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平成２４年度 第１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

半数の委員様のご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。 

       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）   本日の国民健康保険運営協議会にご出席をいただきましたお礼を一言申し上げた

いと存じます。今日から処暑でございますが、まだまだ連日猛暑が続いております。

今日もニュースで「伊賀地方では局地的に３５度になる地域もある。」というふうなこと

も聞かされておりまして、後しばらくこの暑さが続くようでございます。委員の皆様に

おかれましては、体調管理等に万全を期していただきたいと思います。 

       また日頃から、国保の関係以外にも市政の各般にわたりまして、皆様に格別のお力

添えをいただいておりますことに、改めてお礼を申し上げます。なお今回、それぞれ

の代表する委員さんの中で、新しく委嘱をさせていただくということで、後ほど委嘱状

の交付をさせていただきますが、既にご承諾をいただいておりますことにお礼を申し

上げます。なお、会長につきましても、後ほど事項の中でお決めいただいて、この協

議会の運営につきまして、格別のご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

       本日の議事でございますが、事項書にもございますように、２３年度の決算、そして

２４年度の補正予算の提案をさせていただいております。決算につきましては後ほど

ご審議をいただいて、議会のほうでご承認をいただくという運びになるわけでござい

ますが、いずれにしましても、この決算を見ながら、当局で今後の国保の運営につい

て、一定の考え方をいたしてまいりたいと考えております。また後ほど、皆様にもその

考え方の一端をお話申し上げてご協議をいただきたいと考えているところでございま

す。 

        医療費につきましては、年々増加の一途を辿っておりまして、国の医療費につきま

しても１０兆円以上ということで、一人につき３０万円を超えるというようなことも数字と

して示されているところでございます。 

今後の伊賀市の国民健康保険事業、さらに国保会計の運営につきまして、引き続

き皆様によろしくお願いを申し上げ、本日の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。 

 

＜市長が委嘱状交付＞ 

 

（事務局） 続きまして、事項書の３番、委員の皆様をご紹介させていただきます。資料１をご覧く 
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ださい。 

 

＜事務局が各委員を紹介＞ 

 

（事務局） 事務局から自己紹介をさせていただきます。 

 

＜事務局が自己紹介＞ 

（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、国民健康保険法施行令

第５条第１項の規定により、会長は公益を代表する委員のうちから全委員の選挙で決

めることとされておりますが、慣例により選挙は行わず推薦により決めたいと存じます

が、いかがでしょうか。 

 

＜「異議なし」の声あり＞ 

（事務局） では、推薦をいただけますか。 

（委員）   はい、森さん。 

（委員）   森さん。 

（事務局） ありがとうございます。只今、森委員さんにということでご推薦をいただきました。お

諮りさせていただきます。賛成の方は拍手をお願いいたします。 

 

＜満場一致の拍手あり＞ 

 

（事務局） ありがとうございました。では森会長様、会長席のほうによろしくお願いいたします。

なお、規則では、協議会の議長は会長があたると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）   皆さん、改めましてこんにちは。只今、ご選任をいただきました森正敏でございます。

伊賀市の国民健康保険運営協議会の委員には、度々つかせていただいております

が、会長としてこの席に座るのは初めてでございます。一生懸命努力したいと思いま

すので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

        さて、少子高齢化が進む中で、国会では「社会保障と税の一体改革」が審議されま

して、８月１０日に参議院で成立いたしました。また、伸び続ける医療費が国保財政

を圧迫している現状から、現在、厚生労働省では「第２次医療費適正化計画」を策定

中でございます。皆様、ご存知の方もいらっしゃるだろうと思いますけれども、今、か

なり進んでまいりました。国民健康保険制度というのはご存知のように、国民皆保険

の基盤であり、我が国の医療保険制度の根幹を成すものであります。この伊賀市国

民健康保険事業の安定と継続に向けまして、委員の皆様のご協力を切にお願い申

し上げたいと思います。 

        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をさせていただきます。ご異議ございませんか。それで
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は、被用者保険等保険者を代表して、寺嶋哲司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、皆様の前のマイクは予め

オンにされております。ご了承くださいますよう、お願いいたします。 

それでは事項書に沿いまして、議事の１番目であります「平成２３年度伊賀市国民

健康保険事業特別会計決算」について事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 失礼します。まず資料の確認をお願いします。先日委員の皆さまに郵送をいたしま

