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平成２４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２４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

の委員の皆様の出席をいただいており、かつ各号に定める委員１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条の規定により会議が成立しておりますことをご報

告いたします。 

      本日、市長は公務により出張しておりますので、副市長から開会にあたりましてご挨拶

させていただきます。 

（副市長） 今年の１月から副市長に就任させていただきました辻上です。どうぞよろしくお願いい

たします。先ほども事務局から説明しましたとおり、市長が東京へ行っておりまして、私

が代わって出席をさせていただきました。皆さんにはお忙しい中、お集まりいただきまし

てありがとうございます。この健康保険事業、それから市制全般にわたりまして格別のご

指導、ご助言等をいただいておりますことにお礼申し上げます。 

       さて、伊賀市が行っておりますこの国民健康保険事業については、保険税率の見直しを

行ったと聞いております。これまで「資産割」というのがございましたけれども、あわせ

て「均等割」も含めて見直しさせていただきまして、昨年の１２月には保険税に関する条

例改正を議会で可決していただきました。様々な観点からこのようにご審議いただいて、

今後とも国民健康保険の安定的な運営と、事業の効率化に向けて反映させていきたいと考

えております。 

       なお、今年の１月から、委員の皆さんの任期が２年間新たにスタートしたと聞いており

ます。後ほど委嘱状を渡させていただきますが、ご就任のご了解をいただけましたことに

お礼を申し上げまして、私からの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。それでは第１項、委員の委嘱に移らせていただきます。 

 

【副市長から委員へ委嘱状の交付】 

 

（事務局）それでは第２項、委員の紹介を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）それでは第３項、会長の選任に移らせていただきます。国民健康保険施行令第５条に「会 

長は公益を代表する委員のうちから選挙で決める」とされておりますが、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。いかがでしょうか。 

（委員） 森さん。 

（委員） 引き続き、森さん。 

（事務局）ありがとうございます。引き続き、森委員さんを会長に推薦していただきました。お諮り 

させていただきますが、賛成の方は拍手をお願いいたします。 

 

【満場一致の拍手】 
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（事務局）ありがとうございました。森委員さんを会長に決定していただきました。会長様、前の会

長席のほうへお願いいたします。規則では、協議会の議長は会長があたることを規定して

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） 改めまして皆さん、こんにちは。盛大な拍手をいただきありがとうございます。委員の皆

さんにはご多忙の中、平成２４年度第３回国民健康保険運営協議会にご出席を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

この運営協議会も一部の委員が交代をいたしまして、新しい顔ぶれでスタートすることに 

なりました。私たち公益を代表する委員も、３月に議会議員選挙がございますので、このメ

ンバーではこれが最後になるだろうと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

     さて、厚生労働省や財務省では、７０歳から７４歳の医療費の一部負担割合について、名 

目どおり２割に引き上げるという話があったわけでございますが、政府は来年度も現行の１ 

割に据え置くという方針を固めました。新聞なんかを読んでいますと、秋ぐらいにもう１度 

変えようとしている感じもございます。５年間にわたってとられてきた暫定措置でございま 

すが、もうしばらく続くような情勢でございます。この施策につきましては賛否両論いろい 

ろございますけれども、引き続き見守っていきたいと思っております。 

     また、この時期は市内でも特にインフルエンザの流行が気になるところでありますが、継 

続的な予防により、少しでも医療費の抑制に繋がればと考えているところでございます。委 

員の皆さんにおかれましても十分ご自愛をいただきまして、健康にご注意をいただきたいと 

思います。 

     さて、本日の議事は、「平成２４年度国民健康保険特別会計補正予算」、「平成２５年度国民 

健康保険特別会計当初予算」等につきましてご審議を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、本日の議事録の署名委 

員につきまし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でしょう 

か。それでは、保険医と薬剤師を代表いたしまして、田中哲生さんにお願いしたいと思いま 

す。なお、議事録作成のためにご発言等を確実に記録できるように、皆さんの前のマイクは 

予めオンにしてございます。録音させていただきますので、ご了承をいただきたいと思いま 

す。 

     それでは、議事に入ります。①の「平成２４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）失礼します。２４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と資料２ 

