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伊賀市国民保健運営協議会議事録 

 

事務局：    委員の皆様にはお忙しい中、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２回国民健康保健運営協議会を開催させていただきま

す。本日は、過半数以上の委員様の出席をいただいており、各号に定める委

員一人以上の出席をいただいていますので、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、市長からご挨拶させていただきます。 

内保市長：    失礼いたします。改めまして皆様、こんにちは。会議にご出席いただきました

お礼と、日頃いろいろお世話になっていますことにつきまして、一言皆さんにご

挨拶を申し上げたいと思います。本日は大変お忙しいところ、国保運営協議会

にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。皆様方につきましては、それ

ぞれのお立場で、伊賀市の市政全般に格別のご協力をいただいておりますこ

とに併せてお礼を申し上げるところでございます。 

          ご案内させていただいたとおり、国民健康保険を取り巻く状況等は、十分ご

承知いただいているところでございますが、特に所得の低い方が国保では増

加傾向にあり、国保税額を確保するための徴収ということにつきましては、市と

いたしましても大変努力をしているところですが、厳しいものがございます。 

また、伊賀市の国保の状況で、ご説明をさせていただきますが、医療費も一

人あたりの医療費等について、増えている状況にございます。こうした国保の

運営につきまして、引き続き皆様に、お世話をおかけいたしますが、いろいろな

ご意見を賜りながら、今後の国保運営に活かしていきたいと考えています。よろ

しくお願い申し上げます。 

最後に、日頃お世話になっているお礼を申し上げ、本日のご挨拶とさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

事務局：    それでは、議事進行につきましては、規則により会長があたることになってい

ますのでよろしくお願いいたします。 

会長：    それでは開会にあたりまして、一言ご挨拶をさせていただきます。晩秋を迎

えまして、日一日と、寒さが増してまいりました。 

         今日は皆様方には大変お忙しい中、繰り合わせて、ご出席を賜りましたこと、

厚く御礼申し上げます。また、日頃より、運営協議会に、ご協力、ご支援をいた

だいていることについきまして、改めてお礼申し上げます。 

          今年もインフルエンザの時期となってまいりました。毎年、年末から新年にか

けて発生しているところでございます。聞くところによりますと、昨年度は、伊賀

で亡くなられた方、また、重症になられた方、高齢者夫婦を含めまして、インフ
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ルエンザに多く罹患されたとのことでございます。皆様方におかれましても、こ

れから体調には十分注意をされ、インフルエンザ等にかからないよう注意をし

ていただくことをお願い申し上げるとともに、地域におきましても、また、各地域

の各団体におきましても、インフルエンザ等の予防には十分注意していただき

ますようお願い申し上げます。 

         尚、大変僭越でございますが、本日は１２月議会にあたりまして、皆様方に平

成２３年度国民健康保険特別会計補正予算についてご審議を賜ることになっ

ています。どうぞ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

         それでは、会議にはいらせていただきますが、規則に基づき議長は会長が

務めるとなっていますので務めさせていただきます。また、併せて議事録署名

人につきましては、規則第１０条により、今回は、公益を代表する委員、中盛汀

委員を指名いたします。中盛汀委員、よろしくお願いいたます。 

事務局：    それでは、議事に移らせていただきます。議事進行につきましては、会長が

あたることになっていますので、以降の議事につきまして、よろしくお願いいた

します。 

会長     議事に進ませていただきます。平成２３年度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：    市長につきましては、公務のために退席をさせていただきますので、お許し

をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局：    それでは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。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５億１千２０３万３千円を追

加し、補正後の額をそれぞれ９９億４千３７２万１千円としています。

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１５

８万６千円を追加し、補正後の額をそれぞれ１億８千９５８万７千円と

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、２６９万６千円を増額し、補正後の額

を 1 億７千８１４万８千円としています。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１７名分で、人事異動等により、１５８万

２千円の増となります。一般管理費では基金積立４２７万８千円の増で

ございます。 

    第２款保険給付費でございますが、一般療養給付費で２億２千２５０

万３千円の増でございます。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３月から７月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、８月から翌年２月診療分を予想し、これ
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を支出済額に加え、決算見込みとした結果、不足すると思われる４つの

