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平成２６年度 第３回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

  【開催日】平成２７年２月２６日（木）  

午後１時～ 

【開催場所】伊賀市役所 第１委員会室 

 

（事務局）  黒田委員さんがまだのようですが、定刻となりましたので、これより始めさせて

いただきたいと思います。委員の皆様、本日の会議はいつもより３０分早い開催に

も関わらず、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

       ただいまから、平成２６年度第３回伊賀市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、過半数の委員の出席があり、各号に定める委員１名以上が出

席されておりますので、運営協議会規則第６条に基づきまして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

拶をさせていただきます。 

（市 長）  改めまして、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

また、日頃から国保事業をはじめ市政全般に対し、格別なご協力、ご理解をいただ

いておりますことを重ねてお礼申し上げます。 

       今年の１月から２年間、委員の皆様の任期が新たに始まりました。中には、今回

新しく委員に就任された方もおられます。後ほど、委嘱状をお渡しさせていただき

ますが、この国民健康保険運営協議会委員を快くご承諾頂戴しましたことに感謝申

し上げます。これからの２年間、よろしくお願いいたします。 

       さて、近年のわが国における医療費の状況は、年々増加の一途をたどっておりま

すが、伊賀市の国保会計におきましても、保険給付費の決算額は、平成２３年度は

約６５億円、２４年度は約６８億円、２５年度は約６９億円と増え続けています。

そして、今年度もそれを上回ると予測し、補正予算で対応しているところです。そ

の中で、病気を未然に防ぎ、また、重症化させないためにも健診事業、保健事業が

ますます重要であると考えています。 

この会議で皆様の貴重なご意見をいただき、国保事業、さらに国保会計の運営に

反映をさせていきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げ、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、事項書の第１項、この１月１日から新しい任期が始まり、ご承諾い

ただきました委員の皆さまに、ただいまから委嘱状の交付を行わせていただきます。 

 

＜審議会委員への委嘱状交付＞ 

 

（事務局）  委員の皆様、２年間どうぞよろしくお願いいたします。会議途中ではございます
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が、市長は次の公務が入っておりますので退席させていただきます。 

（事務局）  それでは、座って失礼いたします。続きまして、第２項の委員の皆さまをご紹介

させていただきます。資料１をご覧ください。２７年１月１日から２８年１２月３

１日までの２年間という任期で、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は薬

剤師を代表する委員、公益を代表する委員、被用者保険等保険者を代表する委員と

して２１名の皆様にご就任いただきました。名前を順次ご紹介させていただきます。 

       

＜委員名簿により出席委員・欠席委員紹介＞ 

 

（事務局）  それでは、新しい委員さんもいらっしゃいますので、事務局をご紹介させていた

だきます。 

 

＜事務局側自己紹介＞ 

 

（事務局）  第３項、会長の選任でございますが、国民健康保険施行令第５条によりまして、

会長は、公益を代表する委員のうちから選挙により決めることとされております。

慣例によりまして、選挙は行わずに指名推薦により決めたいと存じます。 

（委 員）  岩田委員を推薦したいと思います。 

（委 員）  はい。私からも、前年に引き続いて岩田委員を推薦させていただきたいと思いま

す。 

（事務局）  ありがとうございます。ただいま、引き続き、岩田委員さんに会長をとのご意見

をいただきましたので、ここでお諮りさせていただきます。賛成の方は拍手でご承

認をお願いいたします。 

 

＜満場の拍手あり＞ 

 

（事務局）  ありがとうございます。岩田委員さんを会長に決定させていただきましたので、

会長様、前の席へご移動をお願いします。 

（議 長）  着席をして失礼させていただきます。改めまして、皆さん、本日はご多忙中にも

関わりませず、平成２６年度第３回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。私たち委員は新しく任期がスタートしましたが、一部の

委員さんに交代があり、新しい顔ぶれとなりました。また、今年度の運営協議会に

ついては、本日の会議が最後になると思われますが、よろしくお願いしたいと思い

ます。さて、政府は国保の重点改革として、平成３０年度から市町村に代わって都

道府県が保険者となり、国保運営の中心を担っていく方針を示しました。また、大

幅な公費を投入し、保険者の支援を拡充していく見通しとなっています。今後の国
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保制度について、都道府県と市町村の新たな役割や機能が議論されていくことにな

りますが、引き続き注目していきたいと思います。 

       本日の議事ですが、平成２６年度国民健康保険特別会計補正予算、平成２７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

ています。貴重なお時間でございますので、会議の進行にご協力いただきますよう

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

署名委員について、私から指名させていただきたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。今回は、被用者保険等保険者を代表し、原委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。 