をご覧いただきたいと存じます。 

まず、資料１の事業勘定につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億１

７０１万１千円を増額し、補正後の額をそれぞれ１０４億３２２７万円といたしております。

資料２の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６０万９千円

を追加し、補正後の額をそれぞれ２億２１２万２千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。資料１の 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、５５４万５千円を減額し、補正後の額を１億５７６１万９

千円といたしております。詳細については人件費で１２万２千円の増額、一般管理費で被保

険者証封入封緘業務委託料１０８万５千円の増額、国保総合システム改修委託料６３万３千
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円の減額、賦課徴収費では時間外手当等による４８５万７千円を減額、趣旨普及費の消耗品

等で２７万５千円の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。今年も、インフルエンザの猛威を心配して

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、１１４万円の減額です。 

第４款前期高齢者納付金等につきましては、２１万１千の減額です。支出額確定により補

正を行っております。 

第５款老人保健拠出金につきましては、医療拠出金の支出額５０万円を減額いたしました。 

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。 

４ページをお開きください。 

第７款共同事業拠出金は、高額医療費の拠出を７６８２万９千円増額いたしました。 

第８款保健事業費の特定健康診査等事業費では４８７８万円の減で、検診委託料等の減で

ございます。保健衛生普及費につきましても消耗品等減額をいたしております。 

第９款公債費は５０万円減額でゼロに、第１０款諸支出金はありません。第１１款予備費

につきましては、療養給付等の不足に対応するため１億円を残し、１億１９３万５千円を減

額してございます。 

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 23 年度収納実績率を

乗じ見込額といたしております。 

第２款使用料及び手数料は、督促手数料増により 6万 3千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２億２６２４万円の増、介

護納付金２６６８万１千円の減、特定健康診査等負担金で、１１１５万４千円の減、介護従

事者処遇改善臨時特例交付金については終了していますので、３７１万７千円減額でゼロで

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５０６万円の増で、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、特定検診等負担金が１１１５万４千円の減額でございます。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、７６８２万９千円の増でございます。 

第８款財産収入は、３つの基金から生じた利子分６０万３千円でございます。 

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増となったため３５６１万８千円の増でございます。事務費繰

入金の方では、歳出の総務費の減により２７４万５千円の減でございます。 

第１０款は補正なしでございます。第１１款諸収入でございますが、延滞金等及び国民健

康保険団体連合会決算余剰金等で総額４５２０万円の増でございます。 

続きまして平成 24 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 2の２ページ、歳出をご覧ください。 
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第１款総務費は、一般管理費で４１万８千円の減額でございます。 

第２款医業費は１０８万７千円の増、医薬品衛生材料費、薬代で１２０万円の増、医業諸

費で１１万３千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６万円を減額いたしました。 

次に１ページの歳入をお開きください。 

第１款診療収入ですが、各診療収入を併せ９７万６千円の増でございます。 

第２款使用料及び手数料は、２３万４千円の減でございます。 

第３款繰入金はありません。 

第５款諸収入の雑入は医療材料等売払代金等で１３万３千円の減でございます。 

以上で 24 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

診療施設勘定は最終的に赤字となり、前年と同様に 25 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。 

（議長） はい、ありがとうございました。事務局から補正予算の説明をいただきました。ご意見の

ある方は挙手をお願いします。どなたかございませんか。 

（委員） 補正予算の事業勘定ですが、支出で特定健康診査等事業費の委託料を減額している中身は

何ですか。 

（事務局） 当初は、被保険者の年齢の全員を対象に予算を組んでありますが、最終的に昨年度の受診 

率が約３０％あまりということもあり、また、３０％前後というのが過年度からの受診率の 

実績になっておりますので、３０％から３１％ぐらいの間で補正をさせていただいたという 

ことでございます。 

（委員） 受診率に合わせた形ですね。 

（議長） 他にどなたかございませんか。無いようでございますので、採決に入りたいと思います。

平成２４年度国民健康保険事業特別会計補正予算案につきまして、賛成の皆さんは挙手をお

願いいたします。 

 

【補正予算採決】 

 

（議長）  はい、全会一致でございます。ありがとうございました。 

次に移ります。②の「平成２５年度国民健康保険事業特別会計当初予算」について、事務

局から説明をお願いいたします。 

（事務局） それでは、２５年度の国民健康保険の予算ですが、資料３と資料４をご覧いただきたいと思

います。 

事業勘定では予算額を歳入歳出とも９６億８６９８万２千円に、直営診療施設勘定診療所

費では１億６０６０万４千円といたしております。それでは事業勘定歳出から説明申し上げ

ますので、資料３の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、前年度と比べ２０２８万１千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。 

