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平成 23 年度第 1 回国保運営協議会議事録 

 

事務局：     委員の皆様、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 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、過半数以上の

委員様の出席をいただいております。尚、各号に定める委員、お一人以上の出席をいただ

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：     改めまして皆様こんにちは。会議の冒頭に一言ご出席いただいたお礼も含めまして、ご挨

拶を申し上げたいと存じます。 

          お盆が済み、何かとお疲れのところ早速に今日は国保の運営委員会を開催させていただ

き、お忙しい方ばかりでございますが、ご出席をいただきましたことをお礼申し上げたいと存

じます。また、市の行政全般にわたりまして、皆さん方には平素からそれぞれの立場で格別

のお力添えをいただいておりますことも、併せてお礼を申し上げるところでございます。 

          さてこのたび、広域を代表する委員の 3 名の方と、被用者保険の保険者を代表する委員

さん 1 名の交代がございました。のちほど新しい委員の方々に委嘱状をお渡しさせていた

だきますが、ご承諾をいただきましたことをお礼申し上げす。 

さらに、これまで会長を務めていただきました安本議員さん。そして診療所のあり方専門

部会の委員長でありました岩田議員さんが、当協議会の委員から、外れることになりました

ので、のちほど会長ならびに専門部会の委員長さんの選任をお願いさせていただきたい。

そのように考えさせていただいております。 

なお本日の事項書にもございますけども、特に 22 年度の決算につきましてご審議を賜り

たいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

国におきましては、国保の医療費の発表もございましたけれども年々増向しているという

ことで、22 年度の医療費につきましても、前年比 2.5%の増ということであり 10 兆円を超える

金額が 3 年続いている状況でございます。また、医療問題が大変厳しい状況にあるなか、こ

の伊賀市の国保の運営につきましても同様であり、皆さん方の貴重なご意見をいただく中

で、円滑な運営ができますよう、お願いを申し上げたいと思います。 

なお、医療の問題をお話させていただきましたのは、皆様方に大変ご心配をかけており

ます上野総合病院の医師の問題でございますが、今、当局といたしましても、市を挙げて、

医師の確保に取り組んでいるところでございます。医師確保については、常勤医を含めまし

て非常勤の先生方の確保にも鋭意努力をいたしているところでございます。 

その中で、特に内科の常勤医につきましては、非常に厳しい状況を迎えていますが、な

んとか当面の間、それぞれ非常勤でお勤めいただく内科の先生を確保し、さらに、次年度

に向かって、先生方のそれぞれの移動時期等もございますので、来年の 4 月には、内科の

常勤医の確保も、併せて進める取り組みをいたしております。また、救急の輪番体制につい

ても、現在の 3 病院の輪番制を、あと 2 つの病院と協調しながら取り組んでまいりたいと、考

えているところでございます。 

また、国保税につきましても、いろいろなご意見をいただいておりますが、これまで税に



ついて一定の基準を変えないということで取り組んでいますが、県内の 29 の市町の状況も

大変厳しい国保財政運営の中で、国保税のアップを実施している市町村もございます。中

でも伊賀市は現在のところ、29 市町の内、中ごろに位置をしており、できるだけ税のアップ

を、抑える方向で取り組ませていただいております。いずれにいたしましても、先に申し上げ

ましたとおり年々医療費が増向しているという事実は、私どもの伊賀市においても変わらな

いわけでございまして、また、いつこうした小さな自治体の国保財政ではどんな激変がまい

るか分かりません。そんなことも踏まえながら、今後、国保財政の運営にあたってまいりたい

と考えさせていただいているところでございます。 

どうぞ、皆様方のご理解をお願い申し上げまして、会議の冒頭のご挨拶とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

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、市長から委嘱状の交付をさせていただきます。 

＜内保市長より委嘱状交付＞ 

  事務局：     それでは、資料 1 をご覧ください。 

                  <委員紹介> 

                  <職員自己紹介> 

事務局：     続きまして、事項書の 4 番。会長の選任でございますが、国民健康保険施行条例第 5 条

により会長は公益を代表する委員のうちからと決められております。「委員の皆様の選挙で

決める」となっておりますが、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。 

委員：      奥議員さんを推薦させていただきたいと思います。 

事務局：     はい。只今、奥委員さんに、会長をとのご意見をいただきましたので、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。 

 

＜一同拍手＞ 

 