       なお、議事録作成のため、ご発言等を確実に録音できるように、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、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２６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）  説明に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。資料

２から資料５の予算関係につきましては、あらかじめ郵送させていただいてありま

した。残りの資料ですが、本日配布しましたのが、資料１の名簿、そして資料６の

平成２７年度伊賀市国民健康保険保健事業について、そして資料７、保険税の見直

しに係る表です。また、参考資料として、伊賀市国民健康保険条例、伊賀市国民健

康保険運営協議会規則、国民健康保険法施行令、あと国保新聞です。ご確認をよろ

しくお願いします。不足があればお知らせください。よろしいでしょうか。それで

は、説明に入らせていただきます。座って失礼いたします。平成２６年度補正予算

（案）について説明させていただきますので、資料２、資料３をご覧ください。ま

ず、資料２の事業勘定ですが、２ページの歳入合計の欄及び４ページの歳出合計の

欄に記載してありますように、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ

１億９，３９４万８千円を減額し、補正後の額をそれぞれ１１１億３，８３３万１

千円としています。次に資料３の直営診療施設勘定ですが、１ページの歳入合計の

欄及び２ページの歳出合計の欄に記載してありますように、既定の歳入歳出予算の

総額から、歳入歳出それぞれ６５７万９千円を減額し、補正後の額をそれぞれ２億

２，５００万３千円としています。それでは、事業勘定の歳出から説明しますので、

資料２の３ページをお開きください。第１款総務費ですが、１億４８９万３千円を

減額し、補正後の額を１億１，９７０万６千円としています。詳細については人件

費で６７万１千円の減額、一般管理費で９，７０１万円の減額、賦課徴収費で７０

０万７千円の減額等を行っています。そのうち、一般管理費で計上している社会保

障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入によるシステム改修委託料の５５６万
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８千円については、国の動向から今年度の執行が見込めないため、繰越したいと考

えています。第２款保険給付費ですが、昨年３月から１０月までの８ヶ月間の給付

費を参考に、冬場の医療費の増額を見込んで１億５，３９７万１千円を増額してい

ます。第３款後期高齢者支援金等では、社会保険診療報酬支払基金から支払決定額

が通知されたことにより、３，４４４万１千円を減額しています。第４款前期高齢

者納付金等も、同基金からの通知により１４０万４千円を減額しています。第５款

老人保健拠出金も同様により、７万８千円を減額しています。第６款介護納付金も

同様に、６４６万４千円を減額しています。４ページをご覧ください。第７款共同

事業拠出金では、１億４，６６３万円を減額しています。内訳としまして、保険財

政共同安定化事業拠出金、これは、県内市町の保険税の平準化や財政の安定化を図

るため、市町からの拠出金により共同事業を実施していますが、三重県国保連合会

から支払決定額が通知されたことにより、１億４，７２４万４千円を減額していま

す。また、高額医療費拠出金、これは、小規模な保険者の運営基盤の安定化を図る

ため、市町からの拠出金により高額医療費を県単位で費用負担調整する事業ですが、

国保連合会から支払額が通知されたことにより、６１万４千円を増額しています。 

第８款保健事業費では、３，３９７万５千円を減額しています。内訳としまして、

特定健康診査等事業費では、健診委託料の減により２，９８７万９千円を減額して

います。また、保健衛生普及費についても簡易人間ドック委託料等の減により４０

９万６千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６万１千円を増額しています。第１１款予備費は、１千万円を残し、１，

９５９万５千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ページをご覧ください。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２５年度収納実績率を乗じて見込額と

し、２億３，６９９万１千円を減額しています。第２款使用料及び手数料は、補正

がありません。第３款国庫支出金では、６億２，４４３万２千円を減額しています。

療養給付費等負担金で６億５，６５０万７千円の減額、高額医療費共同事業負担金

で１５万３千円の増額、特定健康診査等負担金で５４６万２千円の増額、財政調整

交付金については２，６４６万円の増額です。第４款療養給付費等交付金ですが、

２億４９１万９千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当初試

算していた額より多かったため、増額交付されています。第５款前期高齢者交付金

も４億１，５９１万８千円の増額で、同様の理由によるものです。第６款県支出金

では、１億５，５７２万円を減額しています。高額医療費共同事業負担金が１３５

万６千円の減額、特定健康診査等負担金が５４６万２千円の増額、県調整交付金が

１億５，９８２万６千円の減額です。２ページをご覧ください。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、

１億４，６９３万７千円を減額しています。第８款財産収入ですが、当会計には保
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険給付費支払準備基金、高額療養費貸付基金及び出産費資金貸付基金の３基金があ

