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平成２６年度第２回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

【開催日】平成２６年１１月２７日（木） 

     午後１時３０分～ 

【開催場所】伊賀市役所 第１委員会室 

 

（議 長）  こんにちは。委員の皆さんには、ご多用中にもかかわりませず、平成２６年度第２回伊賀

市国民健康保険運営協議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

       朝夕めっきりと寒くなってまいりました。急激な気温の変化で風邪をひかれる方も増え、

また、もう少しすれば季節性のインフルエンザの流行も心配されます。委員の皆様におかれ

ましても、日頃から体調の管理には十分にご留意いただきたいと存じます。 

       さて、厚生労働省はこのほど、健康上問題がない状態で日常生活が送れる期間を示す健康

寿命について、平成２５年度の推定結果を公表しました。それによりますと、健康寿命は男

性が７１．１９歳、女性が７４．２１歳となっております。一方で、平均寿命は男性が８０．

２１歳、女性が８６．６１歳で平均寿命と健康寿命の差は、男性が約９年、女性が約１２年

となり、健康寿命が平均寿命に追いつくのではなく、差が徐々に開いていくという結果とな

りました。せっかくの長寿も健康寿命との差が大きければ、その間は医療費の増大につなが

ることも予想されますので、今後、一層疾病予防や健康増進に努め、健康寿命の延伸を目指

していかなければいけないと考えております。 

なお、本日の議事につきましては、１２月議会に提案予定の２６年度国民健康保険特別会

計補正予算及び条例改正などとなっております。貴重なご意見を賜りますとともに、円滑な

会議の進行にご協力くださいますようよろしくお願いいたします。 

（副市長）  皆さんこんにちは。委員の皆さまには、国民健康保険事業をはじめ、市政全般におきまし

ても、推進につきまして、格別なるご理解とご協力をいただいておりますことに厚くお礼申

し上げます。 

さて、国民健康保健の状況といいますのは、低所得者の増加による保険税調定額の低迷と、

医療技術の進歩による医療費の増大により、大変厳しい状況にあります。やはり今後におい

ては、先ほどの健康寿命の差でもないですが予防ということが大事ではないかと思っており

ます。この事業におきましても、そういった側面にさらに力を入れて、事業の円滑な運営に

ご尽力をいただく必要があるのではないかと感じております。 

本日、この運営協議会では、２６年度補正予算、条例改正等についてご討議いただきたい

と考えております。皆さんから貴重なご意見などを頂戴し、今後とも伊賀市の国保事業の円

滑な運営に努めて参りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

（議 長）  ありがとうございました。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、本日の議事録署名につき、私の方から指名させていただきます。ご異議ございませんか。

では今回は、公益代表委員を代表し、稲森委員さんよろしくお願いします。また、議事録作
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成のため、ご発言等を確実に記録できるように、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、再度押していただきますようお願いします。 