事務局：     ありがとうございます。それでは、奥委員さんを会長と決定いただきました。会長様、前の

会長席のほうへ移動をお願いいたします。 

それでは、協議会の議長は規則で会長があたることになっておりますので、以降の議事

進行につきまして、よろしくお願いいたします。 

会長：      国民健康保険運営協議会会長をすることになりました奥でございます。よろしくお願いい

たします。微力ではございますが、委員の皆様方のご協力とご支援によりまして一生懸命頑

張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

国民健康保険が運営されてきたところでございますが、平成 21 年度から国民健康保険

の滞納率が大変高くなっております。アメリカのリーマン・ショック等で非正規労働者等が増

え、445 万人の世帯が滞納というような事態であるということで報告を受けております。そうし

た中、収納率が 88.1%まで落ちているというような状況でございます。大変厳しい状況でござ

います。 

また、議会といたしましても、制度制定当時、国の助成 45%でございましたが、今、6.5%が



下がり 38.5%という状況でございます。そうした中、大変厳しい状況でございますが、伊賀市

の運営委員会といたしまして、のちほど決裁をいただきますが、繰越資金が約 6%ということ

で、5 億 8 千 600 万の繰越を計上していただいており、大変、嬉しい状況でございます。 

伊賀市国民健康保険の被保険者、約 2 万 4 千人。世帯が 1 万 4 千ということでございま

す。被保険者 1 人 1 人の国民健康保険としての、充実に向けて、よりよい国民健康保険に

なるように、一所懸命頑張ってまいりたいと思いますので、重ねてよろしくお願いを申し上げ

まして、会長就任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。 

それでは、会則によりまして、会長が議長を務めることになっていますので、まず、議事録

署名人の選出でございますが、慣例による輪番制によりまして、被保険者を代表する、鷹尾

さんを任命させていただきたいと存じます。よろしくお願いを申し上げます。 

それでは、議事に入りたいと存じます。平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算に

ついて。資料 2 について、事務局、説明をお願いします。 

事務局：     失礼いたします。座ったままで説明させていただきます。資料の確認をお願いいたしま

す。 

     机に置かせていただいた資料ですが、事項書が 1 枚。委員名簿資料 1 が 1 枚。そして、

直営診療所の委員名簿資料 6 が 1 枚。ほかに運営協議会の規約を置かせていただいてお

ります。そして、先にお送りいたしました資料 2 と資料 3、そして資料 5 を加えていただきま

すと本日の資料となっています。よろしくお願いいたします。なお、特別会計事業勘定の補

正予算を取り下げさせていただきましたので、事項の資料ナンバー4 が抜けております。こ

れにつきましては、先に送付いたしました資料 4 を破棄していただきたいと思います。資料

の確認につきましては以上でございます。 

事務局：     それでは、22 年度事業勘定決算についてご説明させていただきます。資料 2 をご覧くだ

さい。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、1 億 9,290 万 4,197 円を支出しています。詳細につきま