りますが、それらの基金から生じた利子で、３９万３千円を増額しています。第９

款繰入金では、３億１，９９４万４千円を増額しています。一般会計からの繰入金

として、保険基盤安定繰入金では３，１５７万６千円の増額、事務費繰入金では、

５９４万９千円の増額、出産育児一時金等繰入金では４４８万円の減額、財政安定

化支援事業繰入金では９，２９６万２千円の減額です。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２，８９５万８

千円を増額しています。続きまして、平成２６年度直営診療施設勘定診療所費補正

予算（案）について、資料３をご覧ください。それぞれの科目では、山田・阿波・

霧生の３診療所の合計額を計上しています。まず、歳出から説明させていただきま

すので、２ページをご覧ください。第１款総務費では、一般管理費で７１万６千円

を減額しています。職員人件費や診療所の運営経費です。第２款医業費では５８０

万３千円を減額しています。 医療用機械器具費で１０万１千円の増額、医療用消

耗機材費で５万６千円の減額、医薬品衛生材料費で４９７万円の減額、医業諸費で

８７万８千円の減額です。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１ページの歳入をお開きください。第１款診療収入では、各診療収入を合わせ、

７０９万８千円を減額しています。第２款使用料及び手数料では、９万６千円を減

額しています。診断書料や医師の意見書料です。第３款繰入金では、へき地診療所

運営補助金増を見込み、７５万８千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款諸収入では、１４万３千円を減額しています。主に、雑入の医療

材料等売払代金等で１４万２千円を減額しています。以上で２６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、２７年度予算から繰上充用を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。まず平成２６年度国民健康保険事業特別会計事

業勘定の補正予算について、ご質問、ご意見なりございましたら発言をお願いした

いと思います。何かございませんか。 

（委 員）  事業勘定の支払準備基金の取り崩し額３億７，９１６万円余りとあります。伊賀

市の場合、以前に保険税を引き下げたということもあるかと思いますが、こういう

額になった理由を教えてください。 

（事務局）  昨年度の補正予算も、この程度の額を基金からの繰入として計上させていただき

ましたが、決算では、保険給付費は前年度より増えたものの、予想以上に残額があ

ったため、最終的に基金の繰入をせずに済みました。本年度も医療費の増高が見込

まれますので、この金額を補正予算で繰入金として計上させていただきますが、保

険給付費の決算額により繰入の要否が明らかになることと思います。 

（委 員）  分かりました。 
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（議 長）  他に何かご質問、ご意見なりございましたらどうぞ。ないようでしたら、平成２

６年度国民健康保険特別会計直営施設勘定診療所費の補正予算について、ご意見、

ご質問があればお願いします。 

（委 員）  先ほどの質問で、最終的には赤字になる見込みというお話でした。今回は６５７

万９千円減額していますが、減額する理由と、赤字額は今の見込みではどれぐらい

予想されているのか教えてください。 

（事務局）  歳入歳出ともに減額していますが、診療収入につきましては、山田診療所が休診

していた期間、また週に１日半のみ診療をしていた期間があるなど、１年を通じて

診療日の欠けた時期がありました。それに伴い、医薬品等の購入も少なくなったこ

とから、６５７万９千円の減額になっています。また、赤字の額ということですが、

現在の見込みでは、約１億１，８００万円です。 

（委 員）  休診時の維持管理費や、医師以外の人件費等はどのように管理されていたのか、

別に答弁はよろしいですが、少し赤字金額が大きいと思います。また、内部で検証

していただければありがたいと思います。 

（事務局）  はい。検証したいと思います。 

（議 長）  それでは、平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算について、賛成の方

の挙手をお願いしたいと思います。 

 

＜平成２６年度補正予算案採決＞ 

 

（議 長）  ありがとうございます。全会一致でご承認いただきました。それでは案の文字の

抹消をお願いします。それでは議事の２項目、平成２７年度国民健康保険事業当初

予算について説明をお願いします。 

（事務局）  平成２７年度国民健康保険特別会計予算（案）について説明させていただきます

ので、資料４、資料５をご覧ください。資料４の事業勘定では、２ページの歳入合

計の欄及び４ページの歳出合計の欄に記載してありますように、予算額を歳入歳出

とも１０９億７，２６７万１千円、また、資料５の直営診療施設勘定診療所費では、

１ページの歳入合計の欄及び２ページの歳出合計の欄に記載してありますように、

予算額を歳入歳出とも１億５，６０７万３千円としています。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４の３ページをお開きください。 第１

款総務費ですが、前年度より３１５万１千円を減額しています。内訳については説

明欄のとおりです。主なものとして、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、前年度より３，８３５万４千円を減額して