主なものといたしましては、一般管理費で、電算システム保守委託、処理委託でございま

す。 

 第２款保険給付費は、昨年度と比べ１億１１１１万８千円の増でございます。24年３月か
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ら７月診療分の実績と、23 年度の同期間における伸び率を乗じて試算いたしました。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

５万円で昨年度より２０件減の 150件を見込んでおります。 

 第３款後期高齢者支援金等は、昨年度と比べ６５１２万１千円の増でございます。支援金

は被保険者数２５５１１人であり、病床転換分を併せ、1 人あたり約４万９５６３円で、事

務費は 4円 1銭です。 

 第４款前期高齢者納付金等でも２５５１１人で、同様に納付金の方で 1人あたり 104円、 

事務費は 3円 6銭で試算しております。 

 第５款老人保健拠出金は精算費用でございますが、医療費で３０万円、事務費は１０万円

を見込んでおります。 

 第６款介護納付金では、１５９１万２千円増の５億７４４万９千円を見込んでいます。 

 ４ページをご覧ください。第７款共同事業拠出金では、前年度と比べ３８７万５千円の増

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％を乗じ試算してございます。 

 第８款保険事業費の特定健康診査等事業費でございますが、前年度と比べ５４６万６千円

の減でございます。保健衛生普及費では７万１千円の増でございます。簡易人間ドックの定

員は 630人、脳ドックは 340人で前年度と同数でございます。 

 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

と同額としております。第１１款予備費についても前年度と同額でございます。 

 続きまして事業勘定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１款国民健康保険税ですが、前年度と比べ２億５６７７万１千円の減でございます。調

定額をもとに収納率をかけてあります。保険税の引き下げもございますので、それらを勘案

して組んでおります。 

 第２款は、前年度と同額でございます。 

 第３款国庫支出金の療養給付費等負担金は、前年度と比べ６３１４万７千円の増でござい

ます。高額医療費共同事業負担金につきましては、３１６万５千円の増、特定健康診査等負

担金につきましては歳出対象経費の減額に伴い９５万２千円の減でございます。財政調整交

付金は１４３０万４千円の増であり、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てん分を含んでおります。介護従事者処遇特例交付金、出産育児一時金

補助は２３年度までで廃止となりました。 

 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７９０万２千円

の増でございます。 

 第５款前期高齢者交付金は８１６８万３千円の減でございます。 

 第６款県支出金では１４８５万９千円の増でございます。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、

給付費の増等により１２６４万６千円の増額となっております。 

 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、前年度と比べ２４５万５千円

の減となっております。 

 第８款財産収入は、３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
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払準備基金は、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

い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、24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でございます。 