しては説明欄のとおりで、職員人件費は一般職員 17 名分で、9,797 万 764 円を一般管理

費で 7,140 万 1,694 円を支出しています。一般管理費の大部分は制度改正に対応するた

めのシステム改修費用で 3,155 万 2,500 円となっています。この他、一般管理費でレセプト

点検嘱託員報酬や保険証の印刷・発送などの費用を支出いたしています。以下、連合会

負担金納付書発送など賦課徴収費、納税貯蓄組合事務経費など、説明のとおりでござい

ます。 

          第 2 款保険給付費では、63 億 3,831 万 9,707 円を支出し、歳出の 69.7%を占めていま

す。これは、前年度と比べますと2ポイントあまり上昇しています。第3款後期高齢者支援金

でございますが、9 億 5,046 万 7,494 円支出いたしております。第 4 款前期高齢者納付金

でございますが、168 万 3,187 円支出いたしました。これは、65 歳から 74 歳までの前期高

齢者の加入割合により生じます、保険間の負担の不均衡を是正する財政調整制度でござ

います。第 5 款老人保険拠出金では、597 万 8,643 円を支出していますが、平成 20 年 3

月までの老人保健での精算分でございます。第 6 款「介護納付金」では 4 億 806 万 5,962

円支出しています。4 ページをご覧ください。第 7 款「共同事業拠出金」は 9 億 6,764 万

3,808 円で、県内の保険者が高額な医療費に備えるための拠出金で、国保連合会に支出



いたしております。第 8 款「保険事業費」は 6,854 万 5,673 円で、「特定健診等の事業費」

では 4,201 万 5,449 円支出しています。昨年度決算と比べ、685 万 3,510 円の増となってい

ます。この増は受診率が 29.8%と前年度と比べ、3.4%の増になったものと考えています。脳ド

ッグや簡易人間ドックなどを行う「保健衛生普及費」では、2,653 万 224 円を支出しています。

第 9 款「交際費」は支出がありませんでしたので、全額不要額になっています。第 10 款「諸

支出金」は 1 億 5,975 万 1,272 円で、説明欄のとおりです。主なものとして、21 年度に「療養

給付費交付金」として受け入れた「交付金の精算・返還金」として,5901 万 1,309 円、「国庫

支出金の精算・返還金」は、8,912 万 5,050 円でございます。第 11 款「予備費」は全額不要

となりました。 

次に、歳入について説明しますので、1 ページをお開きください。第 1 款「国民健康保険

税」でございますが、詳細は説明欄の通りでございます。なお、カッコ欄は前年度の率でご

ざいまして、県下 14 市中トップであった昨年度の収納率より現年度分でさらに 1.71%アップ

しています。先程資料を見てみましたら、「22 年度もどうもトップであろうかな」と思っていま

す。 

徴収は収税課が行っておりますが、22 年 4 月より「コンビニ収納を開始したこと」「差し押

さえ件数の増」「インターネット公売等」の取り組みによるものだと考えています。第 2 款「使

用料及び手数料」ですが、78 万 7,156 円を収入しています。第 3 款「国庫支出金」の詳細

につきましては、説明欄のとおりでございます。総額で 22 億 4,112 万 7,251 円を収入して

います。第 4 款「療養給付費等交付金」ですが、6 億 5,316 万 2,000 円を収入しています。

これは「退職者医療に係る社会保険支払基金」からの交付金です。第 5 款「前期高齢者交

付金」ですが、21 億 5,562 万 6,223 円を収入しています。健康保険組合や共済組合と比べ、

国保の加入者は高齢者比率が高いため、多額の交付金を収入しています。第 6 款「県支

出金」は 3 億 6,857 万 8,112 円収入しており、詳細は下記の通りでございます。2 ページを

ご覧ください。第 7 款「共同事業交付金」ですが、歳出の 7 款で拠出した額に対しての交付

金でございます。第 8 款「財産収入」では、224 万 9,509 円で、3 つの基金から生じた利子

収入です。第 9 款「繰入金」は「一般会計繰入金」で 6 億 895 万 5,063 円収入しています。

詳細は説明欄のとおりでございます。「保険給付費支払準備基金繰入金」は、22 年度は取

り崩しを行いませんでした。第 10 款「繰越金」は 6 億 2,781 万 8,609 円で、21 年度からの

剰余金でございます。第 11 款「諸収入」は 4,660 万 257 円で、主なものといたしましては、

「滞納保険税に係る延滞金」2,776 万 9,745 円、「交通事故等の第三者行為により、支出し

た医療費を国保連合会に依頼し求償された分」として、1,533 万 2,274 円でございます。 

以上、歳入合計 96 億 7,940 万 706 円で、歳入歳出差し引き、5 億 8,604 万 766 円を 23 年

度に全額繰り越しをしています。 

続きまして、「平成 22 年度直営診療施設勘定決算」についてご説明をさせていただきま

す。資料の 3 をご覧ください。歳出から説明させていただきますので、裏面をご覧ください。 

第 1 款「総務費」「一般管理費」で 8,716 万 6,985 円を支出しています。「人件費」は 6 名

分で説明欄の金額のとおりでございます。一般管理費のでは「レセプト・オンライン請求に

係る経費」「診療所の維持・管理に係る経費」「霧生診療所の 2 名の嘱託医報酬等」を支出

しています。第 2 款「医療費」では、6,927 万 7,269 円を支出しています。説明欄のとおり、



大部分が「医薬品等購入」の医薬品、「医薬品・衛生材料費」でございます。第 3 款「交際

費」は 567 万 3,286 円で、全て山田診療所の起債に係る償還金と利子分です。第 4 款「予

備費」では、当初予算 10 万円を計上していましたが、支出の見込みがないため予算・執行

ともゼロといたしております。第5款「前年度繰上剰余金」ですが、21年度決算が818万583

円の赤字となったため、相当額を支出いたしました。 

以上、歳出計 1 億 7,046 万 9,123 円で、前年度と比べ約 240 万 7,536 円の増となっていま

す。 

次に、歳入をご説明させていただきます。裏面をご覧ください。表面をご覧ください。 

第 1 款「診療収入」ですが、各診療収入を合わせ 1 億 3,686 万 3,559 円で、昨年度と比

べ、約 1,003 万円の減となりました。第 2 款「使用料及び手数料」は、100 万 3,060 円収入し

ています。第 3 款「繰入金」でございますが、824 万 4,286 円で、詳細につきましては説明欄

のとおりでございます。4 款「繰越金」は、予算額・決算額ともゼロでございます。第 5 款「諸

収入」につきましては、25 万 5,766 円で「医薬材料売払代金等」でございます。 

以上、歳入合計は 1 億 4,636 万 6,671 円で、歳入歳出差し引きマイナス 2,410 万 2,452

円となっています。以上が「平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算」でございます。 

会長：      ありがとうございました。平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算について事務局