います。２６年３月から７月診療分の実績と、２５年度の同じ期間における伸び率

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、前年度より

１０件減の９０件を見込んでおり、葬祭費は１件５万円で、こちらは５０件増の２
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００件を見込んでいます。第３款後期高齢者支援金等は、前年度より４，０５１万

３千円を増額しています。支援金は被保険者数２３，４０５人で、病床転換分を併

せ、1人あたり約５万４，５２８円、事務費は４円６０銭で試算しています。第４

款前期高齢者納付金等は、前年度より１８万９千円を増額しています。納付金は被

保険者数２３，４０５人で、１人あたり１００円、事務費は３円７０銭で試算して

います。第５款老人保健拠出金は精算のための費用ですが、医療費拠出金、事務費

拠出金ともに１０万円を見込んでいます。第６款介護納付金は、前年度より２，０

４４万円を増額しています。介護２号被保険者数８，５１３人で、１人あたり６３，

２７０円で試算しています。４ページをご覧ください。第７款共同事業拠出金では、

前年度より１０億２，３４１万９千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、２７年度から全ての医療費を事業の対象に広げることから、拠出額が

激増しています。また、高額医療費拠出金では、基準対象見込額に伊賀市比率の５．

３％を乗じて試算しています。第８款保健事業費は、前年度より１，１５６万円を

増額しています。特定健康診査等事業費では主に健診委託料の増により９５３万７

千円を増額し、保健衛生普及費では主に簡易人間ドックや脳ドックの検診委託料の

増により２０２万３千円を増額しています。第９款公債費は、一時借入金利子で前

年度と同額としています。第１０款諸支出金は、保険税の還付金等で前年度と同額

です。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ページをご覧ください。第１款国民

健康保険税ですが、前年度と比べ１億２，７４２万３千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。第２款使用料及び手数料は、督促手数料等の

増により、前年度より１５６万１千円を増額しています。第３款国庫支出金は、前

年度より３億３８８万３千円を減額しています。療養給付費等負担金は、前年度よ

り２億４，２０１万８千円の減、高額医療費共同事業負担金は１３５万２千円の増、

特定健康診査等負担金は１４４万６千円の増、財政調整交付金は６，４６６万３千

円の減となっています。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、

前年度より３，３２７万５千円を増額しています。第５款前期高齢者交付金は、５

億２，９２８万６千円を増額しています。第６款県支出金は、６，５２７万円を減

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、６，８０６

万８千円を減額しています。２ページをお開きください。第７款共同事業交付金で

すが、前年度より１０億２，０７１万４千円を増額しています。理由は、歳出で説

明させていただいたとおりです。第８款財産収入は３つの基金から生じる利子分で、

前年度より４万７千円を減額しています。第９款繰入金は、前年度より３，３５９

万２千円を減額しています。一般会計繰入金については、説明欄に記載のとおりで

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、
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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、２６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５の２ページ

をご覧ください。第１款総務費では、前年度より１０２万７千円を増額しています。

職員人件費と施設の維持管理等の経費です。第２款医業費では、２８９万３千円を

増額しています。医薬品衛生材料費の２５５万１千円の増等によるものです。第３

款公債費は、主に山田診療所建築時の起債に係る償還分です。第４款予備費は１０

万円を計上しています。１ページの歳入をご覧ください。第１款診療収入は、前年

度より２８８万円を増額しています。第２款使用料及び手数料は、文書料で１万８

千円の増額です。第３款繰入金は、昨年度より７５万８千円を増額しています。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

度より２６万４千円を増額しています。以上で平成２７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、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２７年度の特

別会計事業勘定予算につきまして、ご質問、ご意見ございましたらどうぞご発言く

ださい。 

（委 員）  昨年と大きく違うのは、この保険財政共同安定化事業交付金の部分だと思うんで

すが、来年度からどのように変わるかを教えてください。 

（事務局）  この保険財政共同安定化事業といいますのは、先ほども若干説明させていただき

ましたが、保険者には財政力の大小もある中で、各保険者から拠出金を集めて、そ

れらを再配分することで、保険料の平準化や財政の安定化を図るようにしようとい

う事業です。ただ、拠出金の対象となる診療報酬明細書の金額が年々下がっていま

す。平成２５年度は２０万円以上の診療報酬明細が対象となっていましたし、今年

度は２万円以上のものというように決められています。２７年度につきましては、

すべての医療費が対象ということで、拠出分の計算がかかってきます。それを集め

て再配分するということで、年々、市町の拠出金も上がってきています。かなり増

えていますが、試算によりこの金額になっています。ただし、また交付金として受

ける分も計算によって増えてきます。 

（委 員）  結局、それは国が計画している国保の広域化に準じる形になるということですよ

ね。それで、実際に伊賀市の国保にはどんなことが起こるのかということですが、

例えば、保険税のことについて、平準化するということは、保険税が高いところあ

れば低いところもある。それから、医療費もたくさん使っているところもあればあ

まり使ってないところもある。それを平準化するということは、どちらかに合わせ

ることが起こってくる。それなら、拠出金の計算方法も、医療費や被保険者数など、
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何らかの計算方法に入ると思いますが、伊賀市の場合はどんな影響があると考えら

