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平成２３年度第３回国民健康保険運営協議会 議事録 

 

日時：平成２４年２月２３日 

 

 場所：第１委員会室     

 

（事務局）  失礼します。委員の皆様、お忙しいところご出席いただきましてありがとうござい

ます。只今から平成２３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、過半数以上の委員様の出席をいただいておりまして、「各号に定める委員

様、お一人以上」ご出席をいただいておりますので、運営協議会規則第６条に基づき、

会議が成立している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申し上げます。 

（市長）  失礼させていただきまして、一言ご挨拶を申し上げます。まずはそれぞれお忙しい

委員の皆さん方ばかりでございますが、本日、国保の運営協議会を開催いただきまし

て、定刻ご参集をいただきましたことを御礼申し上げたいと思います。また、日頃か

ら国保事業全般にわたりまして、さらに加えまして、市政の各般にわたりそれぞれの

立場でご理解やご指導をいただいておりますこと、この場をお借りして御礼を申し上

げるところでございます。 

      皆様方、既にご承知のとおりでございますが、国・県を通じて大変厳しい財政事情

の中で、特に「保健・福祉」の関係も、他の部門に違わずにいろいろな制度が、予算

全体の中で抑えられてくるというそんな流れがございます。地方自治体も、大変厳し

い財政運営を強いられている状況でございます。また、今年は、特に寒波が続きまし

て、伊賀地域におきましても、インフルエンザ、あるいは集団風邪が、蔓延しており

ます。したがいまして今後、医療費の増高等も懸念されるところでございます。また、

国保の加入者につきましては、平均して、低所得の方が年々増えてくるという中で、

大変厳しい運営を続けているところでございます。 

      そんな中で、本日は２３年度の補正と２４年度の予算について、これらを中心にご

審議をいただくところでございます。本日ご検討いただきまして、３月議会に国保予

算として計上・提出をさしていただきたいと考えさせていただいておりますので、ど

うぞよろしくご審議をいただきますようお願いを申し上げ冒頭のご挨拶とさせてい

ただきます。 

なお、大変申し訳ございませんが、運営協議会を、公務のために退席をさしていた

だきますことお許しいただきたいと思います。後は部長に引き継ぎますのでよろしく

お願い申し上げます。どうもありがとうございます。 

（事務局） 続きまして、議事につきましては、「規則により、会長があたる。」となっています
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ので、以降の議事につきましては会長様、よろしくお願いいたします。 

（会長）  改めましてこんにちは。今年は、今、市長のお話を伺いましたように１７年ぶりの

日本列島大雪ということで、寒い年になっておりますが、２、３日前から少し緩んで、

「三寒四温の時期になってくるのかなあ。」というように思っております。そんな中

で、今も申し上げ、市長も申し上げましたように大変、インフルエンザが蔓延してい

るということですが、皆様方、お元気で、国民健康保険協議会にご出席をいただきま

したことを、深く敬意と感謝を表させていただきたいと存じます。 

      先般、三重県の会長会議がございまして、厚労省の審議官からお話がございました

ので、皆様にお話させていただきます。 

      今、国会では、社会保障と税の一体改革、消費税問題等の議論がされております。

その中で健康保険、国民健康保険他、４保険事業を含めまして、約１億９千万人の会

員がいるということでございます。そうした中で、約７０兆円の予算が年間消費され

ているということでございます。伊賀市も大変厳しい財政状況にあるわけですが、三

重県下２９市町の中で、一人あたり１４番目、世帯あたり１０番目というような状況

です。 基金等繰越ししながら厳しい財政状況ではございますが、三重県下では税の

負担は、軽いほうの上位に占めているということでございます。 

      そこは皆様方、委員の皆様方のご理解の下で進められてきているということでござ

いますので、重ねて感謝を申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶とさせてい

ただきます。本日は、誠にありがとうございます。 

      それでは議事に入ります前に、４つお願いを申し上げます。一つは、「議事録の適正

化」のために録音をさせていただきますことをご了解いただきたいと存じます。二点

目は、「議事録署名者」でございますが。私からご指名させていただいてよろしいで

しょうか。今回、保健医の松生委員にお願いをさせていただきたいと存じます。松生

さん、よろしくお願いいたします。三点目は、議事４でございますが、「ピロリ菌除

菌事業の一部負担の助成について」これを健康推進課から提案をいただきます。議事

の途中でございますが、ご入場いただきますことをご了解いただきたいと思います。

四点目は資料でございますが、今回大変多くございますのでご確認をいただけたらと

思います。 

      それでは、議事に入らせていただきます。第一の平成２３年度国民健康保険事業特

別会計補正について。資料１、２について、当局の説明を求めます。よろしくお願い

いたします。 

（事務局） それでは、説明の前に資料の確認をさせていただきます。机に置かせていただきま

した資料ですが、差し替えという形でお願いをいたします。事項書につきましては、

追加事項がございましたので、事項書の差し替えをお願いいたします。次に資料３で

ございます。こちらも差し替えをお願いしたいと思います。次に資料７でございます。

資料７につきましては、裏面の７－１を７の資料に追加をさせていただきましたので、
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資料７の資料を差し替えしていただきたいと思います。次に資料９でございます。「国

民健康保険診療所の一部を改正する条例」の新旧対照表は、追加をお願いいたします。

そして、資料ナンバーのないのが二種類ございます。その資料につきましても、追加

をお願いいたします。以上です。 

（事務局） 引き続き２３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。 

まず、事業勘定につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ８千５５４万３千円を増額し、補正後の額をそれぞれ１００億２千９２６万４千円

といたしております。直営診療施設勘定の方では、既定の予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ８７７万７千円を追加し、補正後の額をそれぞれ１億９千８３６万４千円といた