から報告をいただきました。まず、事業勘定の決算見込みですが、資料 2 から質疑をさせて

いただきたいと存じます。質問のある方、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

委員：      「保険給付費支払準備基金」が今どれだけあって、前年度でどれだけ増えているのかっ

ていう決算見込みのことと、それから収納率が県下でも1番だということですが、保険料の収

税は、収税課が行っているということでしたけれども、差し押さえですね・・・件数とかその額

が分かれば教えてください。 

会長：      事務局、よろしくお願いします。 

事務局：     失礼いたします。基金。国民健康保険給付費支払準備基金でございますが、22 年度末

残高、11 億 7,520 万 6,000 円になっています。それから滞納処分については、22 年度で差

し押さえ件数は 1,657 件、それに対する換価金額が 4 億 8,360 万 2,881 円になっています。

以上でございます。 

委員：      差し押さえ件数、1,657 件というのは、市民税とか含めての件数じゃないのですか。今回

「国保部分」というのは分からないかなあと。国民健康保険税、高くてなかなか払えない。私

たちの相談にも結構「滞納している」っていう方、相談があったりするのでが。「払えない」と

いうことで。 

       そういった意味では、伊賀市の場合、どれぐらいの方が、国保税を滞納され、そのうち、

払えず差し押さえとなった方がどれぐらいいるのかを知りたかったのですが。 

会長：      事務局お願いします。 

事務局：     今、その資料を持ち合わせておりませんので、あとで報告させていただきます。 

会長：      他にご意見ございませんか。質問があったらあとで受けるということで。次に診療所、「診

療所施設勘定」のご質問をお受けいたします。よろしくお願いします。資料 3 でございます。

よろしくお願いを申し上げます。はい、平井委員。 

委員：      2,410 万ぐらいの赤字ということなのですが、ここ 3 年くらいの傾向とだんだん減ってきて



いるのか、だんだん増えてきているのか教えてください。 

事務局：     失礼します。20 年度が 6,13 万 6,000 円の繰り上充用額であり、21 年度がこの決算書にあ

ります 818 万 583 円で、今年度が 2,400 万円を繰り上充用いたしました。尚、19 年度までは、

一般会計から繰入額がありましたので、繰り上充用することはありませんでした。 

会長：      平井委員さん。 

委員：      今後どうなるかですが、どんどん増えていくとちょっとまずいな。 

会長：      どうですか。今の平井委員さんのご質問。どんどん増えていったらどうなるか心配というこ

とでご質問いただきましたけれど。はい、部長さん。 

部長：      状況としては、かなり厳しい状況である。直営診療所のあり方検討委員会で設置させてい

ただいた中で、そういった議論もさせていただこうかなと考えています。 

単純に廃止するとかそういうことではなくって、現在、地域の方のご意見等もお伺いさせ

ていただきながら、赤字やから直に廃止ではなく、今後のありかたという方向性を検討委員

会の委員の皆さんを中心にしっかりと議論させていただきたいと考えております。 

会長：     よろしいですか。他に。百上委員さん。 

委員：      単純な質問でよく分かってないかも分からないのですが、収入で、後期高齢者の診療収

入が、大幅に予算に比べて決算見込みは少ないということですけど、これは、収入が減って

いるところの大きな部分と、単純に思ったのですが。これの分析等は、何かありますか。後

期高齢者。すなわち、75 歳以上の方の診療ということになるのでしょうか。 

会長：     はい、お答えいただきますか。 

事務局：     失礼します。後期高齢者の方が、死亡されたとか高額の方が 9 名ほどだったと思うのです

が、高い医療費と、そういう方が亡くなられたから、受診者も減っていますし、金額的に低く

なっています。 

会長：      百上委員さんどうですか。よろしいです。他に何か、ご質問がありましたら。 

         国民健康保険事業特別会計の事業勘定と、今、診療所会計につきまして審査をいただき

ましたが、全般を通じて質問がございましたらお答えいただきたいと思います。ご意見・ご質

問どうですか。無いようですので、平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算について、

承認の方の挙手をお願いいたします。 

 

＜「平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算」の採決＞ 

 

会長：      ありがとうございました。全員賛成ということで。次に行きます。第 2。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 5 で、事務局、説明をお願いいたします。 

事務局：     失礼します。引き続いて座ったままで失礼いたします。資料 5 の平成 23 年度直営診療施

設勘定補正予算についてご説明させていただきます。 

補正予算は、先程説明いたしましたとおり、22 年度決算が赤字見込みのため、前年度繰

上充用金の科目新設を主な内容とし、専決処分のあと 6 月の定例会で承認を受けて議決

済みということで、委員の皆様には「ご報告」という形でお願いいたします。 

歳入第 1 款診療収入ですが、収入が最も多い後期高齢者診療報酬収入を 2,405 万

3,000 円増額しています。第 3 款繰越金は 22 年度が赤字のため、予算額 5 万円を 0 円に



いたしました。以上、歳入合計 1 億 6,399 万 8,000 円としております。裏面をご覧ください。

歳出予備費予算額 10 万円を 0 円といたしました。22 年度決算案で説明いたしましたが、

第 5 款前年度繰上充用金を新設し、予算額を 22 年度赤字相当額 2,400 万 3,000 円といた

しております。歳出総額は1億8,800万1,000円とし、歳入歳出予算額を同額としています。 

会長：      ありがとうございました。23 年度直営診療施設勘定予算についてご質問ございません

か。 

         無いようでございます。補正予算については、議会で承認をいただいていますが、改めて

承認をいただきたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。平成 23 年度国民健

康保険事業特別会計補正について、賛否をいただきたいと存じます。賛成の方の挙手を

お願い申し上げます。 

 

＜「平成 23 年度国民健康保険事業特別会計補正」の採決＞ 

 

