ご承認いただける方

の挙手をお願いします。 

 

〈２６年度事業勘定予算案採決〉 

 

（議長）   ありがとうございます。全会一致でございます。この案を消してください。続きまして、同

じく「平成２６年度国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定所費予算案について」ご意見、

ご質問ございましたらご発言ください。 

（委員）   以前、山田診療所の先生の話がありましたが、引き続いて今年も診察されているんですか。 

（事務局）  はい。今のところ、続けていただけると思っております。 

（委員）   他にございませんか。それではこの項につきまして、ご承認いただける方は挙手をお願いし

ます。 

 

〈２６年度直営診療施設勘定予算案採決〉 

 

（議長）   はい、ありがとうございます。全会一致でございます。ご承認いただきましたので、案を削

ってください。それでは、議事の２番目、「条例改正について」ご説明願います。 

（事務局）  失礼いたします。条例の一部改正について説明させていただきますので、資料５をご覧くだ

さい。前回、第２回の当協議会で伊賀市国民健康保険診療所条例の一部改正についてご協議

いただきました。その内容は診療報酬の算定方法について、２年に１度、厚生労働省から告

示が出されるたびに「平成○○年厚生労働省告示第○号」の年と告示番号を改正していまし

たが、その部分を「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
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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すむこ

とになるというものでした。しかし、今回の伊賀市国民健康保険条例の一部改正では、条文

そのまま削除したいと考えております。厚生労働省が定める診療報酬の中で、この条例に規

定している別表第１第２章第２部第１節の往診料の項注３では、病院と往診場所の距離が離

れている場合の往診料について規定しています。また、別表第２第２章第２部の歯科訪問診

療料の項注３では、一人の患者の訪問診療について、診療時間が１時間を超えた場合の加算

点数のことを規定しています。それらの加算額が発生した場合にも、当条例では、一部負担

金として支払わなくてもよいという、伊賀市だけの特別規定のようになっております。県内

の他の自治体ではこの規定はほぼ見られませんが、医療機関が一部負担金を算定する中で、

伊賀市だけ特別扱いされるような規定となっています。ただ、伊賀市だけのこのような特別

な算定は実際はなされておらず、現状に即していないと考えます。この規定は、かつて旧上

野市内に診療所が多くあった時代から残ってしまったものではないかと考えています。なお、

この条例は平成２６年４月１日から施行することとしています。また、３月議会への上程に

つきましては、伊賀市健診センター設置条例の一部改正と一緒にまとめた題名の議案になる

と思われます。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）   「条例改正について」ご説明をいただきましたが、これについて何かご質問はございません

か。無いようでございますので、ご承認いただける方は挙手をお願いします。 

 

〈条例改正採決〉 

 

（議長）   全会一致でご承認いただきました。それでは、議事の４番目「その他」の項でございますが、 

当局から何かございますか。 

（事務局）  失礼します。資料６の「平成２６年度伊賀市国民健康保険保健事業について」ご報告をさせ 

ていただきます。脳ドックについては、募集人数、検査内容、検査費用など、今年度と同様に 

実施できるよう予算を計上させていただきました。抽選方法につきましては、第１回の運営協 

議会で提案させていただきましたように、毎年抽選から漏れる方に対して、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おります。また、今年度、受診券を発行させて 

いただいた３４０人の中で、１月末で２４人の方が予約をされていないことが分かりましたの 

で、該当者に対して勧奨通知を送付いたしました。次に簡易人間ドックについても、今年度と 

変更なく実施したいと考えております。今年度の簡易人間ドックにつきましては、定員６３０ 

人に対し、当初５８３人で９３％の応募がありましたので、再募集は行いませんでした。結果、 

受診啓発を行いましたが、今年度の受診者は５１３人でした。最後に、特定健康診査について 

は、例年、三重県検診あり方検討調整会議で三重県医師会との協議により、来年度の検査項目 

等が決定いたします。ただ、これについては、今後の開催となるため、現時点では今年度と 

同じ内容で実施するように計画をしております。また、単価案としまして、昨年度と比べ全体 

で２２０円上がる予定です。伊賀市国保加入者の方には引き続き、心電図と末梢血一般検査を 
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伊賀市の追加項目として実施したいと考えております。詳細につきましては、調整会議の結果 

