
 

 

 
 

 

議  事  録 
 

 

 

平成２7 年度第 3 回 

伊賀市国民健康保険運営協議会 
 

 

 

 

 

 

日  時   平成２８年２月２５日（木）午後１時３０分 

 

 

場  所   伊賀市役所 第１委員会室 

  

 

 

 

 



1 

 

平成２７年度 第３回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

【開 催 日】 平成２８年２月２５日（木） 

                        午後１時３０分～ 

【開催場所】 伊賀市役所 第１委員会室 

 

（事務局）  お揃いになってくださいましたので、ただいまから始めさせていただきます。

皆さんこんにちは。２月ももうあと少しというところ、季節も冬から春へとい

うことになりました。本日はお忙しい中、ご出席をいただきましてありがとう

ございます。 

       ただいまから、平成２７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。座って失礼します。本会議は、過半数の委員の出席があり、各号

に定める委員１人以上は出席をされていますので、運営協議会規則第６条に基

づきまして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。 

       なお、本日、市長が先に公務が入っていましたことから、ご挨拶もできませ

ず失礼をさせていただいております。 

       続きまして、当運営協議会の公益を代表する委員として就任いただいており

ます議員の皆さんの選出について、変更がありましたのでご報告申し上げます。 

      かねてより、執行部である行政の附属機関に、議員が入っていることにつきま

してご意見を頂戴しておりました。市議会の申し合わせ事項の中でも、「議員

は、原則として執行部の附属機関の委員とはならない」と決まっておりました

が、兼職禁止規定もないことから、慣例によりまして、これまでご就任をいた

だいておりました。ただし、この４月１日以降の選任につきましては、議会側

の意向と了承を得ましたことから、選出をせず、前任者の残任期間は公益を代

表する団体のほうから選出をさせていただく準備をしているところでござい

ます。以上、議事に先立ちましてのご報告とさせていただきます。 

       では、議長は運営協議会規則により、会長があたることになっておりますの 

      で、ご挨拶とその後の議事につきまして、会長様どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

（議 長）  皆さん、本日はご多用中にも関わらず、平成２７年度第３回国民健康保険運

営協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

さて、都道府県が新たに保険者となる平成３０年度に向け、三重県では国保

業務を４つの分野に分け、それぞれ部会を作り、県と市町の職員が入って協議

を始めました。また、県にも国保運営協議会を設置することが決まり、市町の

実績に習いながら進めているところでございます。引き続き、今後の動向につ

いて、注意していきたいと思います。 
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       なお、本日の議事につきましては、２７年度国民健康保険特別会計補正予算

や２８年度当初予算、条例改正や保健事業関係となっております。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お願いい

たします。 

       また、開会の課長の話にもありましたように、公益を代表する委員として私

たち議員６名がこの運営協議会に加わっておりましたが、議会としては以前か

ら、市長の諮問機関には条例等に特別の定めがある場合を除いては、委員とし

て入らないとの立場でありました。この運営協議会については、合併当初から

の慣例として議員が入っておりましたが、この３月末日をもって運営協議会の

委員を辞するということとさせていただきますので、会議の冒頭にあたり皆様

にご報告申し上げますとともに、これまでのご厚誼に対しましても、厚くお礼

を申し上げます。 

       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

事録署名につき、私のほうから指名させていただきますが、ご異議ございませ

んか。では、今回は、被用者保険等保険者を代表し、中井委員さんよろしくお

願いいたします。 

       また、議事録作成のため、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申し上げます。 

       それでは、議事の１番目、平成２７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）  失礼いたします。まず、資料の確認をさせていただきます。資料１から７に

つきましては、あらかじめ郵送させていただいてありましたので、本日お持ち

いただいていることと思います。加えて本日、事項書及び国保税の見直しにつ

いての資料を置かせていただきました。 

それでは、平成２７年度補正予算（案）について説明しますので、資料１、

資料２をご覧いただきたいと思います。予算ですので、単位を千円としていま

す。まず、資料１の事業勘定ですが、２ページの歳入合計の欄及び４ページの

歳出合計の欄に記載してありますように、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入

歳出それぞれ１億３，６１５万３千円を加え、補正後の額をそれぞれ１１８億

４，９６０万８千円としています。次に資料２の直営診療施設勘定ですが、１

ページの歳入合計の欄及び２ページの歳出合計の欄に記載してありますよう

に、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３４２万６千円を減額

し、補正後の額をそれぞれ２億４，７７３万４千円としています。 

それでは、事業勘定の歳出から説明しますので、資料１の３ページをお開き

ください。 
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第１款総務費ですが、３８７万４千円を減額し、補正後の額を１億１，５２０