会長：     全員賛成ということでありがとうございました。国民健康保険事業特別会計補正について

承認をいただきました。ありがとうございました。 

次に第 3 専門部会委員の選任でございます。資料 6 をご覧ください。事務局の説明をお

願いいたします。 

事務局：     はい、失礼いたします。専門部会委員の選任でございます。公益を代表する委員さん 2

名の方の交代がありましたので、新たに公益を代表する委員の中から専門部会の委員 2 名

を決めていただきたいと存じます。どのようさせていただいたらよろしいでしょうか。 

委員：      推薦。 

委員：      はい。百上委員さんと奥さんを推薦いたします。 

事務局：     ありがとうございます。奥会長様と百上委員さんのとのご意見をいただきました。他にご意

見等ございませんか。よろしいでしょうか。 

＜「はい」と発言する者あり＞ 

事務局：     そうしましたら、お二人に専門部会の委員様をお願いいたします。 

会長：     ありがとうございました。直営診療所あり方検討委員会委員（案）ということでございました

が、案を消していただいて、私、会長奥邦雄と百上委員さんということでよろしくお願いを申

し上げます。ありがとうございました。 

          続きまして、その他の項に入らせていただきたいと存じます。事務局、何かございましたら。

よろしくお願いいたします。 

事務局：     失礼します。それでは国民健康保険の保健事業について、平成 23 年 4 月に募集いたし

ましたので、現況報告をさせていただきます。 

まず、脳ドッグでございます。脳ドッグにつきましては、ケーブルテレビ及び 4 月 15 日発

行の広報で、募集をさせていただきました。対象といたしまして 6 月 1 日現在で、40 歳から

74 歳の方を対象に、定員 340 人を募集しました。募集の結果、609 人の応集があり、定員３

４０人を抽選で決定させていただきました。 

負担金につきましては、個人負担が 9,000 円で上野総合市民病院と岡波総合病院にご

協力をいただき、実施しています。 



次に、人間ドックにつきましても、脳ドックと同時期に募集をいたしました。対象者が 6 月 1

日現在で、30歳から74歳の定員630人に対しまして、5月12日に締め切りをいたしました。

応募者数が少数であったため、追加募集をしたところ、426 人が受診をしていただくことにな

りました。 

また、受診にかかる個人負担については、8,500 円でございます。 

男性の方は、前立腺検査も追加して受診していただけます。これにつきましては、個人

負担が 500 円の負担をしていただきます。これも、医療機関の協力をいただき、現在受診し

てもらっている途中でございます。 

あと、特定検診については、生活習慣病の予防そして、早期発見を目的に実施をしてお

ります。対象の方が 40 歳から 74 歳の方に対し、受診券を送付しています。対象者につきま

しては 4 月 1 日現在で 1 万 8,106 人の人で、施設関係に入所されている人と、長期入院の

人は除いています。 

6 月の 23 日に受診券の発送をさせていただきました。そして、5 月・6 月については、240

人の方の異動がありまして、その方については、8 月 10 日に受診券を発送いたしました。そ

して、7 月からの、異動につきましては、2 ヶ月遅れで発送となります。7 月であれば 9 月とい

うように、異動のあった方に対しましては受診券を送付いたします。 

期間が 7 月の 1 日から 11 月の末で、個人負担につきましては 1,000 円を負担していた

だき、市内指定医療機関で受診をしていただいているところでございます。保健事業につ

きましては、以上でございます。 

また、前回の運営協議会で、ジェネリック医薬品について、広報周知のご意見があり、広

報掲載を 9 月の 1 日の広報で周知する予定です。ジェネリック医薬品の広報掲載につきま

しては以上でございます。 

会長：      続いてどうぞ。 

事務局：     失礼します。先程百上委員さんから、質問のありました「滞納処分に関する件数と金額」。

国民健康保険税のみでいいますと、件数が 657 件、金額にいたしまして 1 億 6,003 万 881

円でございます。よろしくお願いいたします。 

会長：      よろしいですか。今の、特定検診と人間ドックと脳ドック等につきまして、何かお聞きした

いことがございましたらご質問をいただきたいと思います。はい、平井委員さん。 

委員：      特定検診につきまして、一昨年あたりから検査項目を増やしていただきましたが、県に

先駆けまして、この 2 年間の受診者の変容など教えていただけますか。 

会長：      事務局、お願いします。 

事務局：      受診率でよろしいでしょうか。平成 20 年度が 24.4%。で、21 年度が 26.4%。そして 22 年

度が 29.8%でございます。昨年度 22 年度につきましては、「未受診者勧奨」をさせていただ

きましたのでその分が増えたと思っております。つい 2、3 日前の速報値を見ましたら、受診

率が 30.8 までなっていたので 30%を超えたかなと喜んでおります。以上です。 

会長：      はい。 

委員：     ありがとうございます。年々増えているということですが、他府県と市町村との兼ね合いは

どんな推移になっていますか。恐らく伊賀市が伸びているのは推測として分かったのです

けども。昨年いち早く検査項目を増やしていただきましたので、恐らく上がってくるだろうと



いう予測はしていたのですが、他府県が下がっていっているという数値は聞いておりませ

ん。 

事務局：     そうですね。他府県についてはわかりかねます。 

委員：     他府県じゃなくて、他市町村です。 

事務局：     他市町村ですね。受診率につきましては、伊賀市は 20 年も 21 年度もほんとに下のほうで

したけれど、先日のこの会議に行かせてもらった時には、上位でしたので、安心いたしまし

た。 

会長：     はい。よろしいでしょうか。私から質問させていただきたいと思います。この簡易人間ドッグ

ですが、22 年度は、630 人のうち 498 名。約 500 名弱ということです。受けけた人は、例えば、