       それでは、議事の１番目、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、事

務局から説明をお願いします。 

（事務局）  それでは、まず資料の確認をさせていただきます。資料１から５につきましては、予めお

送りしてありましたので、本日お持ちいただいていることと思います。そして、本日配布の事

項書、資料として伊賀市国民健康保険の状況、国保基盤強化協議会の中間整理（案）以上です

が、皆さん、資料に不足はありませんか。 

それでは、説明させていただきます。平成２６年度国民健康保険事業特別会計補正予算に

ついて資料１と資料２をご覧ください。まず資料１の事業勘定補正予算について、歳出から

説明させていただきますので、３ページをお開きください。第１款総務費ですが、８,７４５

万４千円を増額しています。内訳としまして、職員人件費を１,２５４万６千円減額し、給付

費支払準備基金積立金１億円を計上しています。第２款保険給付費では、一般被保険者に係

る療養給付費として５億４，７９０万９千円を増額しています。４ページをご覧ください。

第７款共同事業拠出金ですが、６億７，０８７万７千円を増額しています。これは、保険財

政共同安定化事業拠出金の積算対象となる診療報酬明細書について、平成２５年度は１件２

０万円以上のものから、今年度は１件２万円以上のものに対象が広がったことから、拠出金

額が増加したためです。第８款保険事業費では、脳ドック及び簡易人間ドックの委託費を値

上げしたことによる不足額として１１０万円を増額しています。第１０款諸支出金では、平

成２５年度の療養給付費負担金等の精算返還金８,１７９万１千円を計上しています。負担金

の返還は、前年度医療費に係る補助金の精算を行い、国庫に返還するものです。また、第１

１款予備費では、１，９５９万５千円を増額しています。次に、歳入の説明をさせていただ

きますので、１ページをご覧ください。第３款国庫支出金ですが、歳出で一般被保険者に係

る療養給付費の増額したことにより、療養給付費等負担金１億７，５３３万１千円と、財政

調整交付金４，７３９万５千円を、それぞれ増額しています。第６款県支出金でも、同様の

理由により、県調整交付金４，９３１万１千円を増額しています。２ページをご覧ください。

第７款共同事業交付金では、歳出で共同事業拠出金を増額したことにより、歳入でも６億７，

０８７万７千円を増額しています。第９款繰入金では、歳出で職員人件費を減額したことに

より、一般会計繰入金を１，２５４万６千円減額するほか、保険給付費支払準備基金繰入金

３億８，８３２万円全額を減額しています。第１０款繰越金では、前年度からの繰越金によ

り、８億６，６６７万８千円を増額しています。従いまして、事業勘定では既定の歳入歳出

予算の総額に、歳入歳出それぞれ１４億８７２万６千円を追加し、補正後の額をそれぞれ１

１３億３，２２７万９千円としています。事業勘定の説明は以上です。 

続きまして、資料２の直営診療施設勘定診療所費補正予算ですが、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款総務費の一般管理費は、４４１万９千円

を増額しています。内訳としまして、山田診療所前医師の退職等に伴う職員人件費４７５万
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１千円の減額と、現医師の着任に伴う報酬等一般管理費９１７万円の増額です。第２款医業

費では、医薬品衛生材料費１２０万円を増額しています。次に、歳入の説明をさせていただ

きますので、１ページをご覧ください。第１款診療収入では、後期高齢者診療報酬収入５５

０万７千円を増額しています。第５款 諸収入では、山田診療所医師の住宅貸与料１１万２

千円を計上しています。従いまして、直営診療施設勘定では、既定の予算の総額に、歳入歳

出それぞれ５６１万９千円を増額し、補正後の額をそれぞれ２億３,１５８万２千円としてい

ます。以上で、平成２６年度国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の説明を終わらせて

いただきます。 

（議 長）  ただいま、当局よりご説明いただきました資料１、２ですが、まず、資料１の事業勘定に

ついて何かご質問なりご意見ございましたらご発言ください。よろしいですか。無いようで

したら、資料２の直営診療施設勘定診療所費について何かございましたらどうぞご発言くだ

さい。 

（委 員）  山田診療所の新しい先生も来ていただいて診療活動が続いますが、この増額する部分はど

のような内容ですか。 

（議 長）  ご答弁願います。 

（事務局）  はい。この補正により、現医師の報酬と前医師の退職に伴う退職金、看護師賃金、社会保

険料などを計上しています。 

（議 長）  他にご発言ございませんか。ご質問・ご意見がないようでしたら、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求めます。 

 

（２６年度補正予算採決） 

 