万８千円としています。主に職員人件費の減額です。第２款保険給付費ですが、

昨年３月から１１月までの９ヶ月間の給付費を参考に、冬場の医療費の増額を見

込んで３億５，６１３万３千円を増額しています。第３款後期高齢者支援金等で

は、社会保険診療報酬支払基金から支払決定額が通知されたことにより、５，６

７２万２千円を減額しています。第４款前期高齢者納付金等も、同基金からの通

知により１６８万８千円を減額しています。第５款老人保健拠出金も同様により、

１４万８千円を減額しています。第６款介護納付金も同様に、１億１，６７４万

４千円を減額しています。４ページをご覧ください。第７款共同事業拠出金は、

補正がありません。第８款保健事業費では、４，００３万９千円を減額していま

す。内訳としまして、特定健康診査等事業費では、健診委託料等の減により３，

８４２万３千円を減額しています。また、保健衛生普及費についても、簡易人間

ドック委託料等の減により１６１万６千円を減額しています。第９款公債費は５

０万円を減額しゼロに、第１０款諸支出金は２６万５千円を減額しています。第

１１款 予備費は、補正がありません。次に、歳入について説明しますので、 

１ページをご覧ください。第１款国民健康保険税ですが、それぞれ１１月末の調

定額に２６年度収納実績率を乗じて見込額とし、１億１，３７３万円を減額して

います。第２款使用料及び手数料は、１４０万円を減額しています。第３款国庫

支出金では、３億６，５４１万１千円を減額しています。療養給付費等負担金で

４億３，０１７万１千円の減額、特定健康診査等負担金で６７０万９千円の減額、

財政調整交付金については７，１４６万９千円の増額です。第４款療養給付費等

交付金では、５，８５１万４千円を減額しています。第５款前期高齢者交付金は、

６，４４４万１千円を増額しています。第６款県支出金では、１億２，１３５万

２千円を減額しています。高額医療費共同事業負担金が２０万９千円の減額、特

定健康診査等負担金が６７０万９千円の減額、県調整交付金が１億１，４４３万

４千円の減額です。２ページをご覧ください。第７款共同事業交付金は、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るもので、１億６，８３

４万２千円を増額しています。第８款財産収入ですが、当会計には保険給付費支

払準備基金、高額療養費貸付基金及び出産費資金貸付基金の３基金がありますが、

それらの基金から生じた利子で、５４万６千円を増額しています。第９款繰入金

では、５億１，７４８万１千円を増額しています。説明欄のとおり、一般会計か

らの繰入金として、保険基盤安定繰入金では８，４６９万６千円の増額、事務費

繰入金では、９８９万６千円の減額、出産育児一時金等繰入金では１９６万円の

減額、保険給付費支払準備基金繰入金では４億４，４６４万１千円の増額です。 

第１０款繰越金の補正はありません。第１１款諸収入ですが、延滞金や第三者納

付金等で総額４，５７５万円を増額しています。 
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続きまして、平成２７年度直営診療施設勘定診療所費補正予算（案）について、

資料２をご覧ください。それぞれの科目では、山田・阿波・霧生の３診療所の合

計額を計上しています。まず、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款総務費では、一般管理費で８６万８千円を減額していま