しております。 

それでは、事業勘定の歳出から説明いたします。歳出をお開きください。 

第１款総務費でございますが、１７１万２千円を減額し、補正後の額を１億７千６

４３万６千円といたしております。詳細については説明欄のとおりで、人件費で１３

９万２千円の増額、一般管理費で直営診療所繰出金の減等により３４０万１千円の減、

連合会負担金では１０月より稼動いたしました国保総合システムが震災により稼動

時期遅れたことによる分担金等として１２８万円の増額、賦課徴収費では入札による

経費減等により４４万１千円を減、運営協議会費と趣旨普及費で記載のとおり減額を

行っております。 

第２款保険給付費でございますが、昨年３月から１０月までの８ヶ月間の給付費を

参考に冬場の医療費の増を見込んで補正を行いました。今年は、インフルエンザの猛

威も心配しており、療養給付費を重点に増額いたしております。 

第３款後期高齢者支援金等につきましては、今回補正はありません。 

第４款前期高齢者納付金等につきましては、支出額確定により補正を行っておりま

す。 

第５款はすでに補正済みでございます。 

第６款介護納付金も支出額確定によるものでございます。 

次ページをお開きください。 

第７款共同事業拠出金は、高額医療費・保険財政ともに、今年度事務費としての拠

出が不要となったためそれぞれ減額いたしました。 

第８款保健事業費、特定健康診査等事業費では４千９１１万４千円の減で、検診委

託料の減でございます。保健衛生普及費につきましても人間ドック検診委託料を減額

いたしております。 

第９款公債費はゼロに、第１０款諸支出金、第１１款予備費につきましては、今回

補正はありません。 

次に歳入について説明いたしますので、１ページをご覧ください。 
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第１款国民健康保険税でございますが、それぞれ１２月末の調定額に２２年度収納

実績率を乗じ見込額といたしております。説明欄には、全体の収納率を記載いたして

おります。なお、１月末の収納率でございます。先日２２年度の全国の国保の収納率

が発表されましたが、全国平均８８．６０％、三重県は８９．９３％でございます。 

伊賀市では平成２０年度から３年連続の収納率アップで、県内の１４市でトップとな

っています。 

第２款は、督促手数料増により２０万円の増額でございます。 

次に第３款国庫支出金でございますが、療養給付費等負担金で１億７千１０８万６

千円、特定健康診査等負担金で、１千０８９万６千円の減、財政調整交付金につきま

しては、普通調整交付金で６千９７８万８千円の増、特別調整交付金で９２５万４千

円の減といたしております。いずれも前年度及び今年度の拠出金・事業費より試算い

たしております。 

第４款療養給付費等交付金ですが、前年度の退職被保険者療養給費が前の年より多

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同様に２億１千２５７万９千円の増で、交付金確定によ

るものでございます。 

第６款県支出金では、３６７万３千円の減額でございます。特定検診等負担金につ

きましては、第３款国庫支出金と同額、県特別調整交付金については、加入者の所得

が低いための調整と高い収納率等による交付でございます。 

次ページをお開きください。第７款共同事業交付金は、３０万円以上又は８０万円

以上の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ています。補正

額は、説明欄のとおりでございます。 

第８款財産収入は、３つの基金から生じた利子分でございます。 

第９款繰入金、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金でございますが、一般被保険

者数の減等により保険税軽減世帯が減となったため２千９４５万６千円の減でござ

います。事務費繰入金の方では、歳出の総務費の増により９８万５千円の増でござい

ます。 

第１０款では補正はありません。第１１款諸収入でございますが、説明欄のとおり、

延滞金等及び国民健康保険団体連合会で積み立てておりました財政調整積立金が４

千７４万９千円返還となるため、総額５千６６５万万４千円の増でございます。 

 

続きまして平成２３年度直営診療施設勘定診療所費の歳出について説明申し上げ

ますので、資料３をご覧ください。 

第１款総務費、一般管理費で２６万２千円の増額でございます。嘱託医師・看護師

の報酬など精査した結果でございます。第２款医業費８５７万５千円の増 医薬品衛

生材料費で阿波診療所の薬代で８７１万５千円の増、医業諸費の臨床検査委託料で２
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０万円の減額等でございます。 

第３款公債費は一時借入金利子６万円の減額をいたしました。 

次に歳入をお開きください。 

第１款診療収入ですが、各診療収入を併せ１千１１１万３千円の増でございます。 

第２款使用料及び手数料は、文書料収入増により１６万５千円の増でございます。 

第３款繰入金でございますが、公債費と国からのへき地診療所補助金相当分等を見

込んでおります。 

第５款諸収入 雑入は医療材料等売払代金等で１３万７千円の減でございます。 

以上で２３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

が、直営診療施設勘定は 終的に赤字となり、前年と同様に２４年度予算から繰上充

用をさせていただくことになると思います。 

（会長）  はい、ありがとうございました。それでは、平成２３年度国民健康保険事業特別会

計補正の事業勘定予算案について、議題といたします。これについてご意見ございま

したらご議論させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

     資料１でまず進めさせていただきたいと思います。 

（委員）  はい。 

（会長）  はい、百上委員さん。 

（委員）   医療費増の歳出では、冬場の歳出増を見込んで補正ということでしたけれど、現在、

インフルエンザの状況とかはどのような状況ですか。 

（事務局） 現在は、１２月分までのレセプトが届いていますが、それを見るとまだ影響はでて

いません。 

（委員）  まだ分からない。 

（事務）  レセプトには反映していません。 

（委員）  はい。 

（会長）  他にございませんか。 

（委員）  収納率が三重県で一番高い８９％ですね。それはいいことなのか悪いことなのか。

この経済状況の中でそれだけ収納されると、給料の中から差し押さえということも多

数あると思うのですが。その内容について、教えていただけますか。 

（事務局） 収納につきましては、収税課でやっています。直接ではないのですが、差し押さえ

等もやっていますし、競売のほうもさせていただいております。 

       差し押さえにつきましては、給与差し押さえ等でございますと、 低生活の分を見

込みまして、本人さんとの協議の中でさせていただいています。 

（委員）  ここでは、そのような回答しかできないと思うのですけど、そのへんも少し考えて

いくべきと思います。意見として申し上げておきます。 

（会長）  ありがとうございました。他にご意見ございませんか。無いようでしたら、採決を

採りたいと存じます。賛成の方の挙手をお願い申し上げます。 
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（会長）  ありがとうございました。 