 次に診療施設勘定について説明いたしますので、資料４の２ページをお開きください。 

第１款総務費でございますが、２５７万２千円の減となっております。このうち職員人件

費は医師２名を含む５名分６１１５万４千円で、一般管理費の 70.27％を占めております。

残りは３施設の維持管理等の経費でございます。 

 第２款医業費でございますが、１５万７千円の減額となっております。医薬材料費の２０

万４千円の増等によるものです 第３款公債費は山田診療所の分でございます。第４款予備

費は１０万円計上いたしております。 

１ページの歳入でございますが、第１款診療収入は、前年度と比べ１０６万２千円の減で

ございます。山田・阿波・霧生の３診療所の合計でございます。 

 第２款使用料及び手数料は文書料で９万７千円の減でございます。 

 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

還相当額で５１８万２千円の減でございます。 

 第４款繰越金は３千円を見込み、第５款諸収入では前年度と比べ８万７千円の減となって

おります。  

            以上が 25年度国民健康保険特別会計予算案の説明でございます。 

（議長） はい、当初予算の説明が終わりました。ご意見をお聴かせいただきたいと思います、どな

たかございませんか。 

（委員） 質問ですが、保険税がこの２５年度当初から下がるということですが、その結果、三重県

下で伊賀市の保険税は何番目ぐらいになりますか。 

（事務局） 今現在、真ん中ぐらいです。１６番目だったと思いますが、それよりもまだ安くなるとい

うことになります。１人あたり７,６００円ほど安くなります。 

（委員） 伊賀市の場合は、基金も他の自治体と比べてたくさんあったとお伺いしているので、下が

ることについては市民の皆さんも歓迎される声がたくさんありますし、これから先の見通し

も含めて今回この額になったとは思います。 

       他の自治体でも、上げるのか下げるのかというのは、それぞれのところで議論もされると

思いますが、真ん中よりも、もっと低くなったというご答弁をいただきました。 

       あと１つですが、歳出の特定健診等事業費ですが、予算的にも５４６万円、前年度予算と

比べて減っています。それは資料５と繋がってくると思いますが、いつも人間ドックの受診

者数は定員を割れています。一方で脳ドックはいつも応募が多数で、「少しでも定員を増やし

てほしい」とか、「３回連続、４回連続と毎回申し込んでいるけど外れている」という方が、

少なくともずっと受けられないまま来ているというような状況があり、事務局から、少しで

も枠を広げられるように関係機関にお願いするというような答弁もあったと思います。 

今回の予算を作るにあたって、脳ドックについては定員が前年度と同じということなんで

すが、市としてどんな考え方で予算を組まれましたか。 

（事務局） 失礼します。前にもご質問いただき、脳ドックについては岡波病院と市民病院ですので、
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引き続き要望していくということでお答えさせていただいたと思います。市民病院につきま

しても要望はしていますが、脳外科の先生がお一人で週１回という状況の中で、まずは５人

増やしてほしいという交渉はしております。今回はまだ返事がないため、前年と同額で計上

させていただいております。 

（議長） その人数というのは、物理的にマックスの状態ということですか。 

（事務局）そうですね。岡波さんに聞かせていただいても「受診は国民健康保険の方だけではないの

で」というお返事をいただいており、今回はまだ前の人数での計上としております。 

（議長） はい。他にございませんでしょうか。 

（委員） 当初予算で、条例を改正して保険税を下げるということについて、よかったという声もあ

る一方、それでもまだ高いといった声もあります。それは国保の構造的な問題だと思います。

年金暮らしの方、特に高齢者の方とかが多いですし、若くても非正規で働いている方々も多

く、保険税が高いと感じておられます。だから、本当にその財政基盤が大変な、深刻な状況

であるということで、それは国の問題でもありますが、伊賀市はそういう努力をしていただ

いたということでは評価されると思います。 

      また、脳ドックの定員については努力をしていくというコメントもいただきました。今年

度の途中からでも定員が増えるならばありがたいです。それから、保険税が高いために払い

たくても払えない方々の状況や、資格証・短期保険証の発行状況といった問題も現実にあろ

うかと思いますので、それらのことについて市民の立場に立った国保運営ができるように求

めまして賛成したいと思います。 

（議長） はい、意見をいただきました。それでは採決に入ります。「平成２５年度国民健康保険事業

特別会計当初予算案」について、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

【当初予算採決】 

 

（議長） はい、全会一致です。ありがとうございました。それでは③の【その他】について、事務

局からお願いします。 

（事務局） 失礼いたします。資料５を使って報告させていただきます。 

平成２５年度保健事業についてですが、まず脳ドックについては、先ほどご意見もいただ

きましたが、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。また今年度、受診券を発行させていただいた３４０人の中で、ま

だ１８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し

たいと考えております。 

次に簡易人間ドックについても、今年度と変更無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、当初４７５人の応募がありました。定員の６３０人に対

しまだ余裕がありましたので、医師会様と協議をさせていただいて、実施時期を２月末まで

延ばしていただき、特定健康診査が１１月で終了するのを待って、１２月に広報いが市で再

募集をいたしました。そして、５１人の応募がありましたので、今年度は、合計５２６人に

受診券を発行しております。 

そして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」というも

のがありまして、その場で三重県医師会と協議によって来年度の検査項目等が決定いたしま



- 8 - 

 

す。ただ、これについては、まだ今後の開催ということになるため、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。そして、伊賀市国保の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。 

そして、先ほど言いました調整会議の結果を受けて、また伊賀・名賀医師会様と協議をさ

せていただいて、２５年度の内容を決めさせていただきたいと考えております。そして今年

度ですが、伊賀市の施策として、特定検診と一緒にがん検診も同時受診できることを案内文

書のほうに書かせていただきました。来年度もがん検診の同時実施を計画しておりまして、

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、ありがとうございました。この資料５について何かご意見ございませんか。 