れますか。 

（事務局）  伊賀市は、歳入に占める保険税の割合については県下でも低い方ですが、歳出に

占める医療費の割合については県内でも高い方になっているのが特徴です。今後、

県が保険者になった時に、どんな計算方法になっているか分かりませんが、保険料

については、分賦金方式ということで、県が各市町保険者に対して、納めるべき金

額を提示してきますので、その時点では反映されていると考えています。 

  ただ今も申しましたように、広域化ということになりまして、伊賀市は医療費が

結構高いです。医療費水準に合わせた保険料の確保ということになりますと、伊賀

市は保険税を２５年度に引き下げましたので、医療費に合わせた保険税の確保がで

きるかという点ではちょっと難しいと考えており、これ以上、保険税を下げていく

ということは、担当課としては考えてはいません。保険税の平準化ということにな

りますと、もう少し高い額になってくるかと思いますが、すぐには国も、県で統一

するということではないようなことも言っております。もしかしたら、伊賀市もま

た下げたものを引き上げる形になるのではないかと思っております。ただ、そこの

ところで、急激な変化が起こらないように、経過措置のようなものがあるとは聞い

ております。 

（委 員）  広域化をして、国民健康保険に入っている人たちの保険料が安くなるわけではな

く、結局、上がるということですか。伊賀市にとっても、医療費をたくさん使い過

ぎということで、その医療費実績のことも計算の中に含まれてきますよね。だから

できるだけ医療費も使わないようにしてくださいというようなことを言われるわ

けですよね。安心して医療にかかれる国保運営や、国保のあり方が、私は広域化を

したら逆になっていくような気がしてならないわけです。それと、今おっしゃった

ように、結局、保険料を集めるのは市の責任でやらなきゃならないので、分賦金方

式、つまり伊賀市はこれだけのお金を集めてきなさいと言われても、それが集めき

れなかったら伊賀市がその分負担しなきゃいけないというような形にもなるかも

しれない。結局、広域化をするということは、伊賀市にとっても、それから国保に

入っている人たちにとっても本当にいいことはないと私は思っています。       

とりあえず２７年度は、保険料が上がる話ではないということですね。 

（事務局）  はい。２７年度予算には反映しておりません。 

（委 員）  それともう一つは、実際、今、伊賀市は保険料を引き下げていただいてますが、

資格証の発行の状況についてです。また、医療費等を窓口で支払う時に、３割負担

の方がたくさんおられると思いますが、一部負担金の減免制度ですね。保険料は納

めているが、実際にお医者さんにかかろうと思った時に、医療費が高くて払えなか

ったり、家計の状況が大きく変わって負担ができない時の減免制度というのは、国

の法律では一応決まっています。伊賀市の場合は、まだそ、実際にはできていませ
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ん。来年度、その方向性というのは考えられておられますか。 