科目を補正しています。 

 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す。 

 ４ページをお開きください。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７５歳以上の方の医療費にかか

る今年度の伊賀市国保負担分です。 

 第７款共同事業拠出金ですが１件８０万円以上の診療報酬に対し超過

分の医療費を市町村と国・県の負担により保険者の財政の安定化を図る

もので、昨年度の高額医療費の支払に対して負担金が課せられています。 

第１０款諸支出金につきましては、６千３７７万２千円の増額を行う

ものでございます。内訳としましては、一般被保険者保険税還付金が７

００万円、平成２２年度の療養給付費負担金の精算返還金５千７２７万

２千円でございます。保険税還付金は、被保険者の資格喪失の届出が遅

れたため等により、過年度に納めた保険税を被保険者にお戻しするもの

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精算により

国に返還するものでございます。 

また、第１１款予備費に１億５千万を計上しています。 

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。 

第３款国庫支出金 高額医療費共同事業負担金ですが、歳出の第７款で

説明いたしました１件８０万円以上の診療報酬に対し交付されるもので

す。 

第４款療養給付費等交付金につきましては、平成２２年度の退職者医

療の療養給付費等交付金の過不足額５千３７４万３千円が交付決定され

たものでございます。 

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

国と県が１／４ずつ、社会保険診療報酬支払基金が２／４を負担し交付

されます。 

第８款財産収入につきましては、今年度の基金利子分でございます。 

第９款繰入金 一般会計繰入金では１億４千２６９万３千円の減でご

ざいます。事務費繰入金１５８万２千円の減は、歳出の一般管理費の減

と同額でございます。国保財政安定化支援分２千９５０万９千円は、国

からの交付決定によるものでございます。また、当初予定していました
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保険給付費支払基金準備金繰入金につきましては、前年度からの繰越金

があったため不要となり減額するものです。 

第１０款繰越金は５億８千６０４万７６６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１２５万３千円の増額。 

第３款繰入金では、阿波診療所への寄付金があったためそれを繰り入れ

るものです。 

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６名分の増として７３

万７千円です。その他の事務経費として９万２千円の増となっています。 

第２款医業費につきましては、阿波診療所での在宅酸素療法装置借上料

９０万９千円や山田診療所の血圧計・尿分析器１０万８千円の増等による

ものでございます。 

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。 

会長：    ありがとうございました。平成２３年度国民健康保険事業特別会計の補

正について、ご審議を賜りたいと思います。ご意見のある方、よろしくお

願い申し上げます。 

委員：    診療所の歳出の一般管理費、人件費の６名分について、詳しい内容につい

てお聞かせください。 

事務局：    阿波診療所と山田診療所の医師２名とそれぞれ１名分です。 

         また、それぞれの診療所へかかる看護師と事務員の分です。霧生診療所の医

師分につきましては、別途支出となっております。 

会長：   よろしいですか。はい。他にございませんか。 

事務局：   今回、５億の繰越金があったのですが、今年度必要だろうということで、金額を

はじき出しまして、それぞれの給付費等に充てています。それ以外の部分は、予

備費として、計上させていただきました。 

会長：   繰越金が、５億８,０００万あります。それは、当初の予算でみていなかったという

ことですね。 

事務局：   当初５００万でしたが、５億の繰越があったので、少し余裕が出ましたので、予

備費の方に充てています。流用も考えております。 

会長：   決算は出てなかったね。当初予算で５００万ですね。 

事務局：   そうです。当初予算では、繰越金が分からない状態で決めています。 

会長：   委員よろしいですか。 

委員：   本日の資料ですが、この段階で出していただいたのですが、事前に資料をい
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ただきますと、目を通すことで準備ができますので、審議会前に資料をいただ

きたいです。 

事務局：    資料については、案内文書と一緒に同封させていただいていますが、今回、

資料が整いませんでしたので、お許しいただきたいと思います。 

会長：     他にございませんか。事前に資料を作ってから提出していただいて、３日前

でも、前の日でも結構ですので提供していただきたいと思います。 

では、無いようでしたら、あとはその他の項でご意見をいただきたいと思いま

す。第２の伊賀市国民健康保険の状況について、資料２で事務局の説明をい

ただけますか。お願いします。 

会長：     平成２３年度国民健康保険事業特別会計補正予算について、ご承認の方

の挙手をお願いいたします。ありがとうございました。賛成多数で承認といたし

ます。ありがとうございました。 

         続きまして第２項の、伊賀市国民健康保険の状況について、ご報告いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局：     失礼します。簡単に資料の２を比べてみたいと思います。伊賀市の国民健康

