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平成２８年度第１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６月３０日（木） 

                        午後１時１５分～ 

【開催場所】 伊賀市役所 第１委員会室 

 

（事務局）  皆様こんにちは。本日は忙しいところこの時期の開催と、また、時間もいつ

もより早くさせていただきました。定刻にご出席をいただきましてありがとう

ございます。ただ今から、平成２８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。座って失礼します。本会議、過半数以上の委員の出席が

あり、各号に定める委員１人以上が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。それでは、開会にあたりまして、市長がご挨拶を申し上げます。 

（市 長）  岡本でございます。本日はお忙しいところ、平成２８年度第１回伊賀市国民

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。委員の皆様

には国民健康保険事業のみならず、市政全般にも、大変ご理解ご協力をいただ

いておりますことに厚くお礼を申し上げます。この度、公益を代表する委員６

人の方の交代がありました。後ほど新委員の方々に委嘱状をお渡しさせていた

だきますが、まずもって、この運営協議会委員への就任をご承諾いただいたこ

とに対しまして、厚くお礼を申し上げます。 

       さて、国民健康保険の財政運営主体が県に移行します平成３０年度に向けま

して、本年度は運営協議会準備会の設置や市町が県に支払う納付金・市町ごと

の標準保険料率の仮算定などの協議が進められる予定でございます。市町の財

政の悪化を招かないような算定方法や保険料収納率の向上、市町が取り組む医

療費適正化に対する支援策などの課題が考えられることから、今後、財政運営

の安定化と被保険者へのサービスの向上に向けて、想定される個別課題の検討

が必要となってまいります。共同保険者となる県と市町が一体となり、保険者

の事務を共通の認識の下で果たしていくため、新制度の円滑な施行に向け、着

実に準備を進めていきたいと思っております。 

なお、今日の議事につきましては、お手元の事項書のとおりですが、伊賀市

国民健康保険事業の運営等につきまして、皆様の貴重なご意見等をいただきま

すようお願いを申し上げ、会議の冒頭の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

員になられました公益を代表する委員の皆様に、市長より委嘱状を交付させて

いただきます。 
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＜市長より委嘱状交付＞ 

 

（事務局）  新しい委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。この後、市長は公務

が入っておりますことから、ここで退席させていただきます。ご了承をお願い

します。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をご覧ください。 

 

＜事務局が各委員を紹介＞ 

 

（事務局）  以上、２１名の方でございます。委員の任期につきましては、平成２８年１

２月３１日まででございますが、公益を代表する委員の皆様につきましては、

前任者の残任期間ということでお願いしたいと思います。 

       続きまして、国民健康保健事業を担当する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、４番、会長の選任でございます。参考資料を３として付けさせ

ていただいております。国民健康保険法施行令抜粋の第５条をご覧ください。

ここには、協議会に会長を一人置き、公益を代表する委員のうちから全委員が

これを選挙するとなっていますが、当協議会の慣例によりまして、選挙は行わ

ずに推薦でこの場において皆様にご協議をいただいて選任をしたいと思いま

すがよろしいでしょうか。自営業者を有する地域性や公共性の高い団体様とい

うことで、上野商工会議所の川端委員、伊賀市商工会の森岡委員のどちらかで

お願いできないかと考えておりますがいかがでしょうか。 

（委 員）  中心地ということもございまして、上野商工会議所の川端委員にお願いでき

たらと思います。 

（事務局）  ありがとうございます。川端委員に会長をとのご意見をいただきましたが、

他にご意見がなければ、皆様の拍手によりまして選任をさせていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（事務局）  ありがとうございます。それでは、公益を代表する委員である川端様に会長

をお願いするとしまして、会長様、前の席へご移動をお願いいたします。 

       では、議長は運営協議会規則第５条によりまして、会長があたることになっ

ていますので、この後の議事進行につきましてよろしくお願いいたします。 

（議 長）  ただいま会長に選任をいただきました川端でございます。上野商工会議所か

ら公益の代表委員として、国保運営協議会に関わらせていただくことになりま
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した。この度、会長ということで大任を仰せつかりましたが、誠心誠意務めさ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。また、この協議会がス