（議 長）  全会一致です。ありがとうございました。では、次に２番目の項条例改正について事務局 

お願いします。 

（事務局）  資料３と資料４をご覧ください。まず、資料３伊賀市国民健康保険条例の一部改正につい 

て、説明させていただきます。第５条第１項ですが、健康保険法施行令の改正に伴い、出産

育児一時金に係る産科医療補償制度の掛金額の見直しと併せ、出産育児一時金の金額が見直

されたことによる改正です。この産科医療補償制度は、通常の分娩にもかかわらず脳性まひ

になった場合、補償金３，０００万円が支払われる制度で、ひとつの分娩に対し３万円の掛

金を支払っていましたが、平成２７年１月以降の出産については、その掛金が３万円から１

万６千円に引き下げられることに伴い、その差額を出産費用が上昇傾向にある出産育児一時

金に加えることで３９万円から４０万４千円に改めるものです。また、第７条第１項ですが、

国民健康保険法の改正に伴い、引用する条番号を改めるものです。理由としまして、国民健

康保険法第７２条の４が新たに挿入されたため、従来の第７２条の４が第７２条の５となっ

たことによります。なお、この条例は、平成２７年１月１日から施行しますが、第７条第１

項の改正規定については、国の施行日と合わせ、平成２７年４月１日から施行することとし
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ています。次に、資料４伊賀市国民健康保険診療所条例の一部改正について説明させていた

だきます。山田診療所については、現在、嘱託医師が暫定的に週２日診療していますが、平

成２７年１月から、週４日診療とさせていただけるよう第３条の表を改めるものです。診療

日は火曜日から金曜日までで、診療時間は火曜日が午前１０時から正午までと、午後１時３

０分から４時３０分まで。水曜日から金曜日は、午前９時から正午までと、午後１時３０分

から４時３０分までです。なお、阿波診療所と霧生診療所については、診療日と診療時間の

変更はありません。この条例は、平成２７年１月１日から施行することとしています。以上

で、条例改正についての説明を終わらせていただきます。 

（議 長）  ただいまの説明に対しまして、何かご質問なりございましたらどうぞ。 

（委 員）  山田診療所の診療日が回復しているということはいいことだと思いますが、そこに至った

経緯を教えていただきたい。 

（議 長）  はい、どうぞ。 

（事務局）  先生のご意思としては、毎日患者さんの身近なところでできるだけ診療したいという想い 

がございました。しかし、当初は大阪のお仕事もされていたということもあって、すぐには 

毎日行けない。ですので、週２日、木・金曜日の診療となっておりました。この度、大阪の 

お仕事を整理していただき、当然、年齢的にも通うということは大変なことなので、ご家族 

ともども伊賀市でお住まいをしていただくという予定で進めさせていただき、１月からと調 

整させていただきましたので、今回の運びとなりました。 

（議 長）  よろしいですか、他にございませんか。では、無いようですので、条例改正に賛成の方の 

挙手を求めます。 

 

（条例改正採決） 

 

（議 長）  ありがとうございます。全会一致でございます。では、議事の３番目、その他の項につい

て、当局より何かありますか。 

（事務局）  国保運営協議会委員さんの選任方法について説明させていただきます。資料５をご覧くだ 

さい。本年末で各委員の２年の任期が満了となります。新たに委員さんを決めていただくこ 

とになりますが、２年前の方法をここに記載させていただいております。ご意見等がないよ 

うでしたら、前回と同様の方法でお願いさせていただきたいと思います。被保険者代表の委 

員につきましては、伊賀市国民健康保険の被保険者であり、任期が２年ということですの 

で平成２７年１月現在で、満７２歳以下であることが要件でございます。継続が不可能な場 

合は、支所や住民自治協議会を通じて推薦をいただくということでお願いしたいと思ってお 

ります。各支所管内で１名ということでお願いいたします。それから、保険医・薬剤師の代 

表委員につきましても、また各団体にお願いさせていただきたいと思います。被用者保険の 

代表委員さんは現在、協会けんぽさんと共済組合さん、それから健康保険組合さんからとい 

うことでございますので、また改めてお願いをさせていただきます。公益を代表する委員に 



5 

 