した資料２、資料３、資料４、それに本日配布させていただいております、事項書、資

料１、そして「あり方検討委員会の委員の案」というのがあると思います。それと各市

の賦課資料、そして納付回数の書いた資料と、そして国保の保健事業の資料とがご

ざいます。あと、国保新聞でございます。資料等ない方は、お申し付けください。よろ

しくお願いいたします。 

（議長）   皆さん、ありますか。はい、では説明してください。 

（事務局） 平成２３年度国民健康保険事業勘定決算見込についてご説明させていただきます

ので、資料２をご覧いただきたいと存じます。歳出から説明いたしますので、１枚めく

っていただき（３ページ）歳出をご覧ください。 

第１款総務費でございますが、１億６，３１６万４，３４０円を支出いたしております。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分で９，８３７万６，７３３円、

一般管理費では５，０４４万４，８７４円支出いたしております。この他、一般管理費の

方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

明欄のとおりでございます。 

第２款保険給付費ですが、６４億７，２７２万６，０６４円支出し、歳出の７０．３０％を占

めております。前年度と比べますと １億３，４４０万６，３５７円の増でございます。率

にしますと２．１２％の増でございます。 

第３款後期高齢者支援金等でございますが、１０億５，３００万３，１２０円支出いたし

ております。 

第４款前期高齢者納付金等ですが、３１２万９，８２３円支出しています。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者間の不均衡を是正す

る財政調整制度でございます。交付金として約２８億１，９７５万７，７５９円収入して

います。 

第５款老人保健拠出金では３５万３，４５９円支出しており、平成２１年３月診療まで

の精算分でございます。 

第６款介護納付金では４億４，５２９万５，６７３円支出しております。 

裏面（４ページ）をご覧ください。 

第７款共同事業拠出金は９億２，６２６万３，８３３円で、県内の保険者が高額医療費

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款保健事業費では、７，６７７万５，７４５円で特定健康診査等事業費では５，２８５

万４，３５３円支出しております。また、脳ドックや簡易人間ドックなどを行う保健衛生
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普及費では２，３９２万１，３９２円支出いたしております。 

第９款公債費は 0 円で支出がありません。 

第１０款諸支出金では６，６７７万３，１０１円支出しております。主なものは、一般被

保険者保険税還付金９０２万１，６７８円、退職被保険者保険税還付金４６５，６７２円、

過年度国庫支出金精算返還金（療養給付負担金分）５，７２８万５，７５１円でござい

ます。 

予備費では予算額１億５，９８０万円に対して、全額不用となっております。歳出合計

は９２億７４８万５，１５８円でございます。 

次に歳入について説明いたしますので、１枚目（１ページ）にお戻りください。 

第１款国民健康保険税で２０億６，４３２万９，８１６円でございます。詳細は説明欄の

とおりでございます。（ ）内は前年度の率でございまして、保険税総額では前年度と

比べ０．６８％の増となっております。徴収は収税課が行っておりますが、差押え、イ

ンターネット公売等の取り組みによるものと考えております。現年度分については、９

３．３％の収納率ですので、県下１４市中、上位にあると思います。ちなみに昨年度

は、トップでありました。 

第２款使用料及び手数料ですが、７５万１，１７０円を収入いたしております。 

次に第３款国庫支出金でございますが、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２０億２，７９２万５，０６６円収入しております。昨年度と比べ２億１，３２０万２，

１８５円減少しております。一般被保険者療養給付費負担金の減及び財政調整交付

金の減と、介護従事者処遇改善臨時交付金がなくなったことです。 

第４款療養給付費等交付金ですが、８億１８０万５，２０１円収入し、昨年度と比べ１

億４８６４万３２０１円の増でございます。 

第５款前期高齢者交付金ですが、２８億１，９７５万７，７５９円収入いたしております。

健康保険組合や共済組合と比べ、国保加入者は高齢者比率が高いため、多額の交

付金を収入しております。 

第６款県支出金は３億８，７２０万８，９３２円収入しており、詳細につきましては、説明

欄のとおりでございます。 

裏面（２ページ）をご覧ください。 

第７款共同事業交付金、８億１，４２２万９，６４６円ですが、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４２３万６，３４７円で、３つの基金から生じた利子収入です。 

第９款繰入金では一般会計繰入金で５億５，１８９万２，５３２円収入いたしております。

詳細は説明欄のとおりでございます。 

第１０款繰越金は５億８，６０４万７６６円で、２２年度からの剰余金でございます。 

第１１款諸収入は６，２３１万６，２５２円でございます。主なものとしましては滞納保険

税に係る延滞金、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

れたものでございます。 
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以上歳入合計１０１億２，０４９万３，４８７円で歳入歳出差引９億１，３００万８，３２９