保険の状況ということで、過去３年間の推移等を比べてみました。 

         １ページ目の被保険者数なのですが、２０年、２１、２２年度と３年間減少して

います。県平均も、やはり減少していますし、伊賀市も同じような状況でござい

ます。全国的にもそういった傾向にあります。 

保険税の状況ですけども、一世帯あたりの保険税のところで、伊賀市は保険

税ですが、三重県では保険料で徴収している所もございます。２１年度は一世

帯あたりの保険料は１５万９,８６１円で前年は１５万円 8,２２７円で低いですが、

平成２２年度は、２１年、２０年度から比べていただきましたら、１４万９,1６０円と

低くなっています。県もやはり同じで、低くなってきています。三重県の平均と

比べると伊賀市の税は１４万９,１６０円で更に低いということで、ご理解いただき

たいと思います。 

続いて、一人あたりの保険料につきましては、２０年、２１、２２年度と、これも

低くなってきています。２２年度につきましても、８万５,６６５円で、県の平均より

も低くなっています。 

２ページをご覧ください。一人あたりの調定額でございます。伊賀市の国保

は、県内市町の平均と比べると低くなっています。一世帯あたりの調定額も低

いです。一人あたりの調定額、保険税ですけども、県内の２９市町でみますと県

内１６位ということです。１４市町では１０番目ですので、市町では低いです。全

体でみると中間になります。 

２２年度に、限度額を引き上げさせていただきましたが、介護納付金と、後期

高齢者支援金分での均等割を減額させていただき、そういったことでも、調定
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額は減っております。また、国の非自発的失業者に係る軽減制度の発足により、

これによって調定額も少なくなってきております。収納率ですけども、２２年度に

つきましては、９３．２１％。です。市町平均が８９．９３％。これは、２９市町は１２

番目で、市の中ではこの収納率は１位ということで報告させていただきます。収

納率の推移につきましては１ページをご覧ください。２０年、２１年、２２年度と収

納率は差押件数の増、インターネット公売等徴収組合により、２２年４月からは

コンビニ収納を開始したことや、また、軽減制度により納めやすくなったことで、

収納率もアップしていると思います。 

伊賀市は、高い収納率でございます。過年度分の収納率ですがトップの額

です。三重県としては、１４．９２％でございますが、伊賀市は２４．７３％でござ

います。過年度分が２０％以上を超えていますと、収納率が低い状態であって

も、交付金が減額されません。収税課と連携しながら収納率の向上に努めてま

いります。 

続きまして、２２年の医療費については、２ページをご覧ください。年間一人

あたりの医療費は、３１万６４６９円です。県市町の平均が３０万４２５９円というこ

とで、２９市町では９番目に高いということでございます。税金の一人あたりの額

は、どちらかというと、低いですけども、医療費全体でみますと、高くなっている

ということでご認識いただけると思います。主な病気五大疾病から、拾ってみた

のですが、循環器系疾患だとか、あと、消化器系疾患、内分泌、栄養及び代謝

疾患となっています。循環器系疾患では、３９億５,９３６万５，６４０円になります。

一人あたりの医療額、１６万３,２４６円。これは一年間で調べたものです。この五

大疾病がおよそ全体の６０％を占めています。循環器系疾患、内分泌、栄養及

び代謝疾患は、心筋梗塞、脳梗塞、それから、糖尿病とか、これはやはり生活

習慣病というところです。健診で、早期発見によって、医療費の抑制に努めた

いと思います。一人あたりの医療費の状況も、２０年、２１年、２２年と、だんだん

増えてきています。これは三重県も全国的にも国保の方につきましては、高齢

者の方が多いところによることもあります。 

特定健診は、２０年度から制度改正により、保険者に実施が義務付けされま

した。受診率は向上しています。この、法定報告は、４月１日から３月３１日まで

の１年間に国保に入っている方、そういう方だけ、この特定健診の受診者として

報告をいたします。実際に特定健診を受けていただいている方は、２０年度で

したら、４,５８４人みえます。２１年度でしたら、４,６４１人みえます。この２２年度

は５,５５８人でございます。年々増えてきているということです。三重県の国保の

平均は、３２．６％というところです。受診率が５０％を超えている市町もあります。

伊賀市の特定健診につきましては、年々受けていただいている方が増えてい

る状況です。下の表を見てください。男性の方の受診者数がすごく低く、また、
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女性の方にあっては３５．５％です。２２年度で見ていただきましたが、５５歳以