つきましては、１月以降も引き続き選任させていただいて、４月の委員の改選の時に改めて 

推薦をいただくことになります。前回まではこのような形で決めさせていただきましたので、 

ご検討いただきたいと思います。以上です。 

（議 長）  はい。平成２７年１月以降の国保運営協議会委員の選任方法について、ご発言ございまし 

たらどうぞ。 

（委 員）  １月現在というのは、何日現在のことですか。１月１日、３１日それによって変わると思

いますが。 

（事務局）  １月１日現在です。 

（委 員）  はい、ありがとうございます。 

（議 長）  他にございましたらどうぞ。 

（委 員）  公益を代表する委員ということで今、私たち市議会議員が就いているわけですが、ここで

議論したことをまた議会でも議論することになります。特に法律の定めがないということで

もあると思いますので、議会から送る必要はないのではないかと思います。議会自体が附属

機関や審議会等に委員を出すということは、あまりいいことではないと思いますが。 

（事務局）  ２年前も、委員さんからこのようなご意見を出されたように私ども記憶しております。そ 

の時は、検討させていただくということだったと思います。その後も当課から議会にお願い

をいたしまして、また議員さんを選出いただいたような経緯でございます。そういった意見

もございましたので、他市の状況を調べさせていただきました。三重県下は１４市で、市単

位で調べましたところ、市議会議員を選出団体として選んでいただいています市は、県内で

は４市になっております。民生委員、自治会連合会、婦人会、商工会議所、農協から出てお

られる市が多いです。これにつきましては、今後、議会と調整させていただくということで

よろしいでしょうか。前回検討するということで、調査はしましたがそれ以降検討されてな

いことにつきましては、申し訳ございません。再度指摘をいただきましたので、しっかりと

議会、議長さんはじめご相談させていただきます。他市の状況を見て、次回の新しい委員さ

んを選出するまでには結果を出して、また、会長さんにご相談もさせていただきながら進め

させていただきます。 

（委 員）  そういう方向が望ましいと思います。もうひとつ、今後は都道府県の役割分担も必要にな

ってきます。例えば、公益で代表する委員に県会議員を入れるというのも、面白いのではない

かと思います。 

（事務局）  はい、ご意見として。 

（議 長）  ひとつしっかりとご協議願いたいと思います。他にございませんか。 

（委 員）  国保というのは、いわゆる一番身近で、これから低所得者の方や高齢者の方がどんどん増

えていくと思います。そういう意味では、その中で医療という大事な分野を司る部分の協議会

ですので、できるだけ被保険者代表の方々から、身近なところでの意見が出る協議会というの

が大事だと思います。 

（事務局）  ありがとうございます。先ほど副市長も申し上げたとおり、医療費という部分でやはり今
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後の国保運営をどうしていくかをきちんと見極めていかなければならない。そのためには、い