円を２４年度会計に全額繰越をしております。 

（議長）   資料３も続いてお願いします、直営診療所ですね。 

（事務局） 続きまして、平成２３年度直営診療施設勘定診療所費決算見込についてご説明申

し上げますので、資料３をご覧ください。歳出からご説明申し上げます。 裏面をご覧

ください。 

第１款総務費で８９，３６万９，４３７円の支出で、一般管理費につきましては、８，９１

９万８，４３７円支出しております。説明欄のとおりでございます。 

第２款医業費では、７，１７４万１，８２７円を支出いたしております。説明欄のとおり、

大部分が医薬品等購入の医薬品衛生材料費でございます。 

第３款公債費は５６７万３，２８６円で、全て山田診療所の起債に係る償還金元金と

利子分です。 

第４款予備費は、予算額・執行額とも０円でございます。 

第５款前年度繰上充用金でございますが、２２年度決算が２，４１０万２，４５２円赤字

が見込まれたため相当額を支出いたしております。以上歳出計１億９，０８８万７，００

２円で前年度と比べ約２，０４１万７，８７９円の増となっております。 

次に歳入をご説明いたしますので、表面をご覧ください。 

第１款診療収入ですが、各診療収入を併せ１億４，２１９万８，８７４円であります。 

第２款使用料及び手数料は、８１万４，７６０円収入いたしております。 

第３款繰入金でございますが、９９６万８，２８６円であり、詳細につきましては説明欄

のとおりでございます。 

第４款繰越金は、予算額、決算額とも０円でございます。 

第５款諸収入につきましては、２２万８，８５６円で、主なものといたしましては、医薬

材料売払代金等が２２万８，８５６円でございます。歳入合計１億５，３２１万７７６円で、

歳入歳出差引マイナス３，７６７万６，２２６円となっております。以上が２３年度国民

健康保険特別会計決算見込でございます。 

（議長）   ありがとうございました。「２３年度の国民健康保険事業特別会計の決算」について

の報告がございました。資料２、３含めて質疑に入りたいと思いますので、質疑のあ

る方、ご遠慮なくお申し出いただきたいと思います。細かい数字がずっと並んでいま

すので、なかなか大変だとも思いますが。ございませんか。 

（委員）   丁寧に説明していただいたにも関わらず、よく分からずにすみません。予算に対し

ての決算ということですが、前年度の決算と今年度の決算を比べて、先ほど例えば、

介護従事者処遇改善交付金が無くなったからとおっしゃったんですけど、前年度の

決算と比べて、繰越が今年度はたくさん残っています。前年度決算の場合は５億８

千６０４万円だったのが、今回は９億１千３００万余りになっています。 

        この数字は予算と決算ですので書いてないんですが、去年の決算を見ていたらそ

れだけ違っているんですけども、今年の特徴というか、大きく変わったところがあった

ら、もう一度教えていただきたい。前年度に比べて繰越が増えた理由とか。 
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（事務局）  歳入の国庫支出金では、前年度と比べ減ってはおりますが、前期高齢者交付金、

６５歳から７４歳の被保険者に係る交付金が支払基金から交付されております。ここ

の部分で人数が多いため医療費が増大し、６億６千４１３万１千円が対前年度より増

えております。これが、今年度の増となった一番の原因と考えております。 

（委員）   その繰越、「その分が多くなり、逆に支出のほうがあまり変わらなかったので、差引

の額が前年度決算と比べて増えた。」ということでよろしいか。 

（事務局）   はい。 

（議長）   他にございませんか。無いようでございますので、それでは「平成２３年度国民健

康保険事業特別会計決算」について採決をいたしたいと思います。賛成の方には拍

手をいただきたいと思います。 

 

＜拍手あり＞ 

 

（議長）   ありがとうございました。賛成多数でこの特別会計決算につきましては可決をいた

しました。では、次の②に入ります。「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」を議題といたします。説明をお願いします。 

（事務局） 失礼します、２４年度直営診療施設勘定補正予算について説明いたしますので、資

料４をご覧ください。なお、当補正予算ですが、２３年度決算が赤字見込みのため、

前年度繰上充用金の科目の新設を主な内容とし、専決処分の後、６月の定例会で

承認を受け、議決済とういことで、委員の皆さまにはご報告ということでお願いいたし

ます。 

 歳入第１款診療収入ですが、国民健康保険診療報酬収入１，３１６万１千円と、後

期高齢者診療報酬収入２，４４４万３千円を増額いたしております。 

   第４款繰越金は、２３年度が赤字のため予算額２７，０００円を０円にいたしておりま

す。以上歳入合計を２億４６０万６千円としております。 

        裏面をご覧ください。歳出予備費予算額１０万円を０円といたしております。２３年度

決算見込み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２３

年度赤字相当額３，７６７万７千円といたしております。歳出総額は２億４６０万６千円

とし、歳入歳出予算額を同額といたしております。以上でございます。 

（議長）  説明が終わりました、質疑に入りたいと思います。何かございませんか。既にもう議

会のほうで採決済みの補正予算でございますので、「報告」という形でございます。

無いようでございますので、これはもう採決をせず、次へ移りたいと思います。 

       次の「専門部会の委員の選任について」を議題といたします。事務局、よろしくお願

いします。 

（事務局）  「直営診療所あり方検討委員会の委員の案」をご覧ください。今回、公益を代表す

る委員１名の交代がございました。新たに公益を代表する委員の中から専門部会の

委員１名を選任していただきたいと存じます。 

        前回も会長に委員をお願いしておりましたので、森会長に専門部会の委員をお願
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いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