す。職員人件費や診療所の運営経費です。第２款医業費では２４９万８千円を減

額しています。医療用機械器具費で４６万３千円の減額、医療用消耗機材費で２

千円の増額、医薬品衛生材料費で１９９万７千円の減額、医業諸費で４万円の減

額です。第３款公債費は一時借入金利子６万円を減額しています。次に１ページ

の歳入をお開きください。第１款診療収入では、各診療収入を合わせ３５６万１

千円を減額しています。第２款使用料及び手数料では、１３万２千円を減額して

います。診断書料や医師の意見書料です。第３款繰入金では、へき地診療所運営

補助金増を見込み、２５万７千円を増額しています。第４款繰越金は補正があり

ません。第５款諸収入では、１万円を増額しています。主に、雑入の医療材料等

売払代金等です。以上で２７年度国民健康保険特別会計補正予算（案）の説明を

終わりますが、直営診療施設勘定は最終的に赤字となり、２８年度予算から繰上

充用をさせていただくことになると予測しています。 

（議 長） ありがとうございました。では、事業勘定の補正予算について、皆さんからご 

質問なり、ご意見ございましたらどうぞおっしゃってください。ないようでした 

ら、直営診療施勘定の補正予算について、何かご意見、ご質問ございましたらど 

うぞ。 

（委 員） 今の説明で、最終的には赤字になるという話でしたが、もう少し具体的に教え

ていただけないでしょうか。赤字が出た場合、この補正予算のどこをどう変え

るのか。その対応の仕方など。 

（事務局）  繰上充用ということで、２７年度に出た赤字額を２８年度の予算で埋めるよ

うな形にさせていただきます。２７年度の出納閉鎖の数字を予測した上で、新

年度の議会で繰上充用の提案をさせていただきたいと思っています。 

（委 員）  第５款で、前年度繰上充用金１億１，１２７万４千円とあります。２８年度

会計には同じように、前年度繰上充用金ということで上がってくるということ

ですね。今の見込みがこの１億１，１２７万４千円よりも増えるということで

よろしいですか。 

（事務局）  はい。前年度からの繰上充用金が１億１，１２７万４千円ということで、今

年度の初めに繰上充用として認めていただきました。それがここに計上されて

おりまして、今年度に出た赤字額は、来年度の補正予算の時にこの数字に赤字

分の数字を上乗せした額が繰上充用という形で出てくることになります。 

（議 長）  他にございませんか。では、ないようでございますので、平成２７年度国民

健康保険事業特別会計補正予算について、ご承認いただける方の挙手を求めま
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す。 

 

＜平成２７年度国民健康保険事業補正予算案 採決＞ 

 

（議 長）  全会一致でございます。それでは、この案の文字を消していただきますよう

お願いします。次に議事の２番目、平成２８年度国民健康保険事業特別会計当

初予算についてご説明をお願いします。 

（事務局）  失礼いたします。それでは、資料３、資料４をご覧ください。平成２８年度

特別会計予算（案）について説明させていただきます。まず資料３の事業勘定

ですが、４ページをご覧ください。一番下の欄にありますように、予算額を歳

入歳出とも１１３億２，１０１万７千円に、また、資料４の直営診療施設勘定

診療所費では、２ページの一番下の欄にありますように、予算額を歳入歳出と

も１億５，４４７万７千円としています。まず、事業勘定の歳出から説明させ

ていただきますので、資料３の３ページをお開きください。第１款総務費です

が、前年度より１，３２０万９千円を減額しています。内訳については説明欄

のとおりです。主なものとして、職員人件費ほか、一般管理費の電算システム

処理委託料です。第２款保険給付費は、前年度より２億７，９６３万３千円を

増額しています。２７年３月から７月診療分の実績と、２６年度の同じ期間に

おける伸び率を勘案して試算しました。また、出産育児一時金は上限額４２万

円で、前年度と同様に９０件を見込んでおり、葬祭費は１件５万円で、２００

件を見込んでいます。第３款後期高齢者支援金等は、前年度より１億１３５万

３千円を減額しています。支援金は被保険者数２１，２７４人で、病床転換分

を併せ、1人あたり約５万６，５３２円、事務費は４円５０銭で試算していま

す。第４款前期高齢者納付金等は、前年度より１７４万６千円を減額していま

す。納付金は被保険数２１，２７４人で、１人あたり１００円、事務費は３円

６０銭で試算しています。第５款老人保健拠出金は精算のための費用ですが、

医療費拠出金、事務費拠出金ともに１０万円を見込んでいます。第６款介護納

付金は、前年度より７，０１７万１千円を減額しています。介護２号被保険者

数７，５４１人で、１人あたり６２，１２０円で試算しています。４ページを

ご覧ください。第７款共同事業拠出金では、前年度より２億７，３１３万円を

増額しています。保険財政共同安定化事業拠出金では、全ての医療費を事業の

対象としていることから、拠出額が増加しています。また、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％を乗じて試算しています。第８

款保健事業費は、前年度より１，３７３万８千円を減額しています。特定健康

診査等事業費では健診委託料の減等により１，４１８万４千円を減額し、保健

衛生普及費では主に簡易人間ドックや脳ドックの検診委託料の増により４４
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万６千円を増額しています。第９款公債費は、一時借入金利子で、２０万円を

減額しています。第１０款諸支出金は、保険税の還付金等で、４００万円を減

額しています。第１１款 予備費は前年度と同額です。 

続きまして歳入について説明しますので、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１億１，４２４万５千円を減額していま

す。調定額及び収納率は説明欄のとおりです。第２款使用料及び手数料は、前

年度より１２０万円を減額しています。第３款国庫支出金は、前年度より１億

４，４９４万３千円を増額しています。療養給付費等負担金は、前年度より３，

２２７万１千円の増、高額医療費共同事業負担金は２９６万４千円の増、特定

健康診査等負担金は８９万円の増、財政調整交付金は１億８８１万８千円の増

となっています。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、

前年度より１億１９３万２千円を減額しています。第５款前期高齢者交付金は、

１億９，８８８万９千円を増額しています。第６款県支出金は、１，２９３万

円を増額しています。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款国庫支出金にあるそれぞれの負担金と同額、同内容です。県調整交付金