ろんな方の意見を聞く。当然、この協議会の皆さんの意見を聞く。この協議会には、専門部会

もございますので、議論できる場を検討していきたいと考えているところです。 

（議 長）  他にございませんか。何かご意見ございましたら、時間もありますのでじっくり伺いたい

と思います。 

（委 員）  補正予算の説明について、次年度から前年度との比較がわかるような様式にしていただき

たい。   

（議 長）  事務局、どうですか。 

（事務局）  ご意見ありがとうございます。この後に、その他の項で伊賀市国民健康保険の状況の資料

をご用意させていただいております。今までの対比といいますか、年度の対比をさせていただ

いて、簡単ですがご説明をさせていただきたいと予定しておりますので、よろしいでしょうか。 

（議 長）  委員の選任につきましては、委員の意見をしっかり受け止めていただきまして、就任して

いただけるようにお願いしたいと思います。それでは、大きなその他の項へ進めますので、お

願いします。 

（事務局）  委員の皆様には２年間、国保運営協議会委員としてお務めいただきましてありがとうござ

いました。引き続き委員さんをお願いする方もおられると思いますが、今後も事業運営につき

ましてご協議賜りたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。それでは伊賀市

国民健康保険の状況ということで、Ａ４の資料を用意してございますのでご覧いただきたいと

思います。平成２５年度の伊賀市の国民健康保険の状況、現状などをご報告させていただきま

す。表紙をめくっていただきますと、めざす伊賀市の将来像ということで、これは第２次伊賀

市総合計画基本構想と再生計画から抜き出したものです。伊賀市民がみんなでめざす市の将来

像として掲げられていますのが、勇気と覚悟が未来を創る『ひとが輝く地域が輝く』伊賀市と

いうものです。子や孫たちの世代にも誇れる、市民一人ひとりが安心でき、活力に満ちたまち

をめざすとしています。そして、医療・地域福祉連携プロジェクトと観光･農林業連携プロジ

ェクトの２つが、再生計画の重点プロジェクトとなっています。次のページをめくっていただ

きますと、伊賀市再生のための課題です。市民生活の安全・安心を確保するうえで、最も大き

な課題が医療です。市民意識調査では、全体の約８０％の方が医療の課題を重要視している結

果となりました。伊賀市に限ったことではありませんが、２０２５年（平成３７）年には団塊

の世代が７５歳を迎え、医療や介護の需要が急激に増加することにより、いわゆる２０２５年

問題を見据えた対応が必要となってきています。誰もが住み慣れた地域で自立した生活が送れ

るように、伊賀市全体として安全・安心な医療と介護が提供できるしくみづくりとして、２０

２５年を目途として地域包括ケアシステムの構築をし、取り組まなければならないと考えてい

ます。今日は地域包括ケアシステムの話ではございませんが、この構築体制の中の役割として、

医療保険という側面で支えながら、他の分野と連携していくことが重要であると考えています。 

そこで、ここから伊賀市の国民健康保険の現状についてお話をさせていただきます。４ペー 

ジをご覧ください。２６年３月末の伊賀市の概要です。人口が９万６千１８７人、世帯数が３ 
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万９千１７７人となっています。１ページめくっていただきまして、国保の加入状況ですが、