を受けて、医師会様と協議をさせていただき、２６年度の内容等を決めさせていただきたいと 

考えております。今年度ですが、特定健診とがん検診が同時受診できることを案内文書に書か 

せていただきました。来年度もがん検診との同時実施を計画しておりますので、引き続き同様 

の案内をしたいと考えております。以上でございます。 

（議長）   はい、ありがとう。 

（事務局）  報告ということで、ご理解いただきたいと思います。また、３月１５日にがん検診と同時に

集団特定健診を実施します。特定健診の受診率アップに努めていきたいと思っておりますので

よろしくお願いいたします。 

（議長）   他にありませんか。 

（事務局）   失礼します。国民健康保険税の賦課限度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減の拡充 

について、資料７をご覧いただきたいと思います。社会保障と税一体改革で５割軽減と２割 

軽減を拡大することが決まりました。このことにより、２割軽減から５割軽減となる人が増 

えることになります。高額療養費等についてもこの軽減判定所得以下である場合は、低所得 

世帯の限度額となるなど、中低所得者の負担軽減が図られることとなります。このことを踏 

まえ、賦課限度額を引き上げることとしております。参考資料をご覧いただきたいと思いま 

す。国保税の限度額は、平成２３年度に国が医療分を５１万円、後期高齢者支援金分を１４ 

万円、介護納付金分を１２万円合計７７万円に引き上げましたが、伊賀市は１年置いて２４ 

年４月から現行の７７万円に引き上げております。２６年４月からの限度額は医療分５１万 

円を据え置き、後期高齢者支援金分を現行の１４万円から１６万円に、介護納付金分を１２ 

万円から１４万円分に合計４万円引き上げ、合計８１万円とされています。限度額引き上げ 

とセットで、国民健康保険税の軽減措置について５割軽減・２割軽減の基準額を見直すこと 

になります。年度内に地方税法等の改正を予定しておりますが、現段階ではいつという時期 

はわかっていません。国会の審議を受け、市町は条例を改正することとなります。２６年４ 

月からの変更となりますので、この運営協議会で委員の皆様に限度額を引き上げることを承 

認いただきたいと思います。 

試算では現在、医療分の５１万円を超える超過世帯が２１４世帯ございます。この方たちに 

つきましては、５１万円の限度額は変わりません。後期高齢者支援金分の限度額超過世帯は８ 

２世帯、介護納付金分の超過世帯が５８世帯です。限度額超過世帯で後期高齢者支援金分に

つきましては２１世帯が対象となり、増加する保険料は１０１万円、介護納付金分につきま

しては、１５世帯、１４４万６千円の保険料が増えることとなり、全体として増える税額が

２４５万６千円となり、高所得者が該当することになります。中間所得者の負担に配慮した

見直しと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

（議長）   何かご質問がございましたら、発言してください。無いようですので国民健康保険税の賦課

限度額の改定に賛成してくれる方の挙手をお願いします。 
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〈国民健康保険税賦課限度額見直案採決〉 

 

（議長）   はい、全会一致でございます。 

（事務局）  ありがとうございます。 

（議長）   他に何かございませんか。それでは、３のその他の項についてご発言、ご質問ございません

か。 

（委員）   保健事業についてお伺いしますが、脳ドックと簡易人間ドック、特定健診をそれぞれ受けて

もいいわけですか。 

（事務局）  脳ドックと簡易人間ドックの重複受診はできません。また、簡易人間ドックと特定健康診査 

につきましても、どちらかということになります。 

（委員）   それは、申し込み時に何か表示されるのですか。 

（事務局）  広報等で募集掲載をさせていただく時に重複受診はできないこと、また脳ドックにつきまし 

ては、２年に１回しか受診していただけないことを掲載しております。 

（議長）   他にございませんか。それでは、長時間にわたりありがとうございました。これをもちまし 

て、平成２５年度第３回伊賀市国民健康保険運営協議会を閉会させていただきます。 

    