は、９０７万６千円を増額しています。２ページをお開きください。第７款共

同事業交付金ですが、前年度より２億６，７２０万３千円を増額しています。

理由は、歳出で説明させていただいたとおりです。第８款 財産収入は３つの

基金から生じる利子分で、前年度より３万円を増額しています。第９款繰入金

は、前年度より６，７９６万２千円を減額しています。一般会計繰入金につい

ては、説明欄に記載のとおりです。保険給付費支払準備基金繰入金では、基金

を一部取り崩して事業勘定に収入し、増え続ける保険給付費の支払い等に充て

るものです。第１０款繰越金は前年度と同額で、２７年度の剰余金です。第１

１款諸収入は、保険税納期内の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を見込んでいます。 

次に、診療施設勘定診療所費について歳出から説明しますので、資料４の２

ページをご覧ください。第１款総務費では、前年度より６３２万８千円を減額

しています。職員人件費と施設の維持管理等の経費です。第２款医業費では、

４７３万２千円を増額しています。医薬品衛生材料費の４６２万５千円の増額

等によるものです。第３款公債費は、主に山田診療所建築時の起債に係る償還

分です。第４款予備費は１０万円を計上しています。１ページの歳入をご覧く

ださい。第１款診療収入は、前年度より１６９万３千円を減額しています。    

第２款使用料及び手数料は、文書料で３千円の増額です。第３款 繰入金は、

昨年度より９万５千円を増額しています。事業勘定からの繰入金で、へき地診

療所の赤字に対する補助金と、山田診療所の債務返還相当額です。     

第４款繰越金は３万円を見込んでいます。第５款諸収入では前年度より１千円
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を減額しています。以上で平成２８年度国民健康保険特別会計予算（案）の説

明を終わらせていただきます。 

（議 長）  はい、ありがとうございました。では、２８年度特別会計事業勘定について、

ご質問ございましたらどうぞ。 

（委 員）  まず、事業勘定の一般会計からの繰入金ですが、どの保険者もやりくり大変

で、法定外繰入をしているところもありますが、伊賀市の場合は、ずっとしな

いままです。その中で、前年度と比べて減っているという説明について、もう

少し教えてください。 

（事務局）  はい。まず歳入ですが、国民健康保険税につきましては、税率の見直しを３

年間ほどしていないことと、被保険者数が年々減ってきている関係で、当然調

定額が少なくなってきておりますので、その分の減額の影響があります。また、

国、県からの支出金につきましては、医療費が高騰しており、それに係る交付

金という形で貰っておりますので、増加という形にはなっています。あと、歳

出では保険給付費が年々増加しておりますので、それらがこの予算の特徴であ

ると考えています。 

（委 員）  政府は、２０１６年、１７年と消費税を原資とする保険者支援金として、１，

７００億円を各保険者に交付すると言っています。低所得者対策にそのお金を

交付するため、国保税が１人あたり５，０００円ほどの引き下げができ、また、

医療費が上がっているので、国、県からの交付金も増えています。そこで、政

府が言うような支援金の反映というのが、伊賀市の場合はできないのか。それ

ともしていないのか。税の引き下げに使えるのではないかと政府は言っている

わけですが、実際、今回の予算では保険税の引き下げにはなっていない。その

あたりを説明してください。 

（事務局）  予算の繰入金で、一般会計繰入金という欄があります。その説明欄を見てい

ただいたら、保険基盤安定繰入金という名称が一番上にあります。これが、国、

県から一般会計に入るお金で、それを繰入れるという形です。３月補正でも見

ていただきましたが、この保険基盤安定繰入金は、２７年度３月補正では増額

しています。その分の繰入もさせていただいていますので、例年よりは、歳入

として多く繰入れている状況です。ただ、保険税の調定額が年々１億円余りず

つ下がってきておりますので、結果的に歳入が不足する結果となっています。 

（委 員）  つまり、政府がそういうふうに下がるはずだと言っているけれども、実際の

ところは医療費もかかっているし、そういった状況ではお金を入れてもらって

も、現実には、保険税引き下げまで至らないぐらい会計が大変ですよというこ

とですね。そうやって、各保険者さんは、やりくりをしているということです

ね。教えていただいてありがとうございます。 

（議 長）  はい。他にご質問等ございませんか。ないようでしたら、資料４の直営診療
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施設勘定について、ご質問ありましたらどうぞご発言ください。 