ムーズに運営できますよう皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

       それでは、議事に入らせていただきます。本日の議事録署名人の選出につい

て、運営協議会規則第１０条に基づいて、議事録に署名する方を私のほうで指

名させていただきます。今回は、被保険者を代表する委員から田中委員さんに

お願いをします。それでは、事項書に基づきまして進めさせていただきます。

平成２７年度国保険事業特別会計（直診勘定）決算見込について、事務局のほ

うから説明をお願いいたします。 

（事務局）  座って失礼します。説明の前に資料のご確認をお願いいたします。本日お配

りしたものが、事項書と資料１、資料５、資料６、そして参考資料は１から５

までです。資料２から資料４につきましては、先に送付させていただきました。

以上の資料を本日お使いいただきますが、資料の足りない方はおられませんで

しょうか。それでは、平成２７年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設

勘定診療所費）決算見込みについて、資料２をご覧ください。平成２７年度の

国民健康保険特別会計決算につきましては、９月議会で審議されることになっ

ていますので、平成２８年５月末の数値を基に決算見込みとして、本日は診療

所の決算見込みを説明させていただきます。診療所は、山田・阿波・霧生の３

つの診療所がありますが、説明資料は３つの診療所を合計とした資料としてい

ます。まず、歳入を説明しますので、１ページをご覧ください。診療所の収入

というのは主に診療収入ですが、それ以外では診断書や医師の意見書などの文

書料、あとは医療材料の売払代金などがあります。第１款診療収入はそれぞれ

の診療収入等を合わせ、９，０６８万２，５４８円です。後期高齢者診療報酬

収入の割合が多く、診療収入の約５５％を占めています。第２款使用料及び手

数料では、４８万５４０円を収入しています。第３款繰入金は６０８万７，２

７４円で、詳細については説明欄に記載のとおりです。第４款繰越金は、収入

がありません。第５款諸収入は４６万１，９１５円で、医療材料売払代金等で

す。以上、歳入合計は９，７７１万２，２７７円です。次に、２ページの歳出

を説明させていただきます。第１款総務費は７，５６８万７，２３０円で、一

般管理費では７，５５１万６，２３０円を支出しています。内訳は、職員人件

費と施設を維持管理する費用の支出です。第２款医業費では、４，９７４万３，

６２０円を支出しています。医療用機械器具に係る費用や衛生材料等の費用を

支出していますが、大部分が医薬品等購入のための医薬品衛生材料費になって

います。第３款公債費は、１９７万７，２７４円で、山田診療所の起債に係る

償還金の元金と利子分です。第４款予備費は、支出がありません。第５款前年

度繰上充用金では、平成２６年度決算で１億１，１２７万３，８２８円の赤字
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が見込まれたため、相当額を支出しています。これらの歳出合計は２億３，８

６８万１，９５２円で、前年度と比べ２，１０５万９，１５４円の増となって

います。歳入歳出差引は、マイナス１億４，０９６万９，６７５円となってい

ます。次に、資料３をご覧ください。上の表には決算状況、そして下の表には、

歳入の中の診療収入に限って書かせていただいてあります。まず先に、診療収

入について説明させていただきます。下の表の診療収入の状況をご覧ください。

上の段に診療人数、下の段に診療収入を記載しています。各診療所の平成２７

年度の診療人数、診療収入は昨年度に比べ減ってきています。平成２７年度の

山田診療所の診療人数は１，４１９人、診療収入は１，４３０万７，５９１円。

阿波診療所につきましては、診療人数は６，１０３人、診療収入は７，３２７

万７，６０６円。霧生診療所につきましては、診療人数は３８４人、診療収入

は３０９万７，３５１円となっています。３つの診療所を合わせた診療人数は

７，９０６人、診療収入は９，０６８万２，５４８円です。ご覧のとおり、合

計の診療収入は毎年減ってきている状況です。次に、決算状況について３つの

診療所に分けて説明させていただきまので、上の表をご覧ください。なお、表

の中で、平成２５年度から２７年度は２段書きになっていますが、上の数字は

歳入から歳出を引いた額で、下のカッコ内の数字は、前年度と比べた増減額を

記載しています。はじめに、各診療所の近年の決算状況ですが、３つの診療所

ともに平成２４年度以降、毎年赤字が続いております。山田診療所では、平成

２７年度の歳入から歳出を引いた額は１，９０５万２，４８８円となっており、

昨年度に比べて９５０万９，７６９円赤字が減っています。これは、平成２６

年６月末に前診療者の医師が退職されたため人件費が増えたことと、平成２６

年７月から１２月まで診療日を週１日半としたため、診療収入が減ったことに

より平成２６年度の赤字が大きく膨らんだ結果、このような状況となっていま

す。次に、阿波診療所ですが、平成２７年度は昨年度に比べ、１４２万１，８

９４円赤字が増え、９１３万８，１７２円の赤字となっています。霧生診療所

については、昨年度に比べ４１万９，６４６円赤字が増えて、１５０万５，１

８７円の赤字となっています。３つの診療所を合わせた単年度収支では、平成

２７年度には２，９６９万５，８４７円の赤字になっていることから、繰上充

用額は前年度の額を足して１億４，０９６万９，６７５円となり、平成２８年

度補正予算（第１号）として前年度繰上充用金１億４，０９７万円を計上し、

６月議会において専決処分のご承認をいただいたところです。以上で、平成２

７年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）決算見込みの

説明とさせていただきます。 

（議 長）  はい、ありがとうございます。ただいま、平成２７年度の国民健康保険事業

特別会計の決算見込みについて、ご説明を受けたところでございます。委員の



5 

 