（委員） この「がん検診」は、個人負担を入れて費用はいくらですか。 

（事務局）すいません。がん検診は健康推進課の事業として、当時の広報いが市には掲載させていた

だきましたが、費用については、今は資料として持ち合わせておりません。 

（議長） 調べてまた、後で報告してください。 

（委員） 経済情勢の非常に悪い中ですが、簡易人間ドックの人気がないようですので、この自己負

担金を下げるというような考えはありませんか。通常の保険では、なかなか普通のＣＴぐら

いしかできないので、動脈瘤等の検査は実施しにくいと思います。 

そのため、脳ドックは非常に人気があるのだと思います。簡易人間ドックは保険等でもあ

る程度できますので。ただ、今のところ症状のない人で、早期に発見しようと思ったらやは

り簡易人間ドックは必要になってくると思います。例えば、簡易人間ドックの項目にある前

立腺がん検査ですが、これは、尿に何か症状があったら保険を使えますし、胸部レントゲン

検査も、感冒の症状、咳があったらレントゲンを撮ります。胃透視検査も、胃の不快感があ

ったら保険でやります。だから、ある程度これを安くできませんか。現行は３割近いわけで

しょ。 

（事務局） はい。 

（委員） そうですね。だから、年配の人から見たら、やはり高いというイメージがあると思うんで 

す。医療保険で、ある程度できる項目も多いので。ただ、無症状の人をチェックして、発ガン 

から防ぐということは、意味としては非常に大きいと思います。 

だから、もう少し安くして、１割とか１割５分とかにしたら、もう少し受診率は良くなる

のではないかと医療機関側としては思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） この検査費用は、医師会様とご相談させていただいて３万４千円と決めさせていただきま

した。そのうち、公費で２５,５００円を負担させていただき、受診者の負担を８,５００円、

前立腺を受けていただいた方には９,０００円を負担していただいており、全体の費用から考

えて、下げるというのは少し難しいと思います。 

（委員） それでは目標定員を６３０としてますが、これはあくまでも、上のほうを見ておきましょ

うかということですか。目標達成率を限りなく１００に近づけていくのは、やはり一つの方

策ではないかという気がしますので、発言させていただきました。 

（事務局） 特定健診の受診も同じような年代にしていただいております。基本的には、特定健診か簡

易人間ドックのどちらかを受けていただきたいと考えております。特定健診のほうは４０歳

から７４才の方全員に受けていただくことを目標にしていますが、受診者の中には、人間ド

ックを受けたいという方もおられます。ここで、安くさせていただきますということは言え
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ませんが、検討をさせていただきます。 