（委 員）  来年度の見通しとして、国保の基金はどうなりますか。来年度予算のところ

と併せると、基金の状況というのはだいたい出てくると思いますが、その見通

しはどうですか。 

（事務局）  先ほどの補正予算では、第９款の繰入金ですが、保険給付費支払準備基金繰

入金ということで、６億８，０００万円余りの基金を繰入れており、２７年度

は、この基金を繰入れることで歳入歳出合わせるという予算を組んでおります。

併せて２８年度には、３億５，５００万円余りの基金を繰入れて歳入歳出を合

わせておりますので、約１０億円の基金を使うような予算になっています。今、

基金が１１億８，０００万円余りありますので、基金に段々と食い込んできて

いるというような状況です。 

（委 員）  １１億あるのが１０億使うということで、２８年度末で残り１億ということ

ですか。 

（事務局）  補足させていただきますが、ここにきまして保険給付費が著しく伸びていま

す。２７年度では７億円近く、支払準備基金からの取り崩しを見込んでの補正

予算を組ませていただきました。２８年度につきましても、こちらの３億５，

５００万円余りの支払準備基金を崩しての予算編成をさせていただくなど、大

変厳しい状況です。決算はまだ分かりませんが、どういう形でも歳入の確保は

しなければなりませんので、その際は、運営協議会の場でいろいろ案を出させ

ていただいて説明させていただきたいと思っています。先ほど委員さんがおっ

しゃられた国の財政支援の拡充ですが、確かに１，７００億円の公費を投入す

れば、被保険者１人あたり５，０００円の効果があるというようなことを言っ

ております。しかし、伊賀市国民健康保険としましては、保険税に還元できる

状況ではなく、保険財政の基盤の安定を図るというところで安定的な運営を目

指して予算を管理させていただきたいと思っておりますので、ご理解ください

ますようお願いします。 

（委 員）  ２８年度予算案は、２７年度に比べて繰入金がいくらか増えるという根拠は

何ですか。 

（事務局）  基金の繰入額は、２８年度のほうが少なく見積もり、予算を立てております。

被保険者数が年々減ってきているということは、基本的に医療費としては落ち

着く方向にあるのではないかと考えており、新年度予算として計上しました。 

      ２７年度につきましては、もうほぼ数字が固まりつつあります。当然、保険給

付費も冬場の医療費増を見込んで多めに見てありますし、国、県からの歳入も

この医療費の増に伴って、もう少し多く貰えるのではないかと思っております。

基金の繰入額もここまでは行かないのではないかと思っておりますが、保険給

付費を多めに見積ってある関係で、どうしても基金の繰入額を増やすという形
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でこの補正予算を組んでいます。 

（委 員）  とりあえず、１１億円ぐらいあった基金が、来年度末には１億ぐらいになる

という予算を立てたということですね。 

（事務局）  はい。２７年度と２８年度を合わせれば、そうなります。 

（委 員）  前年度に比べ歳入合計が減り、歳出でも人件費が減ったために減になったわ

けですね。それで、医業費の中で、医薬品衛生材料費だけ増えている。患者さ

んが増えるのなら歳入も増えますよね。それがマイナスになっているのに衛生

材料費だけ増えている。これは、機械か何かを買う予定があるのですか。 

（事務局）  ３つの診療所が、それぞれ昨年の予算を参考にして立てており、その集計し

たものを計上しているため、今のご質問については確認させていただきたいと

思います。 

（議 長）  はい、よろしくお願いします。他にございませんか。それでは、平成２８年

度国民健康保険事業特別会計当初予算について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

＜平成２８年度国民健康保険事業当初予算案 採決＞ 

 

（議 長）  全会一致でございます。では、この案の文字を消していただきますようお願

いします。次に議事の３番目、条例改正について当局から説明をお願いします。 

（事務局）  それでは、資料５及び本日お配りしました参考資料をご覧ください。まず、

参考資料のほうから説明させていただきます。国民健康保険税の課税方法につ

いて、平成２８年度の税制改正大綱が示されました。今後、国会において審議

され、今年度中に議決される見通しとなっており、ひいては当市の条例改正に

もかかわりますので説明させていただきます。改正の内容は２点で、１の大綱

の概要にもありますように、１点目は国民健康保険税の基礎課税額と後期高齢

者支援金等課税額の課税限度額を見直すこと。２点目は、低所得者に対する国

民健康保険税の軽減を拡充することです。中央のグラフをご覧ください。左が

現行の制度、右がこれから改正しようとする内容を表しています。応能分につ

いて、現行の限度額が基礎課税額が５２万円、後期高齢者等支援金分が１７万

円、介護納付金課税額が１６万円となっています。限度額を見直すことにより、

改正後は、基礎課税額が５４万円、後期高齢者支援金等課税額が１９万円に引

き上げられ、介護納付金課税額は据え置かれます。これにより、高所得者の負

担が増えることになります。当市では、基礎課税額で１６世帯、後期高齢者支

援金等課税額で９世帯が該当し、約４２１万円の歳入増となる試算です。次に、

課税の軽減の拡充ですが、今回の改正では、５割と２割の軽減判定所得をそれ

ぞれ引き上げることにより、２割軽減しか受けられなかった人の一部が５割軽

減に移行し、また、軽減が受けられなかった人の一部が２割軽減に該当するよ
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うになります。当市では、２割軽減が７９人増加し、５割軽減が７６人増加す