＜「異議なし」の声あり＞ 

 

（議長）  よろしいですか。お認めをいただきましてありがとうございました。 

（事務局） では、森委員さんに専門部会のほうに入っていただくことになりますのでよろしくお

願いいたします。 

（議長） これは、会長さん決まってますか。 

（事務局） はい。会長は百上委員さんです。 

（議長） そうですか。はい。どうもありがとうございます。その次、「その他」に入りたいと思いま

す。何かございますか。 

（事務局） その他の項で１件、ご検討をお願いしたいと存じます。そのお願いですが、「国保の

保険税の納付回数」についてご検討をいただきたいと思っております。 

        現在、伊賀市では「仮算定」と「本算定」とを含めまして、年間１０回で納付をお願い

しております。「仮算定」は４月に納付書を送らせていただいて、４月・５月で納付をい

ただきます。「本算定」は８月中旬に送らせていただいて、８月から３月までの納付と

いう形をとらせていただいております。 

         「仮算定」につきましては、前々年の収入に対して算定させていただき、「本算定」

については前年の収入に対して算定させていただいておりますが、納付回数１０回を

９回にさせていただくことを考えております。 

そして、９回にすることにつきましては、「本算定」だけのほうが分かりやすいので

はないかと考え、前々年の仮算定を無くし、前年の収入に対しての本算定を９回で割

ることを考えております。 

確かに、現行の「仮算定・本算定の１０回」と、新たな「本算定だけで９回」には、ど

ちらもメリット・デメリットはあると思いますが、そのあたり、ご意見をいただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（議長）   皆さん、分かっていただけましたか。 

（事務局） 伊賀市につきましては、現行１０回の納付回数です。本日、書類を３つほど付けさせ

ていただいてありますが、他市の状況でも、１０回のところと９回のところがあります。

９回に減らした場合は、どのような割り方になるかというものを配布させていただいて

おります。 

       この、年税額１万７千１００円としてありますのは、「所得の低い方、所得のかからな

い方で、資産割もかからない方」を例として出させていただきました。 

       現行の１０回で割った場合、１万７千１００円の方でしたら、１期・２期は前年度も何も

変わりは無いということです。１万７千１００円の１０分の１ということで１千７００円を２

回、現行では納めていただいております。そして３期として、８月１日に「本算定」とい

う形で残りの８回を割るわけなんですが、「１万７千１００円」から「１期・２期の分を引

いて」、それを８回で割ると１回千円になります。その「千円を８回で掛けて」、その残
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りの「１期・２期で納めていただいてある３千４００円」を引いたら、「３期が６千７００