抽選で当たらなかった場合があると思いますが、後から広報等で、再募集しているのです

か。 

事務局：     はい。簡易人間ドックにつきましては、630 人募集させていただいて、お申込みが 589 人

でしたので、抽選はしていません。 

会長：      なかったですか。 

事務局：     全員、受けていただいています。脳ドックにつきましては、340 人のところ昨年度は 900 人

の応募がありましたので、340 人の方には受けていただけるように抽選で決定いたしました。

また、補欠ということで、抽選で決めていただいて、キャンセルがあった場合は、次の方に受

診券を送らせていただきました。 

340 人の方には、常に受診券を送らせていただいている状態でございます。ただ、最終

的に 3 月までに受けていただく中で、キャンセルされる人もございますので、全体では受け

ていただける人が少なくなっているということでございます。 

会長：      初期治療ということが一番大事。こういう脳ドックとか簡易人間ドックか特定健診を、少し

でも多く受けていただくというのが保険料の軽減にも役立つわけでございます。そんな中で、

健康の駅長さんというのを住民自治協議会に国民健康保険から派遣または委託をお願い

しているということでございますが、そこらの関係はどういうようにされていますか。 

事務局：     健康の駅長につきましては、健康推進課が担当しています。 

会長：      国民健康保険とは関係ないの。 

事務局：     そのとおりでございます。 

会長：      そうですか。一体とした、健康づくりの推進をお願いいたします。また、ご協議いただいて、

向上に努めていただきたいと思います 

国民保険料の軽減制度の拡充ということで、国民健康保険新聞でこう記載されています

が、特に、先程百上委員さんもおっしゃった、低所得者対策を強化するということで謳われ

ています。また、国から伊賀市の国民健康保険へ、どのような情報が出されてきているのか。

また、以前の新聞に載っていましたが、どのような状況か簡単にお答えいただきたいと思い

ます。 

事務局：     失礼します。軽減につきましては、所得に応じて 2 割・5 割・7 割の軽減はしています。 

会長：     そういうことですね。 

事務局：     はい、あと、非自発ということで、ご自分の意思で退職とかじゃなくて、「辞めさせられた」と

かにつきましては、国の制度として、所得を減額して課税させていただきます。 



会長：     データでは、例えば高齢者は、収納率がいいけども、若い人、非正規労働者でいわゆる

所得の少ない人ですね。そういう世帯が、滞納の比率が高いということで訪問、新聞等で情

報を流しておりますが、その中で伊賀市の対応としては、難しいと思いますが、できるだけ

ニーズにお応えいただき、対応をできるだけしていただくということで、お願いを申し上げて

おきたいと存じ上げます。他に、何かご質問ございませんか。はい、近森委員さん。 

委員：      先程の脳ドックと人間ドックですが、この脳ドックは募集が 340 人で 900 名の希望があっ

た、人間ドックは、630 名の募集で 426 名でした。ということで、その、予算的な部分で脳ドッ

クは増やせないのか、増やせるのか。設備的な面で増やせないのかっていうところはどうで

しょうか。 

事務局：     伊賀市内の医療機関としては、これ以上は受け入れられないということでございます。 

委員：      受け入れられない。それは、予算的な部分で。 

事務局：     医療機関の受け入れ人数ですね。 

委員：      機械がそれだけしかできない。 

事務局：     はい、そうです。病院自体が他に、国保の方だけじゃなくて、他の健保組合、共済など、

そういった方につきましても、脳ドックを受診されていますので、人数的に受け入れはできな

いということでお断りされています。よろしくお願いいたします。 

委員：      今のところ、改善はできないということですね。 

事務局：     はい。市外の病院とかで受けられて、償還払いの方法も検討をしましたが、難しいところも

ございます。また、人数的なもの、予算的なものもございます。今は、市内の医療機関で受

けていただき 340 人の定員で実施させていただいています。 

委員：      はい、分かりました。 

会長：      はい、ありがとうございます。あの、これに関連した質問ですけども、伊賀市健診センター

で最大限、どのぐらい 1 年間に脳ドックの受け入れ態勢ができていますか。 

事務局：      伊賀市国民健康保険の方で 125 人ということで、お願いしています。 

会長：       はい。 

事務局：      全体の受診は、病院、健診センターに確認しないと分かりません。 

会長：      検診担当の先生、他の先生等の関係もあると思いますが。 

事務局：      脳外科の先生は、週 1 回火曜日に来ていただき、影像を読んでいただくので、たくさん

の受け入れはできないと聞いております。 

会長：      週に 1 日でしたら、厳しい状況ですので、特に、この脳ドックなんかは、早期の脳梗塞と

か、そういった病気の早期発見が大事です。一つ充実をしていただくようにお願いします。 

委員：      動脈瘤、腫瘍を発見する可能性はあると思います。しかし、脳梗塞の早期発見はできな

い。 

会長：      そうですか。 

委員：      血管が細いので判らない。 

会長：      難しい。 

委員：      動脈瘤が要するに、クモ膜下出血の血管破綻を防ぐためには、早期発見というのが可能

となる。 

会長：      はい。 



委員：      脳梗塞の細い血管まで、判らない。 

会長：      頭を打ったとかなら、傷があるので出血の痕とか判ると思いますけど。 

委員：      脳梗塞の早期発見っていうのは脳ドックでは無理であり、クモ膜下出血を未然に防ぐた

めに、動脈瘤の小さいもの、あるいは大きいもの、また、その手術の痕があるわけですが、

そういうのは見つけられます。血管造影みたいな形の映像が出てくると思います。脳梗塞

は、起こっているのは判りますよ。 

会長：      はい。 

委員：      予防というのは無理かな。 

委員：      判ればいいのですよ。そういうことで、血管撮影しないと。 