ると見込み、軽減額が約２２９万円増えると試算しています。このように、高

所得者に対する課税と、低所得者に対する軽減拡充を併せて見直すのが、この

度の改正です。今後は、国会での議決を受けて地方税法が改正され、当市は関

係する条例を改正することになり、当課では、国民健康保険税条例の一部を改

正することになります。改正する箇所については、資料５の下線を付したとこ

ろをご覧いただきたいと思います。そして、この条例は平成２８年４月１日か

ら施行する予定ですが、この制度改正の内容に従い、条例改正を行うというこ

とについて、委員の皆様にご報告いたします。以上で、説明を終わらせていた

だきます。 

（議 長）  はい、この条例改正について何かご質問ございましたらどうぞ。ないようで

すので、このまま進めていただきます。 

 

＜国民健康保険税賦課限度額見直し案 採決＞ 

 

（議 長）  議事の４番目、データヘルス計画についてご説明をお願いします。 

（事務局）  失礼いたします。伊賀市国民健康保険実施計画データヘルス計画（案）につ

いて説明をさせていただきますので、資料６をご覧いただきたいと思います。

策定の目的としまして、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する

指針」に「保険者は健康・医療情報を活用し、ＰＤＣＡサイクルに沿った、効

果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘ

ルス計画）を策定し、保健事業の実施及び評価を行うこと」と位置づけられま

した。こうした状況を踏まえ、伊賀市においても、保健事業施策を効果的かつ

効率的に推進し、被保険者の生活習慣病の発症と重症化予防に向けた総合的な

取り組みを推進することを目的に、伊賀市国民健康保険保健事業実施計画（デ

ータヘルス計画）の策定をいたしました。計画の策定については、三重県国民

健康保険団体連合会から送信される国保データベース（ＫＤＢ）システムの統

計情報や生活習慣病に関する診療報酬明細書等のデータを活用・分析し、そし

て、事業の評価においても健康・医療情報を活用して行います。なお、策定作

業を進める段階で、２６年度データが一部出揃ってなかったため、統計情報に

つきましては２５年度累計とさせていただきました。データヘルス計画は、特

定健診等実施計画の期間と合わせ、平成２７年度から２９年度までの３年間と

します。なお、計画の終了年度となる２９年度は、第二期特定健康診査等実施

計画の終了年度でもあることから、双方の取り組み内容を検証するとともに、

３０年度からのデータヘルス計画の見直しを行うこととします。計画の構成案

としまして、データヘルス計画の基本的事項、伊賀市の現状と課題、健診・医
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療情報による分析と課題、課題解決に向けた目標と取り組み、計画の評価と見

直しを掲載いたしました。１ページには、先ほど説明させていただきました計

画策定の背景と計画の考え方、３ページからは伊賀市の現状として、人口推移、

人口構成、被保険者の構成割合・加入率等について掲載しました。６ページに

掲載しました被保険者の主要死因別構成割合の状況としまして、伊賀市は悪性

新生物、心疾患、老衰の順で多く、三重県、全国と比較すると、腎不全、老衰

の割合が高くなっています。医療費等の状況を８ページに掲載してありますが、

外来及び入院ともに、患者数、受診率、一人当たり医療費が三重県、全国に比

べて高い状況となっています。また、入院件数は全体の２．５％であるのに対

し、その費用額は全体の３９．０％を占めており、入院を減らすことが医療費

の抑制につながると考えられます。１件当たりの在院日数が入院において長い

ため、在院日数の減少や入院とならないよう受診継続しながら、重症化を予防

することが課題となっています。１０ページには特定健診の実施状況、１１ペ

ージには介護保険の状況、１３ページには保健事業の取り組み状況を掲載いた

しました。１４ページからは健診・医療情報による分析と課題を掲載いたしま

した。疾病別医療費割合ですが、全医療費のうち生活習慣病に付随する疾病の

割合が６割を占めており、三重県、全国より高い割合となっています。これは

高齢化が影響しているため、今後も増加する可能性が高いと考えられます。１

６ページでは、平成２４年度と２５年度の一人当たり医療費と千人当たり件数

の比較を行い、脳梗塞、Ｃ型肝炎、アルコール性肝障害を除く一人当たり医療

費と千人当たり件数が増えており、一次予防や重症化予防が重要であると考え

られます。次に、特定健診結果に基づく分析を、同じく１６ページから掲載し

ました。受診率は、男女とも年齢が高くなるほど高く、また、全ての年齢層で

女性の受診率が男性を上回っています。４０歳から５９歳男性の受診率が他の

年齢より低い状況であることから、受診率向上の取り組みが必要です。１８ペ

ージではメタボ該当者及び予備群の割合、特定健診結果における有所見者の出

現率について比較を行っています。平成２４年度と２５年度の男女有所見者の

出現率は、ＬＤＬコレステロールを除く項目で、男性の有所見者割合が高く、

特に中性脂肪、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、ＨＤＬコレステロール、尿酸で大きな男女

差が見られます。また、両年度で三重県を上回ったのは、男女双方においてヘ

モグロビンＡ１ｃとなっています。これらのことから、生活習慣病、特定健診

未受診者・特定保健指導未利用者、医療費適正化に関する健康課題が見えてき

ました。今後は、長期・中期・短期目標を設定し、被保険者一人ひとりが自己

の健康状態を把握して、健康課題を正しく理解し、生涯にわたり健康意識をも

って生活の質の向上・維持できるよう、保健事業を通して自主的な健康増進、

疾病予防の取り組みを支援し、健康を意識した生活の維持促進と健康寿命の延
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伸を図ります。その保健事業につきましては、２３ページから掲載しています。