円」という金額になります。 

       これが現行の形なんです。これを今度は同じように「９回」で割りましたら、平均して

１千９００円っていう数字になるんですが、税の徴収は千円単位になりますので、「２

期から９期が千円として、８回で掛けて８千円」。そこから、「１万７千１００円」からこの

「８期の分を引いた残りが、１期の９千１００円」というような割り方になっております。

ですので、年税額としては変わりは無いんですが、１期のところで大きく９千１００円と

いう額になってきます。ただ、２期から９期は１千円で、前回の４期と１０期からの金額

と変わりございません。 

       そういう割り方をしてございますので、この２万５００円の方にしたら、９回にしても前

年度と変更は無いということなんです。あとの方については、やはり所得が変わって

きますので、毎回この「月割額」というのも変わってまいります。 

   ただし、年金から「特別徴収」をさせていただいている方につきましては、６回という

ことでございますので、これには関係無く６回で頂戴いたします。今、変更させていた

だきたい方は「普通徴収の方」ということになります。 

（議長）  これは、普通徴収の方についてのことで、特別徴収の方は関係がないということです

ね。 

（事務局） そうです。 

（議長）   今、説明がありましたが、ご意見ございませんか。 

（委員）   この状況の中で、いろんな市町の例が書かれているんですけど、暫定賦課が無し

で、納付回数が１０回というのはどういう意味ですか。 

（事務局） 伊勢市のことですね。 

（委員）   伊勢市とか尾鷲市とか。 

（事務局） はい。確認しましたら、その所得も決定するのが６月・７月ですので、「まずは前年度

の分で課税をして、変更のある方については、７月以降に更正という形で、税が決定

した時点でもう一度やり直す。」ということをおっしゃってみえました。 

       それをせずに、伊賀市では、６月に所得が決まって、一番早いところで７月１日に本

算定という形で割らせていただきたいと提案させていただいております。 

（議長）  よろしいですか。 

（委員）  はい。 

（事務局） 今、こうさせていただく理由として、４月・５月の１期・２期の額がものすごく高額であ

っても、次は８月まで更正はせず、この８月に更正した時に、多く還付させていただく

ことがあります。また還付の時期も、１期・２期を納めてから還付に至るまでの期間が

長いということもございまして、市民の皆さんは「分かりにくい」とおっしゃいます。また、

この１期・２期が先ほども説明させていただいたように前々年度の所得ということで、

前年度の１０分の１ですが、ぐっとオーバーになってきてしまって、「どうして前々年度

の所得で４月・５月をかけてくるのか。」と市民の皆様の声もいただいております。 

       だから、そこのところで「やはり、所得が決定したところから課税させていただきた
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い。」という提案でございます。 

これを、平成２５年度から実施させていただきたいと考えております。 

（委員）   還付の人が多いっていうことですか。 

（事務局）  はい。 

（委員）   改正したら、還付はどうなりますか。 

（事務局）  改正しましたら還付が発生しません。それともう１つですが、たとえば２月や３月の

途中に社会保険等を喪失されて国民健康保険にご加入いただいた方につきまして

は、すぐに４月・５月に課税させてもらうのではなくて、「過年度の随時」という形で６月

課税となります。まず、４月・５月に１期・２期という「仮算定」で前々年度の所得で課

税しておき、なおかつ、前々年度の所得でその「前年度の過年度分」の３月分や２月

分、加入した月からの分を６月にしか課税しないため、先に平成２４年度の課税を送

付させていただいて、「２３年度分の過年度月」というものが６月になってしまいます。

ここもやはり、加入された方からは「もう払ったのに、なぜ前の２３年度が今来るの

か。」というご質問等も多いです。 

       だからここは、この随時課税で、「仮算定」をなくすことによって、４月に課税をさせて

いただくことができ、順番に更正をしていけますので、説明はしやすいと考えておりま

す。 

（議長）   この件については、この場では「皆さんの意見を聞かせていただく。」ということでよ

ろしいですか。 

（事務局） はい。これは条例改正等もございますので、議会に諮っていきたいと思います。 

 これを実施するには、１２月議会に条例改正の提案をしたいと考えておりますので、 

ここで決まらなければ、また運営協議会を開催させていただいて１２月議会までには

決めていただきたいと思います。 

（委員）   いろいろ苦情があるんですね。 

（事務局） はい。 

（議長）   はい、ありがとうございます。あと、その他の項で何かありませんか。 

（事務局）  皆さんに配布させていただきました「伊賀市国民健康保険保健事業」という資料をご

覧いただきたいと思います。 

「平成２４年度の保健事業」についてご報告を申し上げます。まず、脳ドックと簡易

人間ドックでございますが、広報いが市の４月１５日号、そしてケーブルテレビで募集

の案内をさせていただきましたところ、脳ドックでは定員の３４０人に対しまして、２倍

を超える７５８人の応募がありました。抽選により、３４０人を決定させていただいたと

ころでございます。 

次に簡易人間ドックにつきましては、定員６３０人に満たなかったため、追加募集と

いう形もとらせていただき、４７５人の応募がありました。定員まではまだ少し余裕が

ある状況でございます。また、検診内容では希望者には前立腺ガンの検診が追加受

診できるようになっております。これに係る費用としましては、個人負担で５００円、そ

して国保負担が８００円ということになっております。 
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最後に特定健診でございますが、対象が４０歳から７４歳の方で、４月１日現在、１万