下の女性も男性も、受けていただいている方が少ない状況です。こういう方に

受けていただくように、２２年度は、５５歳から６５歳の方に対して、２年間受けて

いただいたことがない方に受診勧奨をいたしました。今年度は、５０歳から５５歳

の方を対象に、受診勧奨を送付いたしました。これは、受診率向上に努めてい

くためでございます。 

以上、簡単ですが、伊賀市の状況を説明いたしました。 

会長：    ありがとうございました。伊賀市国民健康保険の状況について、ご説明いた

だいたわけですが、何かお聞きしたいことがございましたら、ご意見をいただき

たいと思います。 

委員：    市町全部が出しているのですか。事業所とかは。 

事務局：    国保連合会で調査報告をいただいています。資料としてまとめたのは、保険

年金課です。 

委員：    特定健診の受診結果と、例えば疾患との関係はどうですか。出ていますか。 

事務局：    心筋梗塞とか、脳梗塞とか、先程言っていただいたように、糖尿病といったと

ころは、今の特定健診の生活習慣病につけるところですけれども、そういった

方向で調べ、保健指導もさせていただきます。薬を飲んでいただいている方が、

少なくなってくるとか、そういったことがあります。医療費の適正化も長い目で見

ていただきたいと思います。 

会長：    他にございませんか。 

委員：    医療費ですが、県平均よりも高いということですが、それはどれぐらいの位置

にいるのか。それと、その原因について分析されていますか。 

事務局：    分析については、保健師がしています。 

委員：    傾向についてはどうですか。それと、中勢とか南勢とか過疎地域に見られる

のか、そのあたりの分析はどうですか。 

事務局：    医療保険の高い所というのは、紀南、北勢、それと大台町、大紀町、南伊勢

町、尾鷲、のあたりですね。 

それでいうと、伊賀市は高いほうから次のランクになります。 

委員：     三重県の平均は、全国的にいったらどういう感じなのですか。 

事務局：    真ん中ぐらいです。 

会長：     ２２、３番ということですか。 

事務局：    そうです。そのあたりです。 

会長：     稲森委員さん、よろしいですか。 

委員：     はい。 

会長：     無いようでしたら、私から質問させていただきます。被保険者の年間平均の

状況と、それから保険税の状況で、年々被保険者が減ってきていますが、どう
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ゆう状況ですか。 

事務局：     全国的に、国民健康保険の加入者は減っています。 

会長：     県も減っていますよね。扶養家族で、加入できない人はいるのかどうか。 

事務局：    国民健康保険の加入者といいますと、以前でしたら自営業の方が多かった

ですね。 

  今は、被扶養者の方と、被扶養者保険の方が、社会保険に入らなくって、国

民健康保険に加入しています。 

   今まで派遣は、保険に入ってない方が多く、国保が多かったのですが、派遣

健保が出来ています。今までは、外国人の方を保険から外していた会社もたく

さんあったのですが、伊賀管内でもそういう会社が、社会保険に入れるようにな

ったので、急に国保被保険者が抜けたりもしていますので、そういったこともあ

ると考えています。 

会長：    はい、分かりました。他にございませんか。 

会長：    それでは、第２項の伊賀市国民健康保険の状況について、終わりたいと思い

ます。事務局、何かございませんか。 

委員：     保健師さんが指導していくとおっしゃっていましたが、どんな体制ですか。 

私もこのあいだ健診を受けたばっかりで、その最後のところに、結果が出たら、

指導を受ける気がありますかの設問がありました。 

医療費を抑えるためにはとても大事なことで、受診率が高くなっているのは、

いいことだと思います。一方で、重症化しないためにも、保健師さんの役割もと

ても大事だと思います。そういう意味で、今後の計画はありますか。 

部長：    各支所の保健センターには先程申し上げた、保健師さんがいます。保健師

の業務としては、相談業務、保険診療、巡回があります。指導を受けて指導健

診の事業は、年に４、５回、それぞれのセンターで実施しています。 

委員：     状況は。 

部長：     市としてはもっとやりたいのですが、保健師の数が少ないです。実際問題、

保健師さんがもう少しいたらもっと広く事業を展開してやっていきたいのです。

保健師が少ないので、結果として本庁の保健師と、支所の保健師と、連携、協

力して実施しています。全体として保健師さんが不足している状況です。 

保健師が少ない状況で事業を進めることは、人数的に難しいです。人材が入ら

ないということで、現状維持です。 

部長：     市として、やれることがあれば、事業展開をしていきたいという気持ちは持っ

ています。 

委員：     そうですか。示してください。 

部長：     健康２１計画も来年度からの計画もありますので、計画予算の獲得をしなが

ら話を進めたい。 
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会長：     その他の項に行かせていただきたいと思いますが何かございますか。 