（会長）  恐縮ですが、次に資料１の採決を取らせていただきます。 

（会長）  資料１の、２３年度国民健康保険事業特別会計事業勘定補正予算について、賛成の

方の挙手をお願いいたします。 

（会長）  全会一致でございます。ありがとうございました。引き続きまして、平成２３年度

国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定診療所費補正予算について、議題とさせて

いただきます。よろしくお願い申し上げます。 

（会長）  はい、どうぞ。 

（委員）  医療費の中で「薬品衛生材料費」で、補正額が８７１万は、だいぶ高額ですよね。

１割を超えています。それはどういう薬剤ですか。 

（事務局） 調べて、返事させていただきます。今回、この金額大きいですねって、申し上げた

ところ、薬剤の在庫がなくなりましたということでした。若干ストックしておく、薬

剤もほしいので補正をお願いしたいということでした。 

 大半は阿波診療所です。 

（委員）  インフルエンザであれば分かるけどね。 

   在庫が無くなったのですか。 

（事務局） 在庫が随分少なくなったので、購入したいという申し出でした。 

（委員）  診療所の内訳は。 

（委員）  それ、いつ分かりますか。 

（委員）  これが分からんと、審議できない。 

（会長）   至急、資料のほうお願いします。他にありませんか。私のほうから大変恐縮ですが、

３つの診療所でどのくらいの外来患者、患者さんっていうのか、診療されていますか。

一番多いのは阿波と思いますが。 

（委員）  この予算案も一応保留にして、審議を進めたらどうですか。 

（会長）  今、本城委員さんからご発言がございましたが、貴重な時間でございますので、議

事２の平成２４年度国民健康保険事業特別会計について、資料３、４から、説明いた

だきます。 

（事務局） 失礼します。事業勘定では、予算額を歳入・歳出とも９５億１千６８５万２千円に、

直営診療所施設勘定診療所費のほうは、１億６千７０２万９千円といたしております。 

          事業勘定・歳出からご説明させていただきます。資料３の歳出をご覧ください。第

１款総務費でございますが、前年度と比べ７４４万７千円の減となっております。内

訳については説明欄のとおりでございます。昨年度と比較しますと、職員人件費では

１１１万１千円の増です。一般管理費では、８４７万３千円の減でございます。賦課

徴収費では４千円の増でございます。運営協議会で６千円の増でございます。趣旨普

及費は９万５千円の減でございます。 

趣旨普及費は、８２万５千円の増でございます。８２万５千円を計上いたしており
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ます。連合会負担金は、差押滞納処分費とも前年度同額を計上いたしております。 

主なものとしましては、一般管理費で２３年度に被自発的失業経営に係るシステム

の改修を行いましたが、２４年度は大きなシステム改修は予定しておりませんので、

こういった数字になっています。 

第２款保険給付費ですが、昨年度と比べ３千２４９万３千円の増でございます。２

３年３月から７月分診療分の実績と２２年度の同時期における伸び率を乗じて試算

いたしております。なお、出産育児一時金は、上限額４２万円で、昨年同様１００件

を見込んでおります。葬祭費は、１件５万円で、１７０件を見込んでおります。 

第３款後期高齢者支援金は、昨年度と比べ４千６３８万６千円の増でございます。

支援金は病床転換も併せ、一人あたり４万６千９７０円で、事務費は５円５０銭、非

保者数、２万３千７８人として試算いたしております。過年度清算分として、１０万

円をみています。 

第４款前期高齢者納付金でも同様に、納付金で一人あたり１００円、事務費は４円

３０銭の試算をしています。 

第５款老人保健拠出金は清算費用でございますが、医療費で５０万円、事務費は１

０万円を見込んでおります。 

第６款介護納付金では、介護２号保険者数を９千５２人。一人あたり５万４千１９

１円。第３款と同様に、前々年度精算額を１００万円としております。前年度精算額

を１００万円と試算いたしております。次のページをご覧ください。 

第７款共同事業拠出金では、前年度と比べ１千１１７万３千円の増でございます。

高額医療費拠出金では、基準対象見込額に伊賀市比率の５．３％を乗じております。

保険財政共同安定化事業拠出金では、対象額に５．２％を乗じ試算いたしております。 

第８款保健事業費・特定健康診査等事業費でございますが、前年度と比べ５５１万

１千円の増でございます。増額の主な理由は、２４年度の目標数値である、検診率６

５％を見込んでいるためでございます。保健衛生普及費では、３７万８千円の増でご

ざいます。簡易人間ドックの対象人数は６３０人、脳ドックは３４０人を見込んでお

ります。 

第９款は前年度予算額と同額でございます。第１０款諸支出金は、保険税還付金で、

前年度と比べ７００万円の増といたしております。第１１款予備費は、前年度と比べ

２０万円の増でございます。 

続きまして、歳入について説明させていただきます。第１款国民健康保険税でござ

いますが、昨年度と比べ９３０万２千円の増額でございます。調停額、収納率は説明

欄のとおりでございます。現年課税分は、被保険者２万４千１０１人と見込み、昨年

９月末の被保険者の所得・資産データを用いて按分し、２２年度の収納率でそれぞれ

試算しています。なお、保険税率等は２３年度と同額に設定しています。滞納繰越分

については、９月末の滞納調停額に２２年度収納率を乗じ、試算しています。 
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第２款は、前年度と同額でございます。第３款国庫支出金・第１目療養給付費等負

