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平成２８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１１月２４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）  皆様、こんにちは。本日はお忙しいところ、定刻ご出席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２８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人以上が出席されておりますので、運営協議会規則第６条によりまして会議が

成立しておりますことをまずご報告させていただきます。 

       それでは、開会にあたりまして、市長からご挨拶を申し上げます。 

（市 長）  今日はお忙しい中、ご参集を賜りましたこの平成２８年度第３回伊賀市国民健

康保険運営協議会でございます。 

       私もこの度、市民の皆さん方から大きな支援を賜りまして、また、続投させて

いただきました。１期目にも増して、この２期目、大変皆さんからのご付託の重さ

というものを感じているところであり、できる限りのことを一生懸命させていただ

きたいなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

       さて、今日でありますけども、公益を代表される委員の１名の交代がございま

した。後ほど、新しい委員の方に私から委嘱状をお渡しさせていただこうと思って

おりますが、国保協議会の委員就任について、快くお引き受けをいただきました。 

       さて、皆さんご承知のとおりでございますけれども、昨年の５月２７日に医療

保険改革法が成立をいたしました。国民健康保険事業を国による財政支援から、今

度は県が運営の主体となって市町村事務の効率化・広域化というようなことで、持

続可能な医療保険制度の構築に向けて取り組みが進められているところでありま

す。今回の国保広域化、制度始まって以来の大改革ということでありまして、この

ような中、伊賀市におきましては、県あるいは他市町とも連携しながらこの広域化

に伴うシステムの改修ですとか保険税の検討及び決定等、必要となる準備や調整を

進めて行きたいと考えております。どうぞ、皆様方のご指導、ご協力をお願い申し

上げたいと思います。 

       今日の議事でございますが、お手元の事項書のとおりでございます。委員の皆

さん方から貴重なご意見をいただいて会議が円滑に進みますよう、また、この季節

になって参りますと感染症等流行期でもございます。時節柄十分お体をご自愛をい

ただきますようお願いを申し上げまして、私からの冒頭の挨拶とさせていただきま

す。どうぞ、皆さん方、引き続きよろしくお願いをいたします。 

（事務局）  続きまして、事項書２番、委員の委嘱に入らせていただきます。市長が今申しま
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したように、上野商工会議所から選出の公益を代表する委員に交代がございました

ので、市長より委嘱状を交付させていただきます。 

 

（委嘱状交付） 

 

（事務局）  どうぞよろしくお願いいたします。この後、市長は次の公務が入っていますこ

とから、ここで退席をさせていただきますことをお許しいただきたいと思います。 

（事務局）  事項書と座席表の次に、新しく調整しました国民健康保険運営協議会委員の名

簿と診療所あり方検討委員会の名簿を添付しております。 

       続きまして、３番の会長の選任でございます。前会長の退任によりまして、現

在、会長が不在となっております。国民健康保険法施行令第５条では、協議会に会

長を１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、選挙は行わず指名推薦でこの場においてご

協議をいただき選任したいと思いますがよろしいでしょうか。 

  事務局案としまして、引き続き、前会長の後任であります佐治委員に会長をお願

いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

  ありがとうございます。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

いますので、お願いいたします。 

（事務局）  それでは、公益を代表する委員である佐治様に会長をお願いすることにいたし

まして、会長、前の席にご移動をお願いいたします。 

（議 長）  失礼します。ただいま、会長に選任をいただきました佐治でございます。上野

商工会議所から、前任者の残任期間を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となりました。この度、会長ということで微力ではございま

すが誠意務めさせていただきたいと存じております。 

       この会議がスムーズに進行できますように、委員の皆様のご協力をお願い申し

上げ簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願

いいたします。 

       それでは、議事に入らせていただく前に、本日の会議の議事録署名人の選出に

ついて、運営協議会規則第１０条に基づき、議事録に署名する方を私のほうでご指

名させていただきたいと思います。今回は、公益を代表する委員から植木委員様に

お願いします。 

       それでは、事項書に基づきまして進めさせていただき、議事の１番目、平成２

８年度国民健康保険事業特別会計補正予算について、事務局に説明を求めます。 

 

（事務局）  失礼いたします。まず、最初に資料のご確認をお願いいたします。資料１から

資料３については、郵送させていただきました。そして、本日配布させていただき
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ましたのが、資料４と伊賀市国民健康保険の状況ですが、不足はございませんでし

ょうか。これらの資料を本日の会議に使用させていただきます。 

       それでは、平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て説明させていただきます。まず資料１の事業勘定補正予算について、歳出から説

明しますので、３ページをお開きください。今回、補正を行う科目について説明さ

せていただきます。第１款総務費では、５２万４千円を増額しています。これは職

員人件費２６万８千円、一般管理費２５万６千円の増額です。一般管理費は保険基

盤安定負担金の抽出時期を変更したため、それに伴い、保険料の算定システムを改

修した委託料です。４ページをご覧ください。第７款共同事業拠出金ですが、高額

医療拠出金５，０１０万６千円を増額しています。これは、国保連合会に当市の負

担分として支出するものです。なお、この拠出金については、国及び県から拠出金

の１／４ずつが財政補填されるものです。次に、歳入を説明しますので、１ページ

をご覧ください。歳出で高額医療費拠出金を増額したことにより、第３款国庫支出

金の高額医療療共同事業負担金と第６款県支出金の高額医療費共同事業負担金を

１，２５２万６千円増額し、第７款共同事業交付金の高額医療費共同事業交付金を

２，５０５万４千円増額しています。また、歳出で一般管理費のシステム改修委託

料を増額したことにより、第３款国庫支出金の財政調整交付金を２５万６千円増額

しています。２ページをご覧ください。第９款繰入金では、歳出で職員人件費を増

額したことにより、一般会計繰入金を２６万８千円増額しています。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５，０６３万円を追