６ページの国保加入者の推移と併せてご覧ください。国保の被保険者数は約２万３千人で、

伊賀市全体の人口のうち約３人に１人が加入しています。また、世帯数としましては、約１

万３千７００世帯で、これも３世帯に１世帯が加入していることになります。国保加入者の

推移は、２３年度末の数字はあげていませんけれど、被保険者数も世帯数も毎年減少の傾向

にあり、全国的な傾向でありますが、被保険者数の減少は、財政基盤の弱体化につながるこ

とになり、今後の動向に注視する必要があります。続いて、７ページをご覧ください。被保

険者の年齢区分の状況です。表を見ていただければ一目瞭然ですが、６０歳までは１０歳刻

みで、６０歳以降は５歳刻みで表示しています。６０歳から６４歳までが３千５５８人、６

５歳から６９歳は５千４人、前期高齢者である７０歳から７４歳は４千８９７人となってい

ます。８ページをご覧ください。６５歳から７４歳の被保険者数が、約９千９００人と、全

被保険者数の４３％を占める結果となっています。このように、伊賀市は高齢者の加入割合

が高く、国民健康保険の構造的な課題が見えてきます。高齢者が多く加入していることによ

り、当然医療費も高くなってきます。また、年金生活者や無職者が多く、保険税の負担力も

低くなりがちです。めくっていただきまして、９ページをご覧ください。国保事業勘定の決

算状況ですが、前年度との比較となっています。２５年度の歳入総額は、１０７億８千８３

９万６千円、歳出総額が９９億１千６７１万８千円で、歳入歳出差引が８億７千１６７万８

千円となっています。単年度収支の差引額は、マイナス２億３千２９８万３千円となり、単

年度実質収支が赤字となりました。この赤字の原因としまして、少し後のページの１６ペー

ジをご覧ください。平成２６年度の国保税賦課の状況を記載させていただいておりますが、

昨年度から賦課方式の変更により、資産割の廃止と均等割額の引下げを行い、保険税が減収

になったことが挙げられます。また、年々医療費の増加に伴う医療給付費の伸びが挙げられ、

支出規模が拡大していることも原因のひとつとなっています。ページを戻っていただきまし

て、１０ページをご覧ください。２５年度の収入状況の割合ですが、保険税ほか国・県から

の補助金等の占める割合です。保険税による収入は、伊賀市が一人あたり、７万９千１７５

円、市町平均が９万４千７８９円と１万５千６１４円市町平均より下回っています。一方で、

国庫支出金の収入は、９万３千７８２円、市町平均が８万５千６７７円と市町平均の８千１

０５円上回る結果となっています。これらの状況から、保険税に比べて国庫補助金等に偏っ

た収入であると言えます。次に、支出に占める割合ですが、見ていただいてお分かりのとお

り、保険給付費が全体の６９．１６％と、全体の７割近くを占めています。一人あたりの保

険給付費ですと、伊賀市は２９万３千３円、市町平均が２７万５千３４０円と伊賀市が１万

７千６３３円上回り、医療費が高い状況にあり、支出に大きく影響していることが分かりま

す。続いて、１２ページは、財政収支の状況です。伊賀市と三重県とありますのは、市町の

平均を比べたものです。備考欄にはどういう状態がいいのか良くないのかを書かせていただ

いています。形式収支率は、２５年度の決算上の形式収支の状況ですが、１０８．７９で市

町平均よりも高く、収支状況は黒字を示しており、県下では２位となっています。ちなみに、
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１位は朝日町となっています。一方で、その下の単年度実質収支率では、市町平均を下回り、

県下２０位となっております。また、財政安定化支援繰入率は、市町平均より大きく上回り、

低所得者が多く医療費が高いことを示しています。基金残高率及び繰越金額率は、ともに市

町平均を大きく上回っていることから、感染症の流行等突発的な高額医療費の発生に対応で

きる状況であると言えます。続いて、１３ページですが、基金保有額の推移となっています。

左から２１年度末から２５年度末の推移ですが、２５年度末で１１億８千１７２万９千円の

基金があります。続いて、１４ページからは医療費の状況です。一人あたりの医療費の２２

年度から２５年度まで伊賀市と市町平均を比較したものになります。２５年度では、伊賀市

が３５万３千４７１円、市町平均が３３万１千８１０円と、伊賀市が２万１千６６１円大き

い結果となっています。県下２９市町中、順位は８位となっております。次のページには、

一般被保険者の疾病別の費用割合を示しています。まず、一番多い疾病ですが、高血圧性の

疾患や脳血管疾患、心疾患など循環器系の疾患となっています。続いて、がん等の新生物、

そして認知症や神経症等の精神障害、関節症等の筋骨格系、消化器系が続いています。続い

てきまして、１７ページと１８ページをご覧ください。１７ページには、国民健康保険税の

一世帯あたりの現年度分の調定額の推移を、１８ページには、一人あたりの現年度分調定額

の推移について、伊賀市と市町平均を比較したものになります。いずれも市町平均よりも下

回っており、特に２５年度は賦課方式の変更を行ったため開きが大きくなり、被保険者への

負担軽減は図られているものの、安定した財政運営のため、今後の動向を注視する必要があ

ります。続いて、１９ページには保険税収納率の推移を示しています。伊賀市と市町平均を

比較したものですが、上が現年度分、下が過年度の滞納分を表しています。伊賀市の現年度

分は、昨年度より少し下がりましたが、過年度分は上昇しています。いずれも市町平均を上

回ってはいますが、一人あたりの保険税調定額等が市町平均よりも低い状況を考えますと、

今後の収納対策の取り組みが重要となってくるものと思われます。その収納対策ですが、収

税課と連携し、収納率向上のための取り組みを行っています。累積滞納となる前の早期の納

付相談や、短期証・資格証明書の交付により機会を得て、きめ細やかな相談対応をすること

を心がけています。また、高額滞納者や悪質滞納者へは、給与・預貯金の差押をするなどの

滞納処分や、差押えた財産等インターネット公売を実施しております。続いて、２１ページ

からは国民健康保険で行う保健事業の取り組みです。２６年度の脳ドックと簡易人間ドック

の状況と、２５年度までのそれぞれの受診者数を挙げさせていただきました。毎年脳ドック

については、定員を大幅に超える応募があり、来年度はもう少し定員を増やせるよう市民病

院と岡波総合病院へ交渉をしております。２２ページからは、特定健診と特定保健指導につ

いてです。この特定健診は、生活習慣病の発症や重症化を予防するために行っており、メタ

ボリックシンドローム該当者や予備群を少しでも減らすために、併せて保健指導を行ってい

ます。今年度の取り組みとしては、受診率アップのため２４年度と２５年度の未受診者に受

診を促す通知を送付しました。また、集団がん検診と実施日を合わせるなど、受診してもら

いやすい体制を取っています。特定健診は、受診期間がこの１１月２９日土曜日までとなっ
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ていますが、来年の３月１４日土曜日に集団がん検診と同時に集団特定健診を実施する予定