担金は、前年度と比べ３千４０４万８千円の減でございます。このあと説明いたしま

す。第５款前期高齢者交付金、第９款繰入金・保険基盤安定負担金の増によるもので

ございます。高額医療費共同事業負担金につきましては、２９７万７千円の増。特定

健康診査等負担金につきましても歳出対象経費の増額に伴い、５４万４千円の増でご

ざいます。財政調整交付金は６千７７６万２千円の減であり、特別調整交付金ですが、

保険給付費等に係る分とへき地直営診療所赤字補填分を含んでおります。出産一時金

補助金は２３年度で廃止となりました。 

第４款前期高齢者交付金は、前期高齢者加入率を伊賀市で３７．９８％、全保険者

で１２．４％、前期高齢者給付費を一人平均約３９万４千円と見込み、試算いたして

おります。加入率・一人あたり・給付費とも僅かですが増加いたしております。 

第６款県支出金では、３４８万９千円の減でございます。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款国庫支出金と同額、同内容でございます。県調

整交付金は給付費の減により、７０１万円の減額となっております。 

次ページをご覧ください。第７款共同事業交付金ですが、前年度と比べ５２４万５

千円の増となっております。第８款財産収入は、三つの基金から生じる利子分でござ

います。第９款繰入金・一般会計繰入金については、説明欄のとおりでございます。

保険給付費支払準備金は、準備基金を一部取り崩し、事業勘定に収入し増え続ける保

険給付費の支払等に充てるものでございます。第１０款繰越金は前年度と同額で、２

３年度の剰余金でございます。第１１款諸収入は、保険税納期内未、保険税納期内未

納に生じた延滞金や第三者納付金、国保資格喪失後の受診が生じ、よって生じた返還

金等でございます。１５９万５千円を減額といたしております。 

次に、診療施設勘定についてご説明させていただきます。資料４をご覧ください。

歳出のほうから説明させていただきます。 

第１款総務費でございますが、３０万５千円の減となっております。このうち人件

費は、医師２名を含む６名分。６千６３０万１千円で、一般管理費の７３．７％に、

を占めております。残りは３施設の維持管理費の経費等でございます。 

第２款医療費でございますが、３３３万７千円、増額となっております。在宅酸素

療養については、療法装置借上料等の増、医薬材料の増等によるものでございます。

第３款公債費は山田診療所の分で、昨年度とほぼ同額でございます。第４款予備費は

１０万円計上いたしております。 

次に、歳入につきましては、第１款診療収入は前年度と比べ、４４０万７千円の増

といたしております。山田、阿波、霧生の３診療所の合計でございます。第２款使用

量及び手数料は、文書料で１６万８千円の増でございます。第３款繰入金は、事業勘

定からの繰入金でへき地・赤字診療所補助金と山田診療所の債務返還金等で１４８万

５千円の減でございます。第４款繰越金は５万円を見込み、第５款諸収入では、前年
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度と比べ３万６千円の減となっております。 

以上が、２４年度の国民健康保険特別会計予算案でございます。よろしくお願いい

たします。 

（会長）  ありがとうございました。それでは、議事以降の平成２４年度国民健康保険事業特

別会計の事業所、事業勘定予算案について審議をいたしたいと存じます。これについ

て質疑ございませんか。 

（委員）  事業会計の予算のところで、分娩・出産育児一時金４２万円で、１分娩・上限額４

２万円でありますが、その上限は何か決まりがあるのですか。 

（事務局） 出産に係る保険、３万円というのがあります。 

（委員）  それは、国保だけに適用される上限ですか。社保とかにも適用されますか。 

（事務局）  この出産育児一時と育児一時金につきましては、各保険者で決めることができるの

ですが、市は４２万としており、３９万円の一時金です。 

（会長）   事業勘定予算案について審議をいたしたいと存じます。これについて質疑ございま

せんか。ご意見ございませんか。どうぞ。 

（委員）  はい。事業会計予算のところで、分娩・出産育児一時金４２万円で、「１分娩・上限

額４２万円ってありますが、その上限は何か決まりがあるのですか。 

（事務局） 出産に係る、３万円というのがある。 

（委員）  それは、国保だけに適用される上限ですか。それとも、社保も適用されるのですか。 

（事務局） この出産育児一時、育児一時金につきましては、各保険者で決めることができるの

ですけれども。うちのほうは４２万としておりまして。３９万円の一時金に子どもさ

んが、障がいで出てきた時とかの保険がありまして、３万円を上乗せして４２万円を

支払っています。 

        保険に入っていない医療機関で出産された方については、３９万円の支出になりま

す。 

（委員）  その一時金の保険４２万円は、三重県下も同じぐらいですか。 

(事務局）  国が４２万円の数字を示していますので、ほとんどの保険者が４２万円を使ってい

ると思います。 

（委員）  これなんか三重県は障害保険料が含まれている。 

（事務局） そうです。３万円がその保険料です。 

（委員）  ありがとうございました。 

（会長）  何かございませんか。 

（委員）  はい。 

（会長）  はい、百上委員。 

（委員）   国庫支出金の財政調整交付金ですが、その中身は特別調整交付金のへき地直営診療

所、理由は少し教えていただいたのですが。大幅に、減っている部分で、どういう事

情でこの金額になっているのですか。 



 - 12 -

        例えば、国が広域化していくっていうような影響もあって、変わってきているので

すか。その大きな流れとかがよく分からないので、教えていただきたい。 

（事務局）  特別調整交付金につきましては、システム改修とか制度改修に伴う、システムの改

修費用の補助金みたいなものも含んでいます。昨年度につきましては、非自発とか高

額に伴う、システム改修を行っていますので、交付金を受けております。 

（会長） 他にございませんか。 

（会長）  それでは、平成２４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採決を

採りたいと存じます。賛成の方の挙手をお願い申し上げます。 

 