７千８１５人の方を対象として、６月に受診券を送付いたしました。５月以降に異動等

で新たに対象となられた方につきましては、月遅れになっておりますが順次、受診券

を発送しております。なお、受診期間は７月から１１月末までです。検診内容で伊賀

市独自の追加項目としまして、末梢血検査、心電図検査なども受診をしていただいて

おります。また、受診を促す啓発でございますが、広報いが市等に掲載のほか、平成

２２年度、２３年度の２年度にわたって未受診の方につきまして、受診勧奨の案内を

送付させていただきたいと考えております。そして少しでも受診率の向上を図りたい

と考えております。 

簡単でございますが、今年度の保健事業の報告とさせていただきます。 

（議長）   この件について、何か聞きたいことはございませんか。 

（委員）   ２、３お尋ねいたしたいと思います。まず、特定健診ですが、昨年、一昨年の人数を

教えていただきたいのと、もう１つ、簡易人間ドックの人気がなく、６３０名に対して４７

５人の希望者だということですが、その後の啓発についての考えがございますか。も

う１点。費用を個人負担が８千５００円、「PSA テスト」いわゆる前立腺ガン検診の個

人負担が５００円ということですが、「ここの昨年度との比」はどうなっておりますか。

一緒ですか。 

（事務局）  個人負担額は昨年度と同じです。特定健診の受診者ですが、平成２０年度が４千２

８５人。そして、２１年度が４千３９３人。２２年度が５千４８人ということで、受診者数は

増加しております。 

 そして、この「簡易人間ドックの啓発」でございますが、脳ドックに比べると定員割れ

をしている状況ということで、今回、追加募集をさせていただきまして、そして最終的

に４７５人という数字になりました。一旦そこで締め切らせていただいている状況では

ありますが、定員にまだ余裕がある状況ですので、特定検診が１１月末で終わったと

きに、その様子を見ながら、１２月・１月で簡易人間ドックの再募集をさせていただき

たいと考えております。 

（委員）   もう１点だけお願いします。特定健診の対象者に後期高齢者医療の加入日がくる

時、例えば９月２日に後期高齢者になる人への受診券の配布ですが、「誕生日まで

に特定健診を受診してください」ということですね。 

（事務局）  はい。 

（委員）  それぞれの誕生日によって、「あなたは誕生日までに特定健診を受けてください。」と

か、「あなたは１１月末までに、後期高齢者健診を受けてください。」という人に分かれ

ると思いますが、それらの通知を早く送っていただきたいと思います。７４歳の夫婦で

も、受診券が届いている人と、届いていない人がいる事例が多々あると思うんです。  

要望事項です。 

（事務局） これは、県内一斉でしていることで、誕生日が９月１日までの人と、それ以降の人で

通知が違うことによるものです。 

（委員）   脳ドックについてですが、毎年脳ドックの希望が多く、抽選で受診者を決めておられ
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るので公平・公正ということだとは思うんですが、「３年連続で駄目だった」という声も

聞きます。これは、宝くじに外れたのとは意味が違います。体や健康の維持のために

も、「脳ドックを受けたい」と思っておられるので、「抽選に外れたので残念です」では

済まされないことだと思います。 

        そういうことから、「定数・定員を増やす」という方法はとれませんか。また、抽選結

果の分析もされ、抽選でずっと外れている方を、もしかしたら把握されているかも分

かりませんが、その方たちの希望に応じられるような取り組みというのはありません

か。 

（事務局） 医療機関での引き受け人数の増員について交渉はしておりますが、脳ドックにつき

ましては岡波総合病院と上野総合市民病院の２つですので、どうしても受け入れを

増やすのが困難ということですが、市民病院のほうに少しでも増やしていただけない

かという要請をしております。 

       来年度に向けて、たとえ１０人でも増やしていただけるように要望はしてまいります。 

（委員）   これはもっと増やすべきだと思います。体のことは一番大事なので、もっと積極的

な考えを持っていただきたいと思います。 

（議長）   何か答弁をお願いします。部長、どうですか。 

（部長）   私も行かせていただいて、院長に直接交渉もさせていただきます。できるだけ多く

受け入れていただくよう、お願いもさせていただきます。 

（委員）   年間でこれだけの人数という制限があるのですか。 

（事務局）  他の健康保険の加入者の方も見えますので、この受け入れ人数です。 

（部長）   １日に検査する回数には限度があります。他の患者さんとかもある状況ですが、院

長に頼んで、何とかもう少し受け入れてもらえるようにお願いをさせていただきます。

当然、岡波病院の院長も同様でございます。 

（議長）   他に何かございませんか。 

（委員）   検診車が来て検診を受ける場合がありますが、その会場の状況等は把握されてま

すか。 

（事務局） それは健康推進課の業務で、当課の事業と違いますもので申し訳ございません。 

（委員）  せっかく検診に行っても、時間がものすごくかかりすぎる。待ち時間が長い。もう少し

受付の方法等に工夫する余地があると思います。そういうことも考えていただいたら、

次の年にも「また行こうかな。」という気になると思います。仕事の合間に来ていると

いう方も結構おられ、戻る時間を気にしながら待たれているという状況がありました。 

        お一人おひとりの予約時間で受けに行く場合は、それほど支障はないかも分かり

ませんが、せっかく受けていただくのであれば、やっぱり「割と早く終わるから、私も

受けに行ったよ。」という方が増えるといいと思います。早期発見・早期治療にも繋が

りますので、そちらとの連携等もお願いしたいと思います。 

（事務局）  ありがとうございます。また健康推進課に連絡いたします。 

（議長）   いい意見ですから採り入れていただければと思います。他にございませんか。 

（委員）   毎年たずねている滞納の状況ですが、どんな状況ですか。できたら傾向がわかれ
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ばいいんですが。「世帯の所得に応じた収納」、「滞納者数」。 