（事務局）  一部負担金の減免制度につきましては、来年度の実施は見込んでおりません。 

（委 員）  医療機関の窓口でも、お金がないので医療費が払えないとか、その検査まではも

ういいですとか。例えば、入院になった時も、入院が高額でという話はあると思い

ます。それも保険料を納めている場合と滞納してる場合、全く保険に加入していな

い方が医療機関にかかる場合といろんなケースが考えられると思います。まず、滞

納している方が医療機関にかかった時に、保険証がなく資格証の人ですよね。１０

割払えるわけじゃないと思いますが、その時に保険者としてどう対応されているの

か。命に関わる場合で、保険証の有無で医療を受けられないということになった時、

何らかの考え方を持っておられるかお訊かせください。 

（事務局）  資格者証の方と解釈させていただきますが、その方については、窓口で１０割を

ご負担いただいて、あとで特別療養費という形で払い戻しをさせていただく方法が

あります。ただ、支払う一時金すらないという方もおられます。制度の中には、保

険者判断という前提ですが、特別事情に関する届をしていただける制度があります。

それを提出していただいて、その方の病状等も病院から訊かせていただく中で、一

時的に、期限を限った一般証を交付するという方法を取らせていただいているケー

スがあります。 

（事務局）  保険税については、国保に加入されてる大半の方は納めていただいており、なか

には、厳しいながらも納めていただいている方もおられます。しかし、納められな

いという事実もあります。その原因を解消するのは、国保だけではなかなかできま

せん。一定の措置はさせていただいていますが限度があります。その方がなぜ納め

られないかという原因を解消するために、例えば、生活苦であるなら生活保護担当

であるとか、行政組織の中の福祉分野で支援していかなければ、その世帯は医療に

かかれない。問題は納められない原因はどこにあるのかを探っていかなければ、そ

の人のための支援にはなりません。医療機関から、保険証がないのに入院して、医

療費が高額になってどうするのかということを、訊かせていただいています。問題

は違うところにあるのではないかということも、医療機関に申し上げていまが、 

      これからも福祉全体の中で支援していきたいと考えています。 

（議 長）  はい、いいですか。他に何かございましたら。 

（事務局）  国保第４４条による一部負担金の減免のことですが、調べましたら、市単位では

１４市のうち１０市が整備されております。名張市さんも、２５年の５月から条例

ではなく規則で策定したようです。ただ、市町の担当者に訊きましたら、やっぱり

生活保護の基準ということで、実際に利用できるような制度ではなかなかないよう

です。実績は１つの市で２３年度の１件のみや、全く利用されていないような状況

です。先ほども言いましたように、今のところ一部負担金の減免は、案としては作

ってありますが、運用につきましては、まだこれからということで考えています。
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他のところ、特別事情の届といった被保険者の方に何らかの形で支援させていただ

く方法をとっていきたいと思っています。 

（委 員）  第４４条に基づく一部負担金減免、病院に行った時に払えない時の減免は、国が

２００８年ぐらいに貧困の急増によって、生活困窮の人たちが医療機関へ行って、

払えないことがないようにということでなされたことだと思います。国基準そのも

のが、やはりお粗末な内容だとも言われています。自治体独自で、国基準からもう

少し要件を広げたり、適用要件を緩和するような措置をされてるところもあります。 

      相談業務ではなく要件を緩和している自治体等も参考にしていただきながら、医療

機関等の話もよく訊いていただき、いろいろな生活状況を幅広く把握していただき

たいと思います。制度が国の法律で謳われている以上、市町で実際にそれが使える

ように規則、要綱等を整備していただきたいということを要望しておきます。 

（議 長）  はい。他にございませんか。では、次に直営診療施設予算についてご審議いただ

きます。何かこれに関しましてございますか。よろしいですか。無いようでしたら、

平成２７年度国民健康保険事業特別会計当初予算（案）について、ご賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

＜平成２７年度国民健康保険事業当初予算案採決＞ 

 

（議 長）  賛成多数でご承認をいただきましたので、案の文字の削除をお願いします。それ

では、３番目の議事でございますが、平成２７年度の保健事業の提案ということで、

説明をお願いいたしたいと思います。 

（事務局）  失礼いたします。資料６、平成２７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。脳ドックにつきましては、検査内容は本年度と変更ご

ざいません。定員ですが、毎年応募者多数のため、検査をお願いしています病院と

協議をし、２０人増の３６０人を予定しております。検査費用は、今年度特定健康

診査の心電図単価が１，４００円に改定されたことに伴い、脳ドック及び簡易人間

ドックの心電図単価を１，３００円から１，４００円に、特定健康診査と同額で予

算計上しております。また、今年度、受診券を発行させていただきました３４０人

の中で、１月末で１１人の方が予約されて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きましては、定員、

検査内容等は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、５５０人の応募があり、結果、受診啓発を行い

ましたが、今年度の受診者は４８３人でした。２７年度は応募状況により、再募集

をさせていただくことも検討しております。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、これにつきましては、今後の開催となるため、現
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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。単価案としまし

て、今年度と比べ全体で２３０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、２７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。また、引