皆様方、ご質問、ご意見等ございましたら挙手でお願いします。また、ご発言

の際は、卓上に備え付けのマイクボタンを押していただいて、ご発言をお願い

したいと思います。 

（委 員）  資料３のことについてお伺いします。例えば山田診療所、平成２４年からず

っと赤字が続いていて、２７年まで合計すると５，０００万円ほどになろうか

と思います。それから、阿波診療所においては３，０００万円、霧生診療所に

おいては４００万円ほどで、３診療所合計で１億ほどになるのかと思います。

まず、そんな形でいいのかどうか。それから、今までは国保税を充当している

わけですが、今後どうなっていくのでしょうか。 

（事務局）  ただいまのご質問ですが、確かに平成２０年度から赤字が続いており、繰上

充用ということで毎年度、その翌年度の予算を赤字に埋めるということをやっ

ております。２６年度ですと１億１，１２７万３，８２８円、２７年度につい

ては、累積が１億４，０９６万９，６７５円ということで、予算額に相当する

額を繰上充用させていただいております。これからの方向性について、皆様の

ご意見を頂戴するために、この時期にお集まりをいただきました。この後、事

項書にもありますように、診療所の運営について、皆様にご意見を頂戴したい

と思っております。 

（議 長）  他にご意見等ございませんでしょうか。ないようですので、直営診療施設勘

定診療所費の決算見込みについて、ご承認いただける方は挙手をお願いします。 

 

＜平成２７年度国保事業特別会計（直営施設勘定）決算見込 採決＞ 

 

（議 長）  ありがとうございます。全員挙手ということで、承認されました。この決算

見込みにつきましては、事務局からの説明もありましたように、９月議会にお

いて審議されるということでございます。では、続きまして、２番の平成２８

年度国保事業特別会計補正予算案について、事務局から説明をお願いします。 

（事務局）  それでは、平成２８年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療

所費）補正予算（第１号）について、資料４をご覧いただきたいと思います。

なお、この補正予算ですが、２７年度直営施設勘定診療所費の決算が先ほどの

説明のとおり赤字のため、前年度繰上充用金の科目の新設を主な内容とし、６

月議会定例会で専決処分の承認を受け、議決済ですので委員の皆様には報告と

いう形で説明させていただきます。なお、補正予算ため、単位は千円としてい

ます。まず、１ページですが、歳入の第１款診療収入では、後期高齢者診療報

酬収入１億４，０９０万円を増額しています。第４款繰越金では２７年度が赤

字のため、予算額３０，０００円を全額減額し、０円として補正後の歳入合計

を２億９，５３４万７千円としています。次に、２ページをご覧ください。歳
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出の第４款予備費では、予算額１０万円を０円に減額しています。先ほどの説

明のとおり、第５款前年度繰上充用金の科目を新設し、補正額を２７年度赤字

相当額１億４，０９７万円としています。従いまして、補正後の歳出合計は２

億９，５３４万７千円とし、歳入歳出予算額を同額としています。以上で、平

成２８年度国民健康保険事業特別会計直営診療施設勘定診療所費補正予算（第

１号）の説明を終わらせていただきます。 

（議 長）  今、事務局のほうから説明をしていただきましたが、ご質疑等ございません

でしょうか。ご質疑がないようでしたら、この補正予算につきましては、市長

の専決処分がなされたこの６月議会において、承認されているとのことですの

で、委員の皆様にはご報告という形でご了承をいただきたいと思います。  

       続きまして、３番の専門部会委員の選任について、お願いします。 

（事務局）  では、資料５の診療所あり方検討委員会委員（案）と、参考資料５の専門部

会の運営についてをご覧ください。この度、公益を代表する委員様が代わられ

ましたので、それによって欠員が生じました。事務局のほうから、会長である

川端委員と山下委員にお願いをさせていただきました。この委員会は、国保特

別会計で運営しています３つの診療所の今後のあり方について検討を行うた

めに設置されたもので、それぞれの代表から選出され、８名で構成されていま

す。委員の中から委員長を選任したく、慣例によりまして、公益を代表するも

う一方の山下委員に委員長をお願いしたいと考えています。よろしくお願いい

たします。 

（議 長）  ただいま診療所のあり方委員会についての事務局案ですが、原案どおりでよ

ろしいでしょうか。 

 