生活習慣病対策として、特定保健指導の利用率の向上と対象者率の減少を図り、

疾病を予防し、医療費の伸び率の減少を図ります。方法といたしまして、特定

健診事業、特定保健指導、生活習慣病予防対策事業、重症化予防事業を実施し

ます。生活習慣病予防対策事業、重症化予防事業につきましては、健康推進課

が主管となりますが、「伊賀市健康２１計画」と整合性を取り、更なる保健事

業の充実を図ります。次に、特定健診未受診者・特定保健指導未利用者対策と

しまして、特定健診受診者数及び特定保健指導利用者数の増加、特定健診受診

率及び特定保健指導利用者の向上を図り、疾病を予防し、医療費の伸び率の減

少を図ります。実施方法としまして、情報提供事業、特定健診の受診勧奨事業、

特定保健指導の利用者勧奨事業、イベント参加事業を実施します。医療費適正

化対策とし、医療費通知事業、ジェネリック医薬品利用促進事業、重複・頻回

受診の指導事業を実施し、適正な受診を促し、医療費の伸び率の減少を図りま

す。計画期間の最終年度の平成２９年度に、計画に掲げる目標の達成状況及び

事業の実施状況に関する調査及びデータ分析を行い、事業実績に関する評価を

行います。また、計画期間中においても、必要に応じて見直しを行います。計

画の公表・周知、推進体制の整備、個人情報の保護については２５ページに掲

載をしております。以上、ご審議をいただきますようお願いいたします。 

（議 長）  今、データヘルス計画についての説明がございましたが、これに関して、何

かご質問等ございましたらどうぞ。 

（委 員）  特定健診受診率ならびに特定保健指導実施率ということで、伊賀市が全国平

均、三重県平均と比較して低い。特定健診受診率に関しては、徐々に上がって

きているのである程度理解はできますが、特定保健指導実施率の低さが極めて

目立っている。このことについて、どう考えていますか。２３ページでは、特

定健診未受診者･特定保健指導未利用者対策の目標値として、短期、中期、長

期と書いてあります。短期目標値が前年度実績の１％増、中期目標値は、２％

増と掲げていますが、現状の特定保健指導実施率から考えて、この目標値は理

解できないところがあります。特定保健指導の実施率が、平成２３年度１．５％、

２４年度５．８％、２５年度は１．７％、と特定健診から特定保健指導に全く

つながってない。これに関して、ご見解をいただきたいです。 

（事務局）  特定健診受診率でございますが、直近の２６年度の受診率としましては、３

２．０％から２９．２％に下がっています。前回の運営協議会で、伊賀市は医

療機関での診療受診率は高いけれども、特定健診受診率は低い。普段から受診

しているから特定健診の受診率が低いということは理由ではないということ

を言われておりました。受診率につきましては、この後の２８年度保健事業で

取り組みを説明させていただきますが、被保険者の受診動向がどういう状況で
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あるのかを未受診者に対しまして、アンケートを取りました。その要因として、