き続きがん検診との同時実施、集団健診の実施を計画しております。以上でござい

ます。 

（議 長）  はい、ありがとうございます。内容等で何かご質問ございませんか。 

（委 員）  脳ドックですが、定員３６０人が限界ですか。 

（事務局）  予算もありますが、検査をしていただける医療機関が岡波病院さんと上野総合市

民病院と２ヶ所しかなく、また、１日に検査していただける人数が決まっています

ので、定員増のお願いをできるのが２０人でした。しかし、今後、検討はしていき

たいと考えております。 

（委 員）  簡易人間ドックが６３０人の定員が、５００数名しか応募がなかったと。 

（事務局）  はい。 

（議 長）  予算のことですが、簡易人間ドックの予算を脳ドックに回すということはできな

いのですか。 

（事務局）  予算範囲内でできますが、病院の受け入れが難しいところがあります。 

（議 長）  この辺りで脳ドックをやっている病院は他にはないのですか。 

（事務局）  市民病院と岡波しかありません。それぞれの病院は、他からの依頼もありますの

で、お願いをしてようやく２０人増やしてもらえるという状況です。２６年度は岡

波さんで２１５人、市民病院で１２５人受け入れのお願いをしてあり、２７年度は

岡波さんが２２０人、市民病院が１４０人お願いしている状況です。 

（委 員）  退職して６０歳から国保に入っていますが、脳ドックの応募をさせてもらっても、

抽選でなかなか当たらない。抽選方法はどのようにされているのですか。年齢を決

めて、今年はこの人が対象というように、抽選方法を考えてもらいたいと思います。

当たる人は２年に１回ずつ当たり、当たらない人は５年目でやっと当たったなど、

なかなか当たらない状況です。 

（事務局）  抽選方法ですが、被保険者を代表する委員さんに出向いていただいて、応募の中

から３４０人を抽選していただいています。応募された方から、毎年同じようなご

意見をいただいているため、優遇措置を検討させていただきたいと考えております。 

（委 員）  個人的に津市など他の病院と交渉して受けた場合、伊賀市から助成はありますか。 

（事務局）   他の病院で受診いただいた方についての助成はしておりません。 

（議 長）  近隣の市町の状況も一度調べていただき、どれぐらいの補助でやってるのかを調

査していただいたらと思いますので、よろしくお願いします。他にございませんか。

では、その次の課税限度額の引き上げと保険税軽減の拡充のご説明をお願いします。 
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（事務局）  資料７をご覧ください。国民健康保険税の課税方法について、平成２７年度税制

改正大綱が示されました。今後、国会において審議され、今年度中に議決される見

通しとなっており、ひいては当市の条例改正にもかかわりますので、説明させてい

ただきます。改正の内容は２点で、概要にもありますように、１点目は国民健康保

険税の課税限度額を見直すこと、２点目は、低所得者に対する国民健康保険税の軽

減を拡充することです。中央のグラフをご覧ください。左が現行の制度、右がこれ

から改正しようとする内容を表わしています。グラフの横軸が所得額、縦軸が保険

税額となっています。被保険者にかかる保険税の年額は、所得割と呼んでいる応能

分、そして均等割と平等割と呼んでいる応益分で構成されています。応能分につい

ては、所得が上がるにつれて保険税額も上がっていきますが、課税にも限度額が設

定されており、ある時点から保険税額が横ばいになるしくみです。また、応益分に

ついては、誰にでも同額が賦課されますので、どの所得の人も同じ保険税額という

ことで、線がまっすぐ横に走っていますが、軽減制度というものがあり、それに該

当する人の保険税額の線は、それぞれ下がっています。応能分については、現行の

限度額は、基礎課税額が５１万円、後期高齢者支援金等課税額が１６万円、介護納

付金課税額が１４万円となっています。限度額を見直すことにより、改正後は、基

礎課税額が５２万円、後期高齢者支援金等課税額が１７万円、介護納付金課税額が

１６万円にそれぞれ引き上げられることになり、高所得者の負担が増えることにな

ります。当市では、基礎課税額で６世帯、後期高齢者支援金等課税額で９世帯、介

護納付金課税額で８世帯が該当し、約３３６万円の歳入増となる試算です。次に、

課税の軽減の拡充ですが、低所得者に対する軽減は３段階で、７割・５割・２割の

軽減があり、軽減判定所得によって、該当する人の保険税の一部を軽減しています。

今回の改正では、７割軽減の人について広がりはありませんが、５割と２割の軽減

判定所得をそれぞれ引き上げることにより、２割軽減しか受けられなかった人の一

部が５割軽減に移行し、また、軽減が受けられなかった人の一部が２割軽減に該当

するようになります。当市では、２割軽減が４５人増加し、５割軽減が２４４人増

加すると見込み、軽減額が約４３９万円増えると試算しています。このように、高

所得者に対する課税と、低所得者に対する軽減拡充を併せて見直すのが、この度の

改正です。今後は、国会での議決を受けて、地方税法が改正され、当市は関係する

条例を改正することになり、当課では、国民健康保険税条例の一部を改正すること

になります。施行は平成２７年４月１日からとなる予定ですが、この制度改正の内

容に従い、条例改正を行うことについて、委員の皆様のご了承をいただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で、説明を終わらせていただ

きます。 

（議 長）  はい、ありがとうございます。今、説明いただきましたけども何かご質問ござい

ましたら。 
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（事務局）  このような形で進めていくということで、市長の専決をいただき、４月の臨時議