事務局：     失礼します。直営診療所の現在の状況につきまして、ご報告をさせていた

だきます。 

２月２４日の議員運営協議会の時に、あり方検討委員会の方から経過報告

があり、三診療所の、地域の方の意見を聞きながら進めていくことが大切という

ことのご意見を頂きました。 

それを受けまして、本年７月２０日に山田地区から、山田地区の住民自治協

議会の皆さんをはじめ、各区長さんの出席をいただき、山田診療所の今後の

懇談会を設定いたしました。懇談会ではいろいろなご意見を頂きましたので、

ご報告させていただきます。 

一つ目が、山田診療所の利用者の数でやっていけるのか。というご意見をい

ただきました。 

二つ目に、地域医療をいろいろな角度から見ていく必要がある。それぞれ地

域的にはたくさんの問題はあるが、地域医療は地域で作ることを改めて考えて

いただきたいというお話でございました。 

三つ目に、山田地区には山田診療所と、私経営のあずま診療所が、あるの

ですが、仮に山田診療所の廃止とか、あずま診療所の業務などの撤退などを

考えた場合、山田地域の地域医療などは成り立っていかないといったことでご

ざいました。その場合の、地域住民を守っていく想定も考えていただきたいとい

うご意見がございました。 

そして、四つ目に、２次救急病院の対応医師の少なさといった形で、ご意見

を頂きました。今現在の、２次救急の充実を狙っている中で山田診療所の廃止

とかは、地域医療の充実にも反するものではないかというご意見をいただきまし

た。また、地域福祉に対しても、反するのではないかということで、再考願いた

いというお話でございました。 

五つ目に、診療所を仮に廃止したとすれば、地域のメリット、デメリットも考え

ていただきたい。 

六つ目に、山田診療所については、他地域からの利用者もあることから、受

診されている方のことも考えていただきたいという意見でした。 

山田診療所が廃止になった場合には、高齢者の方については、バス利用が、

中心であり、現在の交通体系では大変利用しにくい。移送サービスもあるが、

移送サービスを利用するならば、当然定期的に、使う場合は移送経費も上がっ

てくるため、診療自体を減らすものではないか。そういう点から、現在の交通体

系の見直しとか、福祉サービスの利用、交通機関を含めて考えていただきたい

との意見でした。 

最後に、自治会長のほうから、地域の意向をまとめていただいたのですが、
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自治会長の言葉をお借りするならば、山田診療所は、生きていくうえの源であり、

診療所の廃止については受け入れることが出来ない。故に、診療所の存続を

求めるものであるとのことでした。現在の診療所の運営方法や、広報のＰＲも今

後見直し、安定感のある直営診療所の経営を進めていただきたいという全体

的なまとめでした。 

山田地域の懇談後、７月２６日に山田診療所の金沢医師と懇談をする機会

を得ました。金沢医師お話のでは、検討委員会で廃止と表明されている中で

安心して医療に携わることが出来ないといわれましたが、懇談をしていく中で、

伊賀市の動向を見ながら頑張っていくというお言葉も頂きました。当然、この山

田地域住民も廃止等の正確でない話を耳にしておられる方もいますので、今

は、患者に不安を与えないようにすることが大事であることも言われていまし

た。 

以上、直営診療所に係る懇談会についての報告を終わります。 

ありがとうございました。 

会長：     ありがとうございました。この診療所につきましては、早くから検討委員会を設

けて進めていただいているところでございますが、このたび、請願というか、回

答に対しまして何かご意見ございますか。 

          地域住民が主催というか、市のことでございますので、こういったものは、改

革がしにくいと私は感じていますが。 

委員：     住民の方が暮らしていく、今後の方針をどのように考えているのか。やはり住

民の方の合意というのと、やはり収支だけじゃなく、地域の厳しい医療を守って

いくということについてはどのようなお考えですか。 

部長：     診療所のあり方ということで地域へ入ると、どうしても廃止される、廃止の方

向でいうことからまず考え、経費削減だとか、伊賀市の財政状況からいうと、住

民の方もすごく敏感です。廃止も一つの方向ですが、住民の皆様方をまず、地

域の病院に来なさい。ということのご支持をいただいた中での、協議である。 

           伊賀市は当然地域医療を守っていかなければなりません。公立病院の上野

市民病院があり、民間病院があります。上野市民病院の状況が、あまりよろしく

ない。市民病院が機能を十分果たしていない中で、立派な医療機関があるの

をなくしていくことは出来ない。市民病院がある一定の充実した医療体制が組

めるのであれば、その時点でもう一度みんなで議論する必要である。最終的な

判断は委員の皆様さんにしていただくという、我々はそういう形で一致してやっ

ていただこうかなと。だから、そのへんの理解をしていただきたい。それと、「診

察していただく患者がだんだん減ってきているようなら、「もう要らない」。といっ

たらおかしいですけども、市民病院が自立すればそれでいいということになれ

ば、それはそれで、皆様の判断に基づいて、私は考えたいと思っています。 
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現状については、地域へ帰ってしっかりと話し合いをさせてもらいながら、一