（事務局） 伊賀市の状況ですが。 

（議長）   はい、結構です。どうぞ。 

（事務局） まず国保の滞納世帯数ですが、１千３３０件の滞納世帯がございます。内訳として

は、総所得がゼロの滞納世帯が３７０件ございます。「総所得１円から３３万円まで」

の滞納世帯が１０３件。そして「総所得３３万１円から１００万円まで」の滞納世帯が２

２５件ございます。あと「総所得１００万１円から２００万円まで」の滞納世帯が２９９件

でございます。そして、「総所得２００万１円から３００万円まで」の滞納世帯が１６０件

でございます。そして、「総所得３０１万円から４００万円まで」の滞納世帯が７０件。

「総所得４００万１円以上」の滞納世帯が６４件。あと、「未申告の世帯」につきまして

は３９件。合計、１千３３０件という滞納の件数になっております。 

（議長）   よろしいですか。 

（委員）   はい。所得が「２００万円までの人たち」がずいぶん多いですね。滞納されてる理由

というのは把握されてますか。 

（事務局）  窓口では納付相談を受けておりますので、そこで聞かせていただいております。や

はり「子どもの数が多い」とか、「収入が少なくて、国民健康保険に加入している人数

が多い」といったところは、払いにくいというようなこともございます。 

（委員）  この滞納件数と、その「差押えの関係」ですが、その部分というのはわかりますか。

「差押えの件数」ですね。 

（委員）  分かるのは税務だけですか。 

（議長）  もし資料が無かったら、また後刻報告してください。 

（事務局）  差押えの件数ですが、平成２３年度につきましては「預貯金」が２７５件。そして「不

動産」につきましては２件です。「その他」ということで、動産とかいろいろあると思い

ますが１８４件。合計４６１件でございます。差押えの金額としましては、１億５８万４千

円でございます。 

（議長）   よろしいですか。 

（委員）   はい。差押え件数というのは、滞納世帯がこれだけたくさんあるということですが、

その「強制執行のような差押え」だけではなく、納付相談とか分納とか、そういったこ

との手だてもしてくださっているというふうに理解してよろしいか。 

（事務局）  収税課と連携をいたしまして、納付相談を実施しております。分納という形もしてい

ただいております。 

（委員）   市長の挨拶の中で「市として国保の運営の考え方について、今日の協議会で話を

させてもらう」というような挨拶をされましたが、そのことについてはありますか。 

（事務局）  今、委員さんからご指摘をいただいた件ですが、先ほどの決算報告の中で２４年

度への繰越金が９億１千３００万円ということにもなりまして、昨年度よりも３億２千６０

０万円増えたということになります。 

来年度の税額についてでございますが、財政課等とも今後庁内で検討会議を持ち

まして、税を少しでも下げる方向で検討をさせていただきます。これを「下げる」といた
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しましたら平成２５年度ということになりますので、１２月議会等で協議をいただかな