伊賀市の地域性にあるのか、個人の意識の問題であるのか。また、健診内容が

少ないから受けないのかというところを分析しております。結果が出ましたら

運営協議会で説明をさせていただき、今後の保健事業の取り組みに活かして行

きたいと思っております。保健指導の実施率ですが、計画では伊賀市が１．７％

と三重県、全国に比べて大変低い状況です。２６年度から保健師でできない部

分を業者委託し実施しましたところ、５．３％まで上がりましたが、まだまだ

低い状況です。２８年度はさらに工夫をして、保健指導の受診率を上げる方向

で取り組みをしていきたいと考えております。 

（委 員）  特定健診の受診率ですが、他市町で自己負担額が半額や無料のところが高か

ったのではないですか。昨年度、名張市が１０％上がりました。何を変えたの

を聞いてみたら、自己負担額を１，０００円から５００円に下げたら、１０％

上がったそうです。また、医療機関に対して、定期的に採血している人は特定

健診を利用して採血してもらうようお願いしていると言っていました。特定健

診の実施時期に採血の人がいて、健診のほうが安かったら健診を勧めます。伊

賀市も徹底したらいいと思います。それから、この特定保健指導はどのような

内容ですか。特定健診の結果を名張市は郵送していますが、伊賀市は病院へ来

てもらって全部説明していて、疾患などで引っかかった場合は指導もしている

から、保健指導にたぶん行く人はいないと思います。 

（事務局）  自己負担額を５００円にしたところ、受診率が１０％上がったという名張市

の例ですが、三重県内でもそういう市町がございます。伊賀市としましても、

この後、２８年度の保健事業について説明させていただきますが、自己負担額

を１，０００円から５００円に引き下げをしたいと考えております。また、受

診を促す声かけをしていただくように医師会へお願いしたいと思っておりま

す。次に、保健指導の内容ですが、特定健診の結果に基づいて、積極的支援と

動機付け支援に分けられ、初回面接を行います。積極的支援は３ヶ月後にもう

一度面接を行い、６ヶ月後に最終面接を実施します。その間に運動教室や栄養

教室を開催し、指導をしている状況です。 

（委 員）  病院で特定健診結果を返す時に、必要な人には「何ヶ月後に採血しましょう」

や生活習慣病の指導もしています。だから、保健指導実施率が上がらないと思

います。 

（委 員）  伊賀市ホームページの特定健診・保健指導で動機付け支援、積極的支援と書

いてあるだけで、なかなか何をしているのか分かりにくい。行ってみようかな

あと思うような工夫が必要と思いました。 

（議 長）  他にございませんか。無いようでしたら、議事の５番目、平成２８年度伊賀

市国民健康保険保健事業についてご説明を願います。 
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（事務局）  失礼いたします。資料７、平成２８年度伊賀市国民健康保険保健事業につい

てご報告をさせていただきます。脳ドックにつきましては、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きました３８０人の中で、１

月末で３０９人の方が受診されており、２月、３月の受診予定者が５７名とな

りますので、予約をされてない方に対して受診勧奨を行いました。次に、簡易

人間ドックにつきましても、今年度と変更な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、定員６００人に対し、受診者は５５

６名でした。最後に、特定健康診査については、例年、三重県検診あり方調整

会議で三重県医師会との協議により、来年度の検査項目等が決定いたします。

ただ、これにつきましては、今後の開催となるため、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。単価案としましても、今年度と同

額の予定です。自己負担額につきましては、現行の１，０００円から５００円

に減額をする予定をしております。伊賀市国保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。

詳細につきましては、調整会議の結果を受けて、医師会様と協議をさせていた

だき、２８年度の内容等を決めさせていただきたいと考えております。また、

引き続き、がん検診との同時実施と集団健診の実施を計画しております。以上

でございます。 

（委 員）  脳ドックの申し込みをしたのにあと何名受けてないのですか。 

（事務局）  調べましたら３８０人のうち１３名の方が予約されてない状況でしたので、

受診勧奨の通知を送らせていただきました。 

（委 員）  特定健診の実施期間が７月１日から１１月３０日で、少し短いのかと思いま

す。それが受診率の低さにもつながったりしているのかと。この実施期間とい

うのはどのように決定されているのですか。 

（事務局）  特定健診は三重県で統一されており、どこの市町もこの期間で実施しており

ます。伊賀市では、１１月末までに時間が取れない方や平日の受診が無理な方

のために、１２月に集団健診を１日設定して受けていただけるようにしており

ます。 

（委 員）  集団健診をもう少し増やそうとかいう考えは、今のところないのですか。 

（事務局）  場所等の関係、がん検診との関係もありますので、健康推進課と協議してか

らになります 

（委 員）  人間ドックはいつも検査人数が多い。それに引きかえ国保の簡易人間ドック

は少なくないですか。 

（事務局）  ２７年度につきましては、６４２人の応募があり、抽選で６００人の方を決

めていただきました。 
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（委 員）  人間ドックも抽選制になったということですね。 

（事務局）  前から抽選でしたが応募が少なく、２次募集させていただいた年もありまし

た。今年も募集人数を超えたので、脳ドックと同じ日に抽選させていただきま

した。 

（委 員）  そうしましたら、事業勘定予算の簡易人間ドック委託料ははなぜ減るんです

か。 

（事務局）  抽選をしまして６００人の方に受診券を送らせていただきましたが、結局、

受診されたのが５５６人でした。この受診されなかった方々の委託料は不用に

なりますので、減額させていただきました。 

（議 長）  その他、よろしいですか。それでは、議事としてはこれで終わります。では

３番のその他について、当局からお願いします。 

（事務局）  来年度の運営協議会についてですが、定例としまして年３回開いております。

少し先ではございますが、８月下旬の木曜日に開催し、２７年度の決算等ご審

議をいただきたいと思っております。それまでに臨時に開催が必要となった場

合は、またご依頼をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。以上

でございます。 

（議 長）  長時間にわたりありがとうございました、これをもって閉会させていただき

ます。 