（会長）  賛成多数ということでございます。ありがとうございました。補正に戻らせていた

だきたいと思います。 

        先程の質問に対して、当局お答えいただきたいと思います。「２３年度直営診療所」

の補正の件です。 

（事務局） 先程の、医薬材料の関係でございます。診療所３つあるのですけども、阿波診療所

の補正額がほとんどです。阿波診療所は、当初予算で、月に３１０万円で予算を見て

いましたが、１月の時点で在庫不足になりました。２月、３月分として月に４００万

円程度を、見込んだとして、８００万円計上したということでございます。そのほと

んどが内服薬でございます。 

       それと、受診者数のお尋ねがありましたが、２３年度の４月から延べ人数で、月の件

数としては、５００件程度の受診件数でございます。そして山田診療所、霧生診療所

につきましては、連絡が取れない状況でしたのでご了承ください。報告させていただ

きましたのは、阿波診療所の状況でございます。 

（会長） ありがとうございました。直営診療所の補正について他に何かございましたら。 

（会長） ご質問された委員の方、よろしいですか。 

（委員）  はい。 

（会長）  無いようでしたら、平成２３年度国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定診療費

補正予算について採決を採らせていただきたいと存じます。賛成の方の挙手をお願い

いたします。 

（会長）  全会一致でございます。ありがとうございました。それでは引き続きまして、資料

４の平成２４年度国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定診療所費予算案に入ら

せていただきたいと思います。 

            これについてご意見ございましたら、質疑をさせていただきます。 

（委員）    はい。 

（会長）    はい、百上さん。 

（委員）    先程、資料で、阿波が、２ヵ月分足りないというご説明でしたけど、それは、資料

４の予算では、調整、反映をされているのですか。 
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（事務局） 反映されているはずです。 

（事務局） 補正予算の時期と新年度予算のその組む時期が同時期でございますので、当然反映

されているものと思っております。 

（会長）  他に質疑ございませんか。質疑終わりまして、ご意見等いただけますか。 

      無いようでしたら、賛否を採らせていただきます。平成２４年度国民健康保険特別会

計直営診療所施設勘定診療所費予算案について賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

（会長）   全会一致でございます。平成２４年度国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定診

療所費予算案が可決されました。 

      続きまして、議事３の条例改正について資料５から９の説明をお願いします。 

（事務局）  失礼いたします。条例改正について引き続き説明させていただきます。次の案件に

ついて、ご審議をお願いしたいと思います。 

       資料５と本日お渡しさせていただきました資料９をご覧ください。これは、国の診

療報酬の改定が２年に１度行われており、平成２４年度が診療報酬の改定がございま

すので、国民健康保険条例第４条中、厚生労働省告示番号を改正する必要がございま

す。同様に、診療所条例の改正が必要となるものでございます。 

       次に、資料６と７、７－１をご覧いただきたいと思います。診療所等の改正でござ

いますが、告示番号が今現在まだ、国のほうで決定されておりませんので、決定され

次第記入し、上程させていただきます。 

       次に、資料６と７をご覧ください。国民健康保険税の賦課限度額の変更でございま

す。平成２３年３月に改正されました、地方税法施行令で見直しされました国民健康

保険税の賦課限度額でございますが、伊賀市では２４年４月より改定を行いたいと考

えております。 

       資料７には、平成１５年度からの「国民健康保険限度額改定の経緯」を記しており

ます。また、伊賀市は合併後の数字、隣の名張市は、１８年度から記載しております。

また、裏面の資料７－１には県内１４の市に聞き取りをいたしました値上げの状況を

記載いたしております。松阪市と鳥羽市の他の市町は全て、国、「全てが国の基準ど

おり改定をした」もしくは、「予定している」とのことでございました。国の基準と

は、医療費分を１万円、後期高齢者支援金分を１万円、介護納付金を２万円。合わせ

て４万円引き上げ、年額７７万円にするというものでございます。 

この改正により、６００万円余の増額を見込んでおります。増額となる世帯につき

ましては、世帯構成等により違いはございますが試算いたしましたところ、概ね所得

額４５０万円の世帯で２千円ぐらいです。５５０万円で１万円、７００万円以上の世

帯で２万円から３万円、４万円の増額となるのは、４世帯程度でございます。国民、

公庫補助金等の交付基準にも賦課限度額を国の基準に改正されているということも

記されており、今回改正いたしたいと考えています。 
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委員の皆様にお諮りさせていただきます。ご審議のほう、どうぞよろしくお願いい