をしています。２３ページには、今までの特定健診の実施結果を挙げさせていただいていま

す。２５年度は、対象者数が１万７千８９３人のうち、受診者数が５千６８６人で受診率が

３１．８％となっており、２５年度からの特定健康診査等第２期実施計画の目標値に届かな

い数値となっています。２５年度の未受診者のうち、生活習慣病で既に病院へかかっている

と思われる人数が５千６９７人で、未受診者の３１.８％。約半数ほどにのぼっております。

先日、法定報告の数字が確定し、伊賀市の特定健診の受診率は、３２．０％という結果が出

ました。県平均が３９．８％で、伊賀市は県内順位が２９市町中２４番目という結果です。

２６年度は特定健診の目標値が４５％、保健指導の目標値を３０％としておりますので、前

回の運営協議会でもお諮りさせていただきましたが、保健指導については、受診率のアップ

と生活習慣病予備軍を減らす目的で、よりきめ細やかな保健指導をするため、民間事業者へ

委託をします。次の２４ページは、特定健診の年齢別受診率についてのグラフで、男性・女

性に分けて２４年度と２５年度の比較ができるようになっております。やはり、５５歳から

５９歳までの特に男性の受診率が低く、働き盛りの若年層の受診率向上が課題となっており

ます。最後に、国民健康保険制度のこれからということで、国の動向等を中心にご説明させ

ていただきたいと思います。社会保障制度改革国民会議の報告を踏まえ、２５年１２月に持

続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆるプログラム法

公布、施行されたところです。このプログラム法の医療保険制度関係では、持続可能な医療

保険制度を構築されるために、２６年度から２９年度までを目途に、順次、必要な措置を講

ずることとされています。２６年１月以降、厚生労働省と地方との協議が開催され、プログ

ラム法や国民会議報告書の方向性に沿って、国保が抱える財政上の構造的問題の解決と方策、

また、保険者の都道府県移行と運営に関する役割分担のあり方等が、議論されてきておりま

す。別紙に参考資料として、８月８日に国保基盤強化協議会が開催され、その報告を中間整

理という形で、厚生労働省から示されています。今後、課題や見直しの方向性を整理し議論

がなされ、この年末を目途に結論を得て、必要な法律案について２７年国会提出を目指すと

しています。国は、２９年度から３０年度を目途に都道府県化をするとしており、今までに

はない国保制度の大きな転換期ではありますが、制度改革における国･県の動向に注意を向け

ながら、伊賀市国民健康保険事業の健全運営に努めてまいりたいと考えております。以上で

伊賀市国民健康保険の状況について、説明を終わらせていただきます。 

（議 長）  ありがとうございました。この際ですので、何か発言等ございましたらどうぞ。 

（委 員）  １点だけ教えてほしいのですが、１６ページに均等割の引き下げを２４年度からやってお

り、基金も県の中では若干偏っていますという報告がありましたが、どれぐらい引き下げを継

続していくことができるのか、見通しが分かったら教えてください。 

（事務局）  ２５年度に資産割を廃止して、均等割を引き下げた時の見込みでは、広域化に向けて基金を 

取り崩しながら運営をしていくということで、２９年度には基金が約５億円になる試算で、国

保税の引き下げをさせていただいた状況です。 
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（委 員）  引き下げた部分で収納状況はどうですか。 