（議長） いい意見を出していただいたので、是非検討をお願いしたいと思います。 

（委員） 今のお話に関わってくるのですが、医師会への要望なりによっては、下げる余地はあると

いうことなんでしょうか。医師会の努力ということで。 

（事務局）全体の費用が３万４千円ということで、医師会様と協議して決めさせていただいておりま

すので、下げる場合には協議する必要があります。ただ、簡易人間ドックは、実際には５万

円ぐらいかかるところを、医師会様にご協力いただいているところです。 

（委員） これ５万円かかるということですが、保険を使ったらいくらですか。保険で５万円ですか。 

（事務局）健康診断ですので保険は使えず、１０割負担です。 

（委員） 保険を使おうと思ったら、症状が無いと使えないのが原則です。保険の還付がありません

ので１０割負担となり、約５万円になります。そこで、症状の無い人を対象に、国保のほう

から簡易人間ドックをやっていただいております。 

 （委員） 質問、いいですか。 

（議長） はい、どうぞ。 

（委員） 伊賀市の加入状況について、どれぐらいの所得層か、あとその中での資格証発行状況と滞

納状況等を聞かせてください。 

（事務局） これは昨年の切り替え時、１０月１日現在なんですが、資格証発行は４６９世帯、交付人

数は６１１人です。短期証発行は４０４世帯、交付人数は７６３人です。滞納世帯は１,

３９７世帯ということです。 

（議長） それでは６番の「その他」の項ですが、皆さん、何かございましたらどんなことでも結構 

ですから、どうぞご意見を聞かせていただきたいと思います。 

（委員） 直営診療所の件ですが、先日、休診していた診療所が再開されました。先生がご病気にな 

られたということで、休診されていた時期があったことを聞かせていただいておりました。 

その時に、その地域の皆さんが、すごく大きな不安を抱えていました。市民病院が、今のこう 

いう状態の中では、やっぱり身近な診療所として感じておられます。もしかしたら、その先生 

がご病気になられたことで、このまま診療所は閉鎖されるのではないかというような不安を、 

近隣の地域の方々が持たれたということで、私にも連絡をいただきました。 

この協議会で何年か前に、直営診療所の存続についての委員会が別枠で立ち上がっていまし 

たが、それは、まだありますか。 

（事務局） まだ続いています。ただ、その時点では、閉鎖するかどうかが議題の開会だったのですが、

やはり市民病院の現在の状況を考えると、閉鎖というようなことは検討せずに、まずは診療

所の赤字解消と存続といった面を考えていこうということで、昨年度は開催させていただき

ました。ただ、議題として考えていくところが、今は休止の状態になっておりますが、委員

さんもまだいていただき存続はしております。年に１回は開催させていただきたいと思って

います。 

（委員） 特に、そこを利用されている方々が、一番そういう情報をいただきたいところだと思いま

す。自分たちの地域の医者がいなくなったら困るということもあると思います。その再開し

ていただいた先生も、これから先ずっとお元気で頑張っていただければ、市民の方も心配を

なさらないんですが、そういうことも含めて、その不安な状態を解消してあげてほしいと思

っています。無線で流していただいたということも聞いたんですが、やっぱり、すべての方
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が聞いてらっしゃるわけでもなかっただろうし、いろんな方法を使って情報提供をしていた

だきたいと思います。また、近隣の各区長さんから、診療所の近辺の方にでも情報を提供し

ていただけるようにしてもらえたらえたらいいと思いますのでお願いします。 

（事務局） ありがとうございます。今回のことは、無線放送でも放送はしていたんですが、毎日で

はありませんでしたし、それを聞いておられなかった方も見えましたので、やっぱりそうい

う不安もあったと思われます。 

      ただ、通ってくれている患者さんには、診療所に行っていただいた時に、看護師と事務員

のほうできちんと対応させていただいたことをご報告いたします。 

（議長） 他にありませんか。 

（委員） 先ほどの委員の質問に、がん検診の費用は他課のことで、今はわからないと答えてくれ

ましたが、そういったところの横の連携はできていますか。ほかにも、実際のこの検診の時

に、会場内がすごく混雑してたということもありました。 

      ゆめぽりすセンターで行われた時、お話を聞いてもらうのが和室でした。中には足の痛い

方もお見えなのに、椅子の配慮もありませんでした。実際に開催会場に行かれていたスタッ

フの方に、受診者がより早く効率的に受けられるように、反省を是非していただきたいと思

います。検診行かなあかんのは分かってるけど、時間がかかるからやめておくと言う方もい

らっしゃいました。 

そんなことになって、健康を害してしまってから気づくというのは残念だと思います。是非、

次回の開催に向けてきちんと検証をしていただいて、効率よく行けるように改善していただき

たいと思いますのでお願いします。 

（事務局）がん検診の費用ですが、広報の記事が出てきました。胃がんでしたら、自己負担額が３,８

００円で、前立腺がんは９００円。それから大腸がんが１,２００円、子宮がんが１,５００

円、子宮頸がんが２,０００円です。ただし、年齢によっては無料になるということでざいま

す。 

      また、さきほど委員がおっしゃったのは、集団検診の時のことだと思います。それは健康

推進課に伝えまして、次回からは解消されるようにということで話をさせていただきます。

ここの国民健康保険の方は、特定検診の受診券を持っていっていただいたら、一緒に大腸が

んとかこういうがん検診を受けていただけます。特定健診と一緒に受けていただけるという

ことで、その点は改善されていると思います。 

（議長） 他にございませんでしょうか。無いようでございますので、これで平成２４年度第３回伊

賀市国民健康保険運営協議会を閉じさせていただきたいと思います。お忙しい中をありがと

うございました。 

（事務局）ありがとうございました。 

 

 