たします。 

（会長）  ありがとうございました。資料５の伊賀市国民健康保険条例。資料６の伊賀市国民

健康保険条例、資料７までを、一括して質疑に入りたいと存じます。 

条例でございますので、一括して審議に入りたいと思いますのでよろしくお願いを

申し上げます。質疑ございませんか。 

（委員）  所得額４５０万円の方で、年額２千円上がるということの理解でよろしいですか。

要するに、それより所得の少ない人は、さらに上がる部分は少ないっていうことでよ

ろしいですか。 

（事務局） 限度額が超えている人が上がるということですので、今現在そこに達していない方

につきましては、そのままということです。率とかは反映させてはもらえません。 

（委員）   はい、わかりました。 

（会長）  上限だけ上がるということです。 

（事務局）  伊賀市では、国の示す金額を、１年おきで上げさせていただいております。ご理解

いただきたいと思います。 

（会長）  ほかに無いですか。ご意見ございませんか。無いようですので伊賀市国民健康保険

条例資料５、伊賀市国民健康保険条例資料６を、一括して、採決を採りたいと存じま

す。賛成の方の挙手をお願い申し上げます。 

（会長）   賛成多数でございます。伊賀市国民健康保険条例を可決決定させていただきました。 

           次に資料９が、伊賀市国民健康保険診療所条例の一部改正する条例でございます。 

       これについて、審議に入りたいと存じます。質疑のある方、よろしくお願い申し上

げます。 

（会長）  伊賀市国民健康保険診療所条例の一部改正する条例について、採決を採らせていた

だきたいと思います。賛成の方の挙手をお願い申し上げます。 

 

（会長）  議事の４番。「ピロリ菌除菌事業の一部負担の助成」について、議題といたします。

当局の説明をお願いいたします。 

（健推）   健康推進課の入本と申します。よろしくお願いいたします。座らせていただきます。

只今、議題にしていただきました「ピロリ菌除菌事業の一部負担の助成」でございま

すが、平成２４年度から伊賀市として取り組む当該事業の概要についてご説明申し上

げます。 

        まず、この事業がですが、あまりガンの予防事業としての認知度があまり高くない

ものですから、まず、ピロリ菌とは、そもそも、どのような菌で、人間の体にどのよ

うな影響を及ぼすか、また、その検査方法・除菌方法について少し説明させていただ

きます。先生方もお見えになって、先生方は十分よく存じていていただいているかと

思います。 
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         正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ菌」と申しまして、胃の粘液に生息しており

ます。この菌につきましては、１９８０年前後にオーストラリアで発見されておりま

す。この発見によりこの研究をした学者は、ノーベル賞を受賞しているということで

ございます。ピロリ菌につきましては、日本では中高年に感染率が高く、特に胃潰瘍、

十二指腸潰瘍胃炎の患者さんの感染が非常に多く、十二指腸潰瘍の患者さんでは、ほ

とんどが感染していると言われております。 

        感染経路は、口からの感染と考えられ、発展途上国で感染率が高いから、水を介し

た感染が疑われ、衛生環境に関すると考えられております。このような調査報告もあ

る中で、諸外国の先進国であり、衛生面でも安心のできる日本で、その保菌率が高い

という結果が出ております。 

        この菌に感染した場合、胃炎、十二指腸潰瘍、胃のポリープ、さらに胃がんや胃の

リンパ腫に深く関わっていると考えられております。また、一部、血小板の減少症や、

鉄欠乏貧血症に関与しているとも言われております。 

        次に、このピロリ菌の検査方法でございますが、数種類の検査方法がございます。 

        まず、血液による抗体検査。便による抗原測定。内視鏡等で胃の粘膜を採取して調

べる組織鏡見法、培養法等がございます。さらに、検査試薬を飲み、吐き出した息の

炭酸ガスを測定する、尿素呼気試験方法等がございます。 

        次にこのピロリ菌が見つかった場合の除菌方法でございますが、ヘリコバクター・

ピロリ菌のいる患者さんには胃酸分泌が分泌を抑える薬と、２種類の抗生物質を用い

る除菌療法がございます。１週間程度この薬を服用することで、ピロリ菌を除菌する

ということでございます。いろんな調査結果・報告が出ておりまして、９０％以上と

言われているようでございます。一度除菌されると再発の可能性はほとんどないと考

えられております。 

        以上が、ピロリ菌の検査、除菌方法、そのピロリ菌とはどのようなものかという説

明でございます。当該事業は、がんの予防事業の一環として行うものであります。 

        従来、市が行っていますがん検診との大きな違いといたしまして、がん検診事業に

つきましては、がんを早期に発見し、早期に治療をすることを目的としていますが、

このピロリ菌除菌事業については、がんの発症を根本から予防するという点で、大き

な違いがございます。 

        伊賀市が、平成２４年度から実施する当該事業の概要でございますが、実施主体と

しては伊賀市が実施させていただきます。それと対象者は、あくまでも予定でござい

ますが、伊賀市に住民登録がある２０歳以上の市民の方、外国人登録者の方も含みま

す。平成４年４月１日までに生まれた方が対象になります。 

        次に検査及び除菌方法ですが、検査方法については調整中でございますが、検査方

法による場合が尿検査の場合ですと３千数百円程度になります。実施医療機関につい

ても、伊賀医師会と協議中でございます。また名賀医師会とも今後協議をさせていた
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だきたいと考えております。対象の人数ですが、予算計上しているのが約千人。その