（事務局）  １９ページをご覧いただきたいと思います。先ほども説明させていただきましたが、三重

県と比べまして、伊賀市のほうが現年度分の収納率が２４年度は９３．４７％で、２５年度が

９３．２５％と少し下がっております。保険税を下げたにも関わらず、収納率が下がっている

状況となっています。一概には言えないとは思っておりますが、検証をしなければならないと

考えております。 

（議 長）  こうした原因が分からないということですね。 

（事務局）  滞納されている方の中には、国保税だけを滞納されている方や、他税も滞納されている方

等いろいろです。その中で、収税課が状況に応じて先に国保税を収納、あるいは他税を先に収

納したりしています。それらを１年間積み上げた結果、このような数字が出ています。同じ金

額を収納するにしても、一部を別の税に充てたりする中で、前年度と差が出てきていると考え

ています。 

（議 長）  他にないですか。 

（委 員）  今の話の続きでいきますと、やはり対策として２０ページの一番初めに書いてありますが、

早期の納付相談を、また、いろいろなすべての相談を例えば、地域包括支援センター３ケ所に

増やすとか、貧困といった問題も含めて市民が相談に行けるようなしくみを作ったということ

もありますし、庁内でも担当課を越えて、お金の問題や介護の問題があったとしても、それぞ

れ横断的に課を越えて対策できることになると思います。 

（事務局）  総合相談体制は、あくまでも福祉分野です。あらゆる相談はいいのですが、今の体制は福

祉分野に限る相談です。しかし、相談の中で税であった場合は、担当と調整・連携は当然のこ

とです。ただ、自分で問題意識を持って税へ行かれる方で、福祉的な分野の課題があれば、支

援する連携は当然、これからもさせていただく。役所のどこへ行っていただいても、きちんと

引き継ぐことが大事です。適切な支援をする、意識して相談に乗るという心構えが必要と思っ

ています。 

（議 長）  よろしいですか。 

（委 員）  特定健診ですが、案内をもらって思いましたが、結局、１１月３０日まで忙しくて行けな

かった。伊賀市は予防が大事と言いつつ、特定健診の実施でいえば２９市町中２４位ってい

うことでね。その上位２３市町の取り組み等を伊賀市として、特徴的で参考になるような事

例を研究されたりしましたか。 

（事務局）  しておりません。確かに受診率が低いですので、これから他市の状況を参考にしながら、

もう少し受診率アップの方策を考えていきたいと思っています。 

（委 員）  保険税の滞納がない方で、保険証を１年間利用せず、病院にかかってない方がいらっしゃ

ると思います。もし、わかれば調べていただきたいと思います。 

（事務局）  保険税の滞納もなく、なおかつ、無受診で健康な方をおそらく抽出できると思いますが、

検討してみます。 

（委 員）  先ほど滞納者に、細やかな対応をしていくというお話がありましたが、やはり医者の立場
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から言うと、保険には入っていないけど、重症者という方がたまに見えます。そういった場合、

医者側からどのような対応をさせてもらったらいいのでしょう。 

（事務局）  保険なしでは、病院には行けません。 

（委 員）  その時は一時的にです。検査が必要なのに、させてもらえない。何かいい方法があったら

教えていただきたい。 

（事務局）  保険証や短期証もお持ちじゃない方ですか。 

（委 員）  持ってない。 

（事務局）  資格証明書もお持ちじゃない方ですか。 

（委 員）  保険証のようなものはまず持ってない。だから自費になるということです。 

（事務局）  必要な検査というのは、当然先生のご判断でしていただいて、それで支払うお金がないと

いうことであれば、生活保護制度もございますのでご支援させていただきます。 

（委 員）  ところがですね、やはり滞納していている方には負い目があるわけなんです。医者側とし

ましては、患者さんの許可を得ない限り、治療に入っていけないのです。そういう時に「あな

たは保険料を滞納しているけれども、何とかいい救済方法がありますよ。これ、届け出たらど

うですか」といった方法です。 

（事務局）  その場合は、「市役所の国保担当へ行って相談してくださいね」といったアドバイスをして

いただく。後は、こちらで検討させていただきます。 

（委 員）  はい、ありがとうございます。 

（議 長）  他にございませんか。無いようですので、平成２６年度第２回伊賀市国民健康保険運営協

議会を終了させていただきます。誠にありがとうございました。 