いといけないことになります。 

また、このたたき台ができましたら、皆様にもお集まりいただいてご検討いただきた

いと思っております。今後の運営協議会で協議いただくということで、ここでは「報告」

という形でさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

（議長）   はい、他に何かありませんか。 

（委員）   「国保診療所のあり方」について少し伺いたいのですが。現在、「国保診療所のあり

方」をどういう方向で検討しているのかということを伺っておきたいです。 

（議長）   どうぞ、答弁願います。 

（事務局） 現状といたしましては、例年、昨年度と同様に赤字ということではございますが、少

し赤字額は昨年度よりは解消されてはおります。この中でやはり、もう少し、今の現

状ではまだ市民病院の状況等もございますので、地区への報告等でも、「まだ廃止と

いう方向ではない。」という回答をさせていただいております。 

       それで「経営改善等について、今後また協議していこう」ということで終わっておりま

す。 

（委員）   今、「市民病院の医師不足の問題」と絡めたことをおっしゃっていたんですけれども、

実は先日、議会主催の議会報告会が阿波地区でありまして、地区の方とも意見交換

してきた中で、「やっぱり市民病院の医師不足を持ち出して、この診療所を閉鎖して、

医者を市民病院へ持っていこうという方向性だ。」という意見がでました。今、「市民

病院と身近な医療機関・かかりつけ医を持とうとか言っている中で、機能分担とか役

割分担という方向と全く逆行するんではないか。」と言う意見も出されていましたし、

「やはり、地域での診療所を無くさないでほしい。」と言う声がありましたので、しっか

りお伝えしておきたいと思います。 

（議長）   はい、部長。 

（部長）   「診療所を閉鎖して、その医者を市民病院へ持って行く。」ということをおっしゃって

いたのですか。 

（委員）   警戒心を持っておられました。 

（部長）   いや、それは全くありません。今、「診療所を閉鎖するかどうか」という議論の中で

は、まずは市民病院、市の公立病院がまずは再生して、しっかりした、市民に満足し

ていただけるような医療機関となるのが優先だと。 

市民病院が今こういう不安定な時期に、「診療所を無くす」ということは、これは絶

対できない話です。「当面」という言い方はさせていただきますが、「診療所は、身近

なところは継続していこう。」ということで、現在、議論をさせていただいている状況で

す。 

ですので、地域へ入られて、「診療所を閉鎖して市民病院へ医者を持ってきたらい

い。」という話は、地域の方のご意見であっても行政としての考え方ではありません。

行政としての考え方というよりも、病院も含めて、そういう考え方は一切ございませ

ん。 



 - 14 -

（委員）   「あり方を検討します」と言って地域に入るということは、当然住民の方は警戒され

て当然だと、やっぱり思います。 

（部長）   はい。その辺をはっきりと申し上げていきたいと思います。 

（委員）   これからも、それぞれの病院と診療所との役割分担っていうのを大事にして、そう

いう路線を堅持していただきたい。 

（部長）   はい。当面はそういう考え方で行きたいと思っています。 

（委員）   １つ振り返ってもよろしいですか。今、直営診療所の話が出ましたので、質問させて

いただきたいのです。あり方委員会で、今、委員から「診療所は継続させるべきだ。」

というふうに言われましたが、それは政治的な問題が１つあると思います。平成２３年

度の会計ですが、前年度の繰上充用金が２千４００万円あるわけですね。それを入

れてもらっても、３千７００万円の赤字ってことですね。そうすると、総売上１億５千万

円として、６千万円ほどの補填をされているということですね。いわゆる、総収入の半

分近くが補填された状態というのであれば、何か改善する方向性を見出していかな

いと、単年度では赤字が膨れていくということだけになりませんか。 

（議長）   どうですか、答弁願います。 

（事務局） 単年度収支でいきましたら、赤字が減ってきております。少しずつですが改善してお

ります。 

（委員）   その昨年度の赤字を見越して、これだけ上乗せしているわけですね。「充用金」と

はそういうことですね。 

（事務局） はい。 

（委員）   「昨年度の赤字がこれだけ出ましたから、それを補填しておきます。」と。そして「補

填した上でなおかつ、３千７００万円の赤字が出ている。」ということですね。そうする

とやっぱり、「経営的な努力が足りない。」というのが私たち民間の医療人としての意

見です。 

        だからやはり、ここらへんで改善策を練っていくことを考えなければならないので

はないかと思います。「即、閉鎖しろ。」ということは言っておりませんから。 

（委員）   意見として申し上げておきますが、経営改善の努力に取り組んでいただくというの

はもちろん当然で、頑張っていただきたいのですが、純然たる病院と違うのは、医療

として不利な地域にある医療機関であるということです。そういう観点も大事だと思い

ます。 

（委員）   「医療不備な地域」、伊賀市の中でやっぱりそういう所はあるんです。実際に医療

機関が無くて、市民病院が一番近いっていう所が。でも、実際は遠い。すごく離れて

いるんです。やっぱり、国保の診療所がだんだん閉鎖されていったのが、歴史的に

は大変残念だと思います。 

一方で、国保が全体的に滞納が増え、そして負担も増えています。伊賀市の場合

は、先ほどのように、来年度に向けて、いい話がありますが、全国的に、国保は国の

お金がだんだん減らされていき、そして、国保の被保険者同士の助け合いみたいな

形で全体が成り立っているというのは、本当におかしいと思います。だから、医療不
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備な所を、伊賀市の中でも地域ごとに、例えば住民自治協議会単位で見ていくと、無

い所もやっぱりあるんです。全く医療機関が無い所もあるので、そういったところもま

た一度、私たち委員としては問題視しないといけないと思います 

（議長）   よろしいですか。 

（委員）   改善をしていただきたいと申し上げました。委員が言われましたが「過疎だから」と

いうのではなくて、これだけの収入があれば、努力しだいで、ある程度赤字は減らせ

ると思います。そんなに医療機関は、どこもかしこも儲かっておりません。ですので、

やはり「支出が多い」っていうのが、もう純然たるデータになっていると思います。そう

いうことで申し上げただけでございます。どこも民間は努力しております。 

（議長）   そういうことでご理解いただけましたですね。他にどなたかございませんか。無いよ

うでございましたら、ここで閉じさせていただきたいと思います。 

       暑い中をご出席いただき、長時間にわたってご審議いただきましてありがとうござい

ました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） ありがとうございました。 

 

 