中で除菌をする方、いわゆる、ポリ・ピロリ菌を保有している方の割合が、おおむね

５割から６割ということです。約４００人程度を考えております。費用につきまして

は、薬代で５千円程度ですが、調整中でございます。実施医療機関についても、検査

と同様に考えております。事業の実施開始時期つきましては、極力調整がつき次第、

始めさせていただきたいと考えております。 

        参考ですけれど、他の自治体の取り組み状況はどうかということでございます。三

重県では、新聞にも書いてあったように、県内初の取り組みでございます。他府県、

他市では、東京の足立区で「検査・除菌」の事業。東京の多摩市で平成２４年度から、

４０歳以上を対象にした検査のみの費用事業。長野県の飯島町で検査のみ。群馬県の

高崎市でも、検査のみ。私どもの調べた資料の範囲内での、他自治体の取り組みは以

上の状況でございます。 

（委員）  議長。 

（会長）  はい。 

（委員）  必ず除菌した場合に除菌できているかどうかを確認しないことには意味がないので

すよ。だからその費用が必要と思います。今のお話であれば、検査の除菌だけでしょ。 

（健推）  はい。 

（委員）   だから、その確認のための除菌をしたかっていう検査が必要になってきます。 

（健推）   はい。 

（委員）   我々も絡んでやっているので。そうしないことには、やった意味がない。そこまで

しないと、除菌ができているかどうか、確かめないと。 

（健推）  はい。 

（委員）  だから、そういう予定があるのですか。 

（健推）  今のところ予定はありません。 

（委員）  それでは、意味がない。 

（委員）  だからどれだけ、除菌ができたかという確率を統計として取ってもらわないと意味

がない。 

（委員）  じゃ、除菌できない場合もあるということですか。 

（委員）  ある。 

（委員）   除菌できないものはいっぱいあるよ。まだ、医学的には全部できない。ピロリ菌

はいろいろ研究されてはいるけどね。 

          昔、我々が言われていたのは、十二指腸潰瘍は、胃がんはないと。しかし、ピロ

リ菌には十二指腸潰瘍はあると。我々の場合は、十二指腸潰瘍には、胃がんは発生

しないという、そういう常識があったわけ。ただ、それをどういう形で制度化され

るかっていう、意味もあるし。尿だけ調べても。 

（健推）   とりあえず、予算を組ませていただいたのは尿検査の費用だけです。 
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（委員）   だから、尿検査では、どのぐらい確率があるの。 

（健推）   正確率ですよね。 

       ９、９５ぐらい。資料によってばらばらです。文献とかいろいろ調べたのですけ

ど。 

（委員）   そんなもん、ばらばらですよ。 

（健推）   ばらばらです。 

（委員）   血液も。 

（健推）   血液もそうです。 

（委員）   はい。 

（健推）   かなり、パーセンテージの幅が大きくなっております。 

（委員）    我々は、生検で胃の粘膜を採取し、生検でその中に機能がどのぐらいあるかとい

う潰瘍とかそういう患者に対してね。 

         もう一つは言いたいのは、潰瘍を、僕らが生検できた場合に、そのあとを「そっ

ちのほうに回せるか回せないか」っていうことね。カメラでやって、「ピロリ菌がい

る」と分かる。だからそういった、あとのことは治療をそっちのほうで。県、市で

対応してくれるのかどうか。あとのフォローは分かりますか。 

（健推）   要するに、保険外やということですか。 

（委員）   そう。 

（健推）   いわゆる「混合診療」とかっていうことですか。 

（委員）   混合診療。 

（健推）   もし、その潰瘍が発見された場合は保険適用になるのじゃないですか。そうじゃ

ないですか。 

（委員）    無い時もあるわね。 

（健推）   除菌の費用は、こちらのほうで負担はさせていただいて、検査の結果胃潰瘍とか

十二指腸潰瘍で治療が必要な場合ですよね。 

（委員）    その辺です。 

（健推）   保険適用になると思いますが、無くてピロリ菌だけ保菌している場合、症状が何

も出ていない方については、除菌費用は予算のほうで計上させていただいてござい

ます。 

（委員）    医師会とまたちょっとはっきり調整していないのですか。 

（健推）    はい。 

（委員）    こういう質問していいのかどうか分からないが、こういう補助金は、大変いいこ

とですが、予算的なこともあるし、この順番はあると思います。がん予防の「ピロ

リ菌」補助もやし、「こういう補助もしてほしい。」といろいろな要望があって、そ

の中で検討して、このようになったと思うのですが。 

そういう「プロセス」はどうなっていますかね。会議で、「こういうのしてくれ。」
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とか、各種団体から補助金のこういうのを求めた「請願があったか」、「議会であっ

た」か。 

あるいは、そういう会議でこういう医療補助の中でこういうのが出ている。その

中にあって、ピロリ菌が優先やから、補助の予算が付いたのかっていう。そこらの、

医療補助を行ううえで、順位とか決定はどういうプロセスでしているのかどうか。

一議員として知りたい。 

（会長）    部長。 

（部長）   はい。住民の方からのニーズではありません。実際、このピロリ菌っていうこの

もの自体があまり知られていないという現状があります。決して、今までそういう

プロセス、住民から出てきたニーズに沿った事業ではないということです。 

          ただ、事の経緯については、市民病院が、がんの重要性か、そこらの絡みで当初、

市民病院が実施予定になっていましたが、実施の段階の検討で市民病院が実施する

と、市民病院の患者さんだけにとどまってしまうもので、「それでは駄目」というこ

とになったものですから、「伊賀市全域でやろう」ということの中で、市が実施主体

になったということです。 

その中で当然、「除菌」は全額、市が負担するのかどうか。ただ、ピロリ菌があっ

て除菌する場合は、いわゆる、市は「自由診療」ですので、概ね、保険適用できる

３割相当額は利用、の方に負担していただいて、７割相当額は市が負担しようとい

うことでございます。その、３割の。除菌の３割相当の額が、安ければ安いほど皆

さんは受けていただきやすいので。そういったことの軽減を図るために、その自己

負担分の軽減を図るため、国保から「一定の負担」をさせていただくということで

お願いをさせていただくということでございます。 

あとの「分析」という部分については、市民病院に分析していただく先生が、来

ていただけるということでございますので、伊賀市の中でも分析は病院を中心にし

ていただく予定です。 

ただ、詳細については、医師会等当然詰めていかなければならないし、広く、受

けていただくためには開業医の先生方にも受けていただきたい。そうすると、「尿な

のか検便なのか」という部分もあります。検便なんかも試料が高く、尿だと安い。

その辺の兼ね合いもあるので。これは今後、医師会とか、受けていただく先生方と

協議をさせていただく必要があると思います。協議していく中で先程申し上げた、

できるだけ負担を軽減して、広くピロリ菌とはどういうものだというところから始

まって受けていただく。例えば人間ドックであれば、ピロリ菌っていう検査の項目

をオプションとして付けていただいてとか、他の検診の特定検診の中でもピロリ菌

の検査をオプションとして付けていただくとか。 

その際には、検査は無料ですけど、もし、「実施したら一部負担が要りますよ。」

というような説明は当然、していかなければならないのです。この「ピロリ菌の検
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査だけ行く。」ということはあまり考えられない。一般の特定検診の中の一つの方法