方的に切り捨てということはありません。やはり、合併前からずっと築いてきたも

のですから、地域医療の安心という部分も大事な部分であるので、それを重視

しながらやっていきたいと思います。 

委員：    今報告を聞いて、国保運営協議会の中にこのあり方検討委員会というものが

設置されているということで、全体の会議の中で前任者に引き続いてあり方検

討委員会の、代表という立場で発言をしていけばと思っています。 

          この会議が終わったあと、引き続きあり方検討委員会の会議もありますが、今

日の運営協議会で、皆様方にご報告をしていただいたことですので、そのこと

についても都合によっては、運営協議会の中でも議論してもらわなければなら

ない。今日はこのあとに会議がありますので、そこでまず議論させていただこう

かと思います。皆さんの認識を共通のものにしていただくためにも、いろいろな

ご意見を今お聞かせいただければ、このあとの会議にも反映できると思います。

よろしくお願いします。 

会長：     他に、どうですか。 

事務局：    他の診療所へも、行く予定なのですが。今回は山田地区っていうことです。

阿波診療所が阿波地区で、霧生診療所、青山ですね。今後状況を見ながら、

順番に回る予定です。 

委員：    自治会長さんにお集まりいただいてというお話でしたけれども、その自治会長

さんがご意見をくださったわけですよね。例えば、「地域の方の声を聞き入れる

ような機会といったようなものを持っていただいたうえで、その会議に来ていた

だいているのか、自治会長さんの意見としておっしゃられたのか、個人的な意

見としておっしゃられたのかどちらですか。 

事務局：    今回のような市民の方の声を聞くということになりますから、地区へ入っての

説明と、懇談会ということで、地区代表の区長さんと、あの、住民自治協議会の

会長さんがお集まりいただきました。 

         そのことで、各区長さんが地元へ帰ればこんな話したんやわっていうようなこ

ともあると思いますが、部長が言いましたように、廃止とかそういうことではない

ですので、今回は代表してのご意見と個人の感想としてお聞きをしました。 

部長：    地域の方の意見という意味では、ある一定の行政の考えを示さないと、何にも

なしで「いきなり丸投げで通しますよ」。と言ったら、それは「廃止しないでくださ

い」っていうペースになります。 

だから、プロジェクトを進めて、一定のメドをたてていただきながら、ある一定

の行政の考えを示し、それに対して「どうですかって」いう形にしたい。いずれ

はそういう形が、ほしいと思います。皆さんにお集まりいただくのもちょっと大変

だと思いますが、そのあたりも考えてほしい。 
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会長：    無いようでございましたら、このあとまた、あの、直営診療所の専門委員会がご

ざいますので、この項は終わらせていただきたいと思います。 

         次に４番目のその他の項で、委員の皆さんからご意見がございましたらいた

だきたいと思います。 

         はい、中森委員。 

委員：      再び教えていただきたいのですけれども。今、ゆめが丘にクリニックがあると

思うのですが、透析の、専門ですか？岡波の先生が開業したとか聞きかじった

くらいで分からないのですけども。 

         そこが出来た時に、市民病院の影響というかあるのですか。 

部長：       現状ですか。市民病院の影響ですか。 

部長：       透析患者が増えているのです。今の医療機関、伊賀市・名張市含めて、伊

賀で６つくらいあります。 

しかし、市外に行かれる方が増えています。受け入れる体制を持っている

のです。私が知っている範囲は、市民病院の状況ですので、やはり、増えてい

るという現状の中で、滋賀県にも行かれていると聞かせていただいています。

だから、医療機関によっては、市内で受診いただくことは、市外へいかなくても

済むことは私個人の意見としては、賛成です。 

会長：      他に何かございませんか。無いようでしたら、長時間にわたりまして、ご審議

ありがとうございました。 

        これで健康保険運営協議会を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

部長：      ありがとうございました。 

 