委員：      脳ドックでは判りにくいと思いますよ。 

会長：      そうですか。中高年にだんだんと出てくる病気ですので。他に何かご質問ございましたら。

平井委員さん。 

委員：      受診していると、時々無保険の人がいるのですが。その、住民票があるか無いか、わか

らない人がいるが、伊賀市の住所が書いてあるので、あると思うのですが。住民票があっ

て保険に入ってない人数というのか、そういうのはある程度、わかっていますか。 

事務局：      把握はできていません。国保でなくても、社会保険の方かも分からないので、そこまでの

把握はできていません。 

会長：       百上委員さん。 

委員：       平井先生のおっしゃったこと、とても大事なことだと思います。無保険者。つまり、保険

がなかったら医療費 100％ですよね。負担しなきゃいけないっていうことです。それは社会

的にも問題になっていると思うのです。それなので私は、保険料のことにこだわるのですけ

れども。 

それは掴んでいただきたいのと、資格証発行と、最近どうなっているか知りたいです。ま

た、国保がどういう階層の人たちが入っているかが、最近問題になっていると思います。昔

は、自営業者とか農業をされている方が多かったですけれど、今は、会社勤めでも社会保

険に入っていない人が増えているとか、無職の人が増えているということで、その国保に入

っている階層が伊賀市の場合、傾向としてどうなっているのかということと、先程、差し押さ

えのことを聞きましたが、滞納の方の傾向がどうなっているか。また、差し押さえの件数がど

うなっているかと、そういう資料をぜひ、国保運営協議会の場に出していただきたいと思う

のです。伊賀市の国保をどうしていくかを議論するとても大事な場所だと思うので、前もっ

て資料がほしいと思います。無保険者の場合とか資格証発行の部分とかを知りたいと思い

ます。 

併せて、8 月 1 日号の広報いが市に、今年も国民健康保険税のことが載っていましたが、

毎年、このモデル世帯が載っていますで、今年も、給与所得 200 万円で、子どもが 2 人い

て、奥さん無職で、保険税が 33 万 4,400 円ということで、所得に占める割合が 16.5%でとて

も高いと思います。 

先程、市長の挨拶の中では三重県下の中では、真ん中くらいに位置していると言いま

すけれども、やはり保険税というのは、高いなあって否めないのです。ですので、ずっと保

険税の引き下げを言っています。 



先程、基金も 11 億。で、たぶん、広報の決算見込みの時の準備基金。その数字が 14

億ほどあったように書いてあったように思ったのですけれども、やはり基金が増えていく一

方で、保険税はなかなか安くならないっていう意味では、その引き下げですね。この年間

のところから、例えば 1 万円 1 世帯引き下げるにして、まあ、どれぐらいの予算があって、

基金を使ってでもそういったことができないのかっていうことを、議論してもらいたいと思う

わけです。もしも、滞納の件数が増えているならば、どういうことかというのも分析しなけれ

ばならないと思いますし、先程「収税課のほうで行っている」とおっしゃいましたけど、ほん

との国保の相談に来る方は、まあ、国保の窓口ですし。収税課と国保とかの窓口は一体的

になって市民を見ていかなければならない窓口だと思うのですが、その連携なんかはどう

なっているのか。 

いっぱい言いましたけれど、どれが質問でどれが意見か分からなくなって申し訳ないの

ですけれども。そういったことをぜひ、協議会の皆さんにも議論していただけたらと思いす。

特に、窓口の先生方も、市民の生活具合とかご存知な方も多いかと思うので、ぜひ意見や

お願いをしたいと思いますし、行政からもお願いします。 

会長：       はい。事務局お願いします。 

事務局：    たくさんご質問をいただいたので、答えられる範囲でさせていただきます。 

     まず、無保険の人の傾向とおっしゃっていただいた件ですが、市では、窓口へお越しいた

だいて、無保険であるのが分かれば、加入を勧めております。ですから、市役所へ来て、無

保険である方は、自分の意思でどうしても入らないという方が、年間数名おられます。それ

以外は、国民健康保険は全て加入していただきます。 

      それでも無保険の人は社会保険を喪失したままで、加入していない方がほとんどではな

いかと思っております。あと、社会保険の扶養喪失を、知らない方もたまにはおられます。 

     それから、滞納のデータにつきましては、次回から出させていただけるようにさせていた

だきます。ただ、滞納者の傾向は、所得がない方はもちろん支払うことができないので、滞

納は確かに、多くなっておりますが、所得が高額であっても、滞納はございます。まあ、率に

よって掛けますので、金額が上がってくるためだとは思うのですけれども。 

今、私の手元に「所得別の滞納世帯数」というのを持っていますが、一番高いところが、

世帯の総所得が 250 万円以上の世帯。これが、市で区分している一番所得の高い方にな

るのですが。そこが532世帯。次が80万から150万っていう、次がその下で、150万から250

万で、次が 180 万から 150 万で高い方が滞納が多くなっております。 

それから、広報のモデル世帯を見ていただいて、税が高いということを感じていただいて

いるかと思うのですが、このモデル世帯を出すにあたりましては、その、200 万円にするか、

300 万円にするかということで考えさせていただいました。 

今時 200 万円で、所得で親子 4 人が生活できるかっていう声もいただきますし、200 万円

でこんなに高いのかという声もいただきますので、モデル世帯についてはなかなか難しいの

ですが、300 万円にしてしまうと、もっと高くなってしまうので、今のところ 200 万円で掲載さ

せていただいております。 

税が高いと言われることにつきましては、伊賀市の国保の、「療養給付費」ですが、おお

よそ、全予算の 7 割ぐらいを療養給付として、出しております。これ以上税を下げるということ



については難しいと考えております。それから、基金が増える一方で、おっしゃっていただ

いた基金につきましては、3 つの基金を持っていまして、それから生れる利子のみを今年は

積み立てておりますので、本予算から積み立てるほどの余裕は持っておりません。 