として、皆さんに受けていただくように周知をしていかなければならないことでも

あります。 

経緯になっているかどうか分からないですが以上です。 

（会長）   はい、委員。 

（委員）   議事ですが、「ピロリ菌除菌事業の一部負担の助成」についてとこういうタイトル

で議事に入れてありますが、今の内容を聞くと 議事にならないですね。 

        事業について、この資料を貰いましたけれど、どんな事業かも書いていないし、

費用にしても調整中ですし、除菌の費用についても調整中ですし、事業総額どれぐ

らいの事業費が要るのもわからないです。一部負担の助成について、今、３割言わ

れましたけども、予算規模とか金額とか出てこないことには事業として、今ここの

運営協議会で議事にはならないように思います。今の状況なら、「報告事項」とか「周

知事項」というような形でしか我々には伝わってこないのですが。 

（会長）   それについてどうですか。 

（委員）   どういうことで議事としてあげてくれたのですか。 

（健推）   一般会計のほうで当該事業予算を計上させていただいてございます。 

    当然、その中には社会保険の加入者の方も、共済組合の加入者の方も、国民健康

保険の加入者の方もお見えになります。 

        その中で、伊賀市の国民健康保険が一保険者として、このピロリ菌の検査とか事

業につきまして、その被保険者様の除菌費用等々の負担金を一部その助成していた

だけないか。ということで、今回この案件を持ってこさせていただいた次第でござ

います。 

（会長）   国保のほうの３割負担で、まあ、賄いたいということですね。そういうことです

ね。 

（部長）   大変申し訳ございません。この事業。市の事業自体の検査の費用は全額負担です。 

（会長）   全額。 

（部長）   自己負担なしでやります。金額は確定しておりません。まあ、概ねこれくらいか

なという中で、３割負担相当の額をこの会計からっていうのは、事業が確定して負

担式が確定し、皆さんにお示しするのが筋と思います。 

        金額も分からないうちに、負担してくださいというのはちょっとそういう時期で

もないかなというご意見をいただいたと思います。この市の事業はもう、２４年度

から予算を計上して議会を受けていただいたら、早速４月からやる事業でございま

す。 

ですが、皆さんがこの運営協議会の中で、ちょっとまだ不足。審議するのに不足し

ていると、いうことのご指摘であれば、例えば補正で対応する、年度の途中からと

いうこともさせてはいただくのですが、皆さんにご審議していただくだけの内容に
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なってないかと思います。 

        だけど、事業自体は４月１日から、周知はさせていただきます。先程申し上げた、

「ピロリ菌だけ検査ということはありません。先ほど申し上げたとおり、課の事業

としては「特定検診」であったり、「がん検診」であったり、例年行っています。 

（会長）   ほかに何かご意見等ございませんか。 

（会長）    ありがとうございました。それでは、賛否をとらせていただきます。ピロリ菌除

菌事業の一部負担の助成について採決を採らせていただきます。賛成の方の挙手を

お願いいたします。 

       賛成少数でございます。この件につきましては、否決といたします。 

       部長からも、審議について準備不足であったとのことから、今後、実施内容を再

検討された上で、お願いしたいと思います。 

       次に４、その他の項で報告等ございましたら。 

（事務局）  失礼します。 

       「高額な外来受診を受ける皆さまへ」という、資料をご覧ください。 

       これまで、高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けた場合でも、い

ったんその額を支払っていただきましたが、この４月からは、限度額を超える分に

ついて支払う必要はありません。 

 加入する健康保険窓口で、申請をして、限度額適用認定証の交付をしてもらって

ください。以上です。 

（会長）   ありがとうございました。 

       報告をいただきましたが、何かご質問ございませんか。 

       他にありませんか。 

       どうぞ。 

（事務局）  失礼します。 

     平成２４年度保健事業について簡単に報告させて頂きます。 

脳ドック、簡易人間ドックにつきましては、資料を見ていただいたとおり、募集人

数、検査項目等、昨年と変わりなく実施をさせていただきたく、２４年度予算に計

上させていただきました。 

また、２２年度から実施しています簡易人間ドックの前立腺がん健診につきまし

ても、引続き実施させていただきます。 

次に特定健康診査等でございます。 

２４年度特定健康診査につきましては、三重県健診あり方検討調整会議が開催さ

れ、そのときに県医師会との協議で三重県集合契約や検査項目が決定されますが、

本年開催は、３月８日に開催予定で、まだ、協議決定されていませんので、伊賀市

国保加入者につきましては、心電図・貧血検査を追加項目として実施していますの

で、この追加費用を含め、伊賀、名賀医師会と協議をさせていただき前年と同額実
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施ということでお願いしたいと考えています。 

また、がん検診との同時実施も考えており、一人でも多くの方が受診しやすいよ

うに、受診機会を広げることを２４年度で実施したいと思っています。 

     以上でございます。 

（会長）   何かご意見ございませんか。ありませんか。 

       それでは、無いようですので、第３回伊賀市国民健康保険運営協議会を閉会いた

します。大変お忙しいところありがとうございました。 

 

 

 