会に諮らせていただいて承認をいただきたいと思っております。ただ、国会が紛糾

しており、なかなか予算も年度内の成立が難しいようです。当初は３月末公布、４

月１日施行ということで国は進めていたようで、それに合わせて、市としても専決

処分をいただいて市議会での承認をいただく方向でした。いずれにせよ、国に合わ

せ当課でも進めていきたいと思っています。 

（議 長）  はい、分かりました。何かこれに関してご意見等ございませんか。ないようです

ので、皆さん方のご了承をお願いしたいと思います。        

 

＜国民健康保険税賦課限度額見直し案採決＞ 

 

（議 長）  では、議事が終了しました。６番目その他の項ですが、当局より何かございまし

たらどうぞ。 

（事務局）  はい。その他でございますが、前回の会議で稲森委員から公益を代表する委員６

名が市議会議員から選出されている件につきまして、ご意見を頂戴しておりました。

当運営協議会で審議した内容を、委員である議員さんが再度本会議で審議するのは

どうかというご意見でした。事務局として、他市の状況も見た中で検討をしました

が、意見を頂戴してから日数もあまりなく、今回は引き続き、公益を代表する方６

名の再任ということでご承諾をいただいたところです。任期は１月１日から２８年

１２月３１日までの２年ということになります。今日、皆さんに国保新聞をお配り

させていただきましたが、その中に国保財政の運営のことが掲載されています。当

初、運営主体が２９年度から県へ移行することになっておりましたが、３０年度か

ら都道府県化する改革につきまして、厚労省が国保の改正案を提示したとの内容が

掲載されています。当初は、保険者の規定が都道府県でしたが、都道府県と市町村

が共同で運営するという共同保険者の位置づけとなる見込みで、都道府県と市町村

それぞれに運営協議会設置の方向が示されています。このことから、当運営協議会

も存続される予測です。当初は、２９年度までこのまま議員さんにお願いをしたい

と思っていましたが、３０年度以降も存続されるということですので、これから運

営協議会委員さんのあり方や選任方法につきまして、検討を重ねてまいりたいと考

えています。検討した結果につきましては、また、この会議でご報告をさせていた

だきたいと思っています。それまでの間ですが、公益代表委員さんにお願いをした

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それから、前回、前任の澤

野委員様からご意見を頂戴しておりました国保の被保険者の無受診世帯の表彰に

ついてですが、調査しましたところ、平成２６年１月から１２月までの１年間で資

格者証を含めて、１万５，５９４世帯の加入があり、その内無受診世帯が、１，７

３３世帯ございました。こういった世帯に何らかの表彰ということもなかなかでき
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かねますので、保健事業等といった形で皆さんに健康づくりをしてもらえるような

啓発をしていけたらと考えております。 

（議 長）  はい。病院にかからないのが何よりの勲章です。豊かな財政ならやっていただけ

るんでしょうけど、そうはいかないようです。 

（事務局）  何らかの形でやっぱり感謝の気持ちを表していきたいと思いますので、また皆さ

んにご相談させていただきます。 

（議 長）  他に何かございますか。 

（委 員） 予算案・補正予算案等を説明していただきましたが、おそらく市長の決裁を取って

出されているんでしょう。ということは、ここでいろいろな意見を述べることと予

算常任委員会で述べることは、レベル的に一緒の位置づけになるんですね。 

（事務局）  本日の資料は、これ以降変わることはございません。 

（委 員）  もし変えたいという強い気持ちがあれば、予算常任委員会で私たちは頑張るとい

うことになります。 

（議 長）  他に何かございますか。 

 

＜健康福祉部長退任挨拶＞ 

 

（部 長）  ご挨拶ということですが、私この３月末で定年退職させていただくことになりま

す。私自身、３年間健康福祉部長をさせていただき、この運営協議会も出席もさせ

ていただいきました。私自身、保健・福祉・医療という点で、長くさせていただい

たと思います。伊賀市の福祉行政は少し心配はしていますが、４２年間行政職員と

して、私なりに一生懸命頑張ってきたつもりです。退職後も、皆様と何かの機会に

お近づきになるかも分かりません。その節は、どうかよろしくご支援いただきます

ことをお願い申し上げて、最後のご挨拶とさせていただきます。長年、本当にあり

がとうございました。 

 

＜満場の拍手あり＞ 

 

（議 長）  長年、本当にありがとうございました。また、一市民として頑張ってください。

他に無いようですので、これをもちまして平成２６年度第３回伊賀市国民健康保険

運営協議会を終了します。長時間ご審議ありがとうございました。 