＜専門部会の委員会（案）についての 採決＞ 

 

（議 長）  ありがとうございます。新委員２名の交代と委員長には公益代表の山下委員

にお願いしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

（議 長）  続きまして、第４番の診療所の運営について、事務局で説明をお願いいたし

ます。 

（事務局）  それでは、資料６をご覧ください。先ほど、担当のほうからそれぞれの診療

所の赤字について説明させていただきましたが、山田診療所の運営の見直しに

ついて、皆様にいろいろとご意見をお伺いしたいと思います。まず、山田診療

所の概要ですが、平成５年４月に開設しております。所在地は伊賀市平田６３

９番地で、大山田保健センターの中にあり、施設面積は３２３平方メートルで

す。設置目的は、市民の医療及び保健衛生に資することということで設置され

ております。管理医師は嘱託医師として、平成２６年７月から野澤医師に就任
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いただいております。職員は事務職員が１名、看護師が２名でともに臨時職員

です。医療事務職員が１名おり、嘱託職員となっております。２７年４月１日

からこの体制で、それまでは事務職員として、正規の市職員を配置しておりま

した。診療内容としまして、診療科目は内科と外科です。診療日が毎週火曜日

から金曜日の週４日間で、診療時間は火曜日が午前１０時から正午までと、午

後１時３０分から４時３０分までです。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、木曜日の午後も診療をして

おります。続きまして、２番のこれまでの経過と今後の方針について、新しい

委員さんもいらっしゃいますので、簡単に説明させていただきます。前医師が

２６年６月に一身上の都合で退職され、２６年７月野澤医師が着任されました。

当初は、先ほどの説明にもありましたように、木曜日の午後と金曜日を開所し、

週１日半の診療としておりました。平成２７年１月からは、本来の診療所条例

の診療日５日に近づけるために、この条例を改正し、収入増を見込み、診療日

を４日とする条例改正を行いました。しかし、診療科目が整形外科から外科に

変わったということなどにより、継続受診していた患者さんが他の医療機関へ

流れたということと、新規利用者の取り込みが予想を下回り、診療収入が減り

ました。結果、２７年度の決算では、約１，９００万円の赤字となりました。 

       運営状況につきましては、２７年度の１年間、地域に根ざした信頼される診

療所を目指して努めてきましたが、利用者は定期受診の方に固定化しつつあり

ます。次に、参考資料６の２をご覧ください。受診者の状況を、月別・年度別

経年比較したものです。２４年度から２６年度、医師が代わるまでも減っては

いましたが、２６年７月から１日半としたことで、１／３ぐらいに受診者が減

りました。その後、診療日数を４日に増やしましたが、そんなに増えたわけで

はなく、２７年度も同じような延べ人数です。一番下の表ですが、２６年度を

見ていただきますと、診療所稼働日は１５３日、受診回数（延べ人数）は、２，

１０４人、１日当たりになりますと１３．８人です。１人当たりの受診回数は、

１．４回です。２７年度につきましては、少し診療日数が増えており、１９２

日となっておりますが、受診回数（延べ人数）は１，４１９人、１日当たりの

人数を見ますと、７．４人となっております。今後においても、診療収入の伸

びは見込めませんので、診療日を縮小するということで人件費等の経費を抑制

して、効率的な運営を行いたいと考えています。 

       診療日の変更につきましては、管理医師である野澤医師にはご了承を得てお

り、地元三自治協さんとの協議と地域への説明は終えている状態です。これを

踏まえ、伊賀市診療所条例の改正を考えております。この９月議会におきまし

て、伊賀市国民健康保険診療所条例改正案を１０月１日施行として次のとおり

提案したいと思っております。山田診療所だけですが、現行診療日の火曜日か
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ら金曜日週４日を、毎週木曜日・金曜日の週２日とし、時間の変更はありませ