それから、「滞納が増えるのであれば対策」の件につきましては、今のところ、21 年度から

22 年度につきましては、収税課の取り組みもございまして滞納の件数も金額等も改善され

ているように思っております。ただ、滞納処分という形で、少なくなっているところが、自主納

付とは違うということは感じております。 

あと、収税課との一体化につきましては、国保単独で、税金を徴収するわけにはいきませ

んので、分納相談等々、収税課と、取り組みを共有しておりますので、常に 2 課が一緒にな

って取り組んでおります。以上でございます。 

会長：      はい、ありがとうございました。百上委員さん。 

委員：      医療費から、健康保険税っていうのが決まっていくのでね。確かにあの、医療費が高くな

ればなるほど、確か多くなりますが。国民健康保険制度そのものの構造が所得の少ない方

とか、高齢者が多いわけですから、医療費がどうしても高くなる人たちが入っている国保で

すので、仕組みそのものついて、ほんとに国はどうしてくれんのって言いたいところですね。 

            それと国保財政がこれだけ厳しくなったのは、国が出すお金を減らしてきたからだと思うの

で、まず国にしっかりお金を出してもらうことに、地方自治体もしっか声を上げていってほし

いと思いますし、ましてや国保の広域化もありますが。私はまあ、安易に広域化していくこと

には反対なので、そこの問題点もみんなで共有して考えていかなければいけないと思いま

した。 

           あと、療養だから、療養給付費を抑えるために、つまり、医療費を使わないようにするため

に、みんな元気でいたいし、元気で年を取りたいというのが、みんなの願いだと思うのです

が、そういう意味では、一つは検診の率を上げていくということが大事だと思います。その他

に市として力を入れている医療費抑制政策。どう言ったらいいのかなあ。それは悪い言葉

かなあ。医療費をできるだけ使わないような、仕組みとして『こういうことに力を入れていま

す』というようなことはありますか。 

会長：      はい、事務局。 

事務局：     はい、失礼します。まあ、通常ではないのですが、「重複受診」といいまして、同じ病気で

複数の病院にかかっているとかいう方につきましては、保健師さんに訪問していただいてい

ます。 

部長：     やはり健康づくりというのは、自分が認識してやらなきゃならないというのが大事ですよね。

病院にかからないためには健康であること。そのためには、何を自分がしなければならない

か、それにはいろんな方法があります。運動であったり、検診であったり。 

そういった部分で行政として何をするかは、啓発という部分が大事です。それと、正しい

知識ですね。行政がいろんな教室であったり、講座であったり。それと地域の中でも、自治

協さんも健康づくりの取り組みをされています。例えばゲートボールであったり、グラウンドゴ

ルフであったりとか。日頃のそういう軽度の運動を継続していくっていうのは一つの健康づく

り。健康づくりは、簡単なことから地域の方がやっていただく。それの積み重ねです。 

そういうのは、継続してやってくださいねっていうのと、一方、行政としてやらんなんことは、



今言ったような「検診」という部分。これはもう、総合的に啓発している部分で、行政として取

り組んでいることを、ご理解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

会長：      はい、百上委員さん。 

委員：      はい。重複受診のチェックというのは多分レセプトチェックと思いますが、どちらにしまして

も、体制ですねえ。市の職員さんが先程の、保険税の滞納とか窓口の相談のことも含めて、

窓口の職員さんがきちっと数が揃っているとか、保健師さんの数が充実しているかということ

が大事だと思います。 

それから、軽いうちの受診で重症化を防ぐっていうようなことも大事かなあと思いますので、

そういう意味では地元の開業医の先生方の所へもしっかり行かれればいいのですけど。 

つまり、お隣の山添、山添村なんかは医療費がほんとに下がっているのですね。そういう

自治体もあるので、どうやって医療費が下がっていっているのかというとこも、自分自身で勉

強をしなければいけないと思ったりはするんですけども。自治体によって、いろんな取り組

みをされている所があると思うので、いろいろな勉強をしたいと思っていますが、そういった

ことを共有できたらいいなと思いました。 

会長：      はい、ありがとうございました。答弁がありましたらお答えいただきまして。長時間になって

いますので、進行させていただきたいと思いますが。どうですか。他に何かご質問。稲森委

員さん。 

委員：      聞いた話なのですが、柔道整復師さんとかそういう分野で、不正とまでは言えないですけ

ど、おかしい部分があるというふうな報道なり、情報なり聞いたことはあるのですが、そういう

状況っていうのはご存知ですか。 

事務局：      失礼します。私たちは聞いていません。ただ、県では、調査をしていまして、そういった病

院の、「レセプトを送るように」という依頼を受けたことはございます。その結果、不正であっ

たということは聞いていません。 

委員：      分かりました。 

会長：      他に。稲森さん、よろしいですか。 

委員：      結構です。 

会長：      他に何かご意見ございますか。無いようでしたら、大変皆さん方にご協力をいただきまし

て、議事 1 から 3 まで、全員賛成ということで可決決定させていただきましたことを宣誓させ

ていただき、終わらせていただきます。 

         連絡事項等、事務局からございましたら、よろしくお願いします。 

事務局：      ありがとうございました。診療所の検討委員会の委員さんになられました方につきまして

は、お残りいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長：      それでは、長時間にわたりましてご審議いただきありがとうございました。これをもちまして、

国民健康保険運営委員協議会を終了させていただきます。本日は本当にありがとうござい

ました。 
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