ん。地域や利用されている皆さんには、診療日が縮小されることでご迷惑をお

かけすることになりますが、広報やチラシ等の回覧、大山田管内の無線放送を

利用して十分周知を図っていきたいと考えております。 

       国保事業特別会計直営診療施設勘定の運営ですが、今年度の山田診療所は１

０月以降の半年間、診療日を縮小するということで、一般管理費のうち人件費

等の経費が約３００万ほど抑制されると試算しております。歳入となる診療収

入は現段階では見込めませんが、少しでも赤字額が縮減できるよう努めていき

たいと考えております。今後の方向性については、地元のご意見も伺い、診療

所あり方検討委員会並びにこの運営協議会の場で引き続きご審議をいただき

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す。ただいま事務局からご説明を頂戴したところ

ですが、委員の皆さま方でご質問、ご意見等ございましたら挙手でお願いした

いと思います。 

（委 員）  国民健康保険直営診療所の役割は、例えば、過疎であるとか高齢の方々が交

通手段がなく受診できないなど、役割は非常に大きいと思います。しかし、山

田診療所については、近くに民間の医療機関があるのになぜかと思いますが、     

そのあたりはどうですか。 

（事務局）  山田診療所と民間の医療機関は、確かに近い所にあります。旧大山田村時代

のことですが、山田診療所にいてくださった医師が、新しく自分の診療所を開

業されたと聞いております。医師がいなくなったということで、地域住民の希

望により、前医師の金澤先生を探してきたと聞いております。 

（委 員）  山田診療所の赤字ですが、数年前にジェネリックの問題がありました。一般

の医療機関でも経営的なことを考えると、ジェネリックを使わざるを得ない。

それともう一つは、医療費が上昇しておりますが、おそらく半分以上は薬代だ

と思います。確かに直営診療所というのは、地域との密着が非常に大切だと思

いますが、近くの民間の医療機関がどうとかではなく、判断する時期だと思い

ます。 

（事務局）  昨年度、診療所のあり方検討委員会を１回開催し、経過などを説明させてい

ただきました。委員さんからも、院内処方であれば、ジェネリック医薬品の処

方をもっとＰＲして促進したら、効果があり、また、利用者の方も負担軽減に

もなるというご意見をいただきました。そこのところをまた、診療所に確認し

まして、検討していきたいと思います。 

（委 員）  山田診療所に数年前にレントゲンを入れたと思いますが、実際、どのぐらい

の使用頻度ですか。 

（事務局）  使用頻度については、把握できていませんので確認いたします。また、阿波



9 

 

診療所にも使っていただけるようであれば、そこのところも考えていきたいと

思っております。 

（委 員）  今、阿波診療所が出たのでお聞きしますが、今度、山田診療所が木曜と金曜

日の２日になるということですが、阿波診療所はどうなんですか。 

（事務局）  阿波診療所は、月曜日から金曜日までで、木曜日の午後は休診としておりま

す。 

（議 長）  他にご質問、ご意見等ございませんか。 

（委 員）  以前は公益代表委員に議員さんが入っていましたが、代わったのは何か理由

があるんですか。 

（事務局）  市長の諮問機関に議員が入るということは、要するに当局側に入ることにな

るため、議会のほうでは、基本的に全部撤退しようという方向で考えていただ

いたようです。 

（議 長）  分かりました。他にご意見ございませんでしょうか。ないようですので、こ

れで議事はすべて終了いたしました。委員の皆様には長い間ご検討いただき、

ありがとうございました。７番のその他で、事務局から連絡がございますので

お願いします。 

（事務局）  次回の運営協議会の日程ですが、８月２５日の木曜日、午後１時半からとい

うことで予定を入れていただきたいと思います。内容につきましては、国民健

康保険事業特別会計事業勘定の決算見込と、先ほど説明させていただいた条例

改正。それから、２８年度の保健事業ということで、委員さんからも特定健診

の受診率が下がってることの分析をしたらどうかという意見を頂戴しており

ましたので、それも含めまして、説明をさせていただきたいと思っております。

また、資料の他にカラー刷りのチラシ２枚をご覧いただきたいと思います。健

康マイレージと丸之内はかり処の健康づくり事業のＰＲです。これは、健康推

進課が取り組んでいます今年度の新規事業です。既に、健康マイレージにつき

ましては、市長が記者発表をしまして、新聞紙上でも取り上げていただきまし

たので、皆様もご存じと思います。健康マイレージは、皆様の健康づくりを応

援しようということで、ポイントを貯めながら楽しく健康づくりにチャレンジ

していただくことができるというものです。４０ポイント貯まって応募してい

ただくと、抽選で裏面にあります景品が当たるというものです。国保の特定健

診や人間ドックといったものが健診ポイントにありますので、委員の皆様、ま

た、ご家族やご近所の方にお声かけをいただけたらと思います。それでは、長

い間ご審議いただきましてありがとうございました。 