加し、補正後の額をそれぞれ１１４億７，３２９万４千円としています。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につ

いて、歳出を説明しますので、２ページをご覧ください。第１款総務費の一般管理

費では、職員人件費を２万５千円増額しています。職員人件費を増額したため、第

２款医業費の医薬材料費を２万５千円減額しています。１ページの歳入につきまし

ては補正なしとなっています。従いまして、直営診療施設勘定では、補正額は合計

０円となっています。なお、この補正予算（第３号）は、１２月議会定例会に上程

させていただく予定です。以上で、平成２８年度国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）の説明を終わらせていただきます。 

（議 長）  ただいま、平成２８年度国民健康保険事業特別会計の補正予算につきましてご

説明を受けました。委員の皆様方、ご質問、ご意見ございましたら挙手でお願いし

ます。また、発言の際は、卓上の備え付けのマイクボタンを押していただき、終わ

りましたら再度ボタンを押してオフにしてくださるようお願いします。 

（委 員）  今の説明をお伺いしていますと、歳出の７款の高額医療拠出金が大きなもので

すが、県内の各市町で負担すべき額として上げられているということでよろしかっ

たでしょうか。 
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       さらに、その上でシステム改修費について、もう少し詳しく教えていただけた

らと思います。 

（事務局）  高額医療費拠出金につきましては、当初予算で計上した分です。それが３月ま

でに支払いが不足するため、今回１２月補正で要求しているものです。 

       システム改修ですが、保険基盤安定負担金の抽出時期が９月３０日時点で抽出

から１０月２０日時点に変更になったため、システムを改修した委託料になります。 

（委 員）  県支出金の高額療養費共同事業負担金が、システム改修費ということですか。 

（事務局）  システム改修費は、第９款一般会計繰入金の事務費繰入金に入ってきます。 

（委 員）  歳入は、県と国から増額負担分の補填があったと理解したらいいのですか。 

（事務局）  高額医療費拠出金につきましては、県と国から１／４ずつ補填されます。 

（委 員）  一方で、歳出で５，０００万ほど高額医療費拠出金が増えていますが、これは

実績として増えたという意味で理解したらいいということですね。 

（事務局）  はい。 

（議 長）  ありがとうございます。他にご意見ございましたらお願いします。 

（委 員）  高額医療費拠出金については、その方の所得に応じて一定額を超えた分が補填

される仕組みだったと思うのですが、最近よく言われている高度医療などが出てき

ているのではないかと思います。高額医療にどういう内訳で増えてきているのか、

今後も増えていく可能性もあるため、わかりましたら教えていただけますか。 

（事務局）  ただいまの質問でございますが、連合会から決定通知により、数字を計上させ

ていただいております。高額医療費共同事業は、県内でレセプト８０万円以上の分

につきまして、各市町で負担するということで、連合会で拠出金をプールし、それ

によりまして、国・県１／４ずつ交付金が入ってくるというしくみになっておりま

す。 

       これから高額医療費がどれだけ伸びるかというのは、今の時点では少しわかり

かねます。それにつきましては、また調べさせていただき、どういう傾向にあるの

かを次回に報告させていただきたいと思います。 

（委 員）  この８０万円を超える部分を市町で共同負担をし、その積み上げたものが５千

数百万だということですね。その内訳までは、少し分からないということですね。 

（事務局）  そうです。 

（委 員）  ありがとうございました。 

（委 員）  委員が言っているのは、高額医療費が現実的に増えているかどうかを恐らく聞

きたいわけで、肺がん治療薬などが使われているのか、それが質問の趣旨じゃない

かと思うのです。だから、国と県から貰ったものを使う、あるいは現に必要になっ

てきたという意味じゃないですか。 

（事務局）  Ｃ型肝炎の薬など保険適用になった分があるので、恐らくこういった医療費が

高額に伸びてきているとは思いますが、その内容までは把握できません。 
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（委 員）  結局、出納閉鎖まではまだ動くかもわかりませんね。 

（事務局）  その可能性はあります。 

（委 員）  上がる可能性がある。 

（事務局）  はい。 

（委 員）  今後どうなっていくのかを、やはり考えていく必要があるのではないかと思い

ます。当初予算を立てるに当たっても、これから先、高度医療が増えていくのか。

それとも、高額な薬も若干費用を抑えながら使って行こうという動きもあって、あ

る程度見えているのか。分かる方法がありましたら、是非、調べていただいて、皆

さんと共有しながら、国保財源をどうしていくか考えられるようにしていくことが

望ましいかと思いますので、意見として申し上げておきます。 

（議 長）  他にご意見はないでしょうか。ないようですので、平成２８年度国民健康保険

の補正予算につきましてご承認をいただけます方は挙手をお願いいたします。 

 

（平成２８年度補正予算採決） 

 

（議 長）  はい。挙手全員ということで、議題の１番は承認されました。この補正予算に

つきましては、１２月議会において審議されるとのことでございます。続きまして、

２番の条例改正についてのご説明をお願いいたします。 

（事務局）  失礼いたします。資料３をご覧ください。伊賀市国民健康保険税条例の一部改正

について説明させていただきます。この資料３の右半分が改正前、そして左半分に

改正後の条文を記しています。改正の理由ですが、外国人等の国際運輸業に係る所

得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、特例

適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例を定めるため、

本条例の一部を改正しようとするものです。改正の主な内容につきましては、附則

におきまして、市民税で分離課税される特例適用利子等の額及び特例適用配当等の

額を国民健康保険税の所得割額の算定額及び軽減判定に用いる総所得金額に含め

る特例規定を定めるものです。なお、この条例は、平成２９年１月１日から施行す

ることとしていますが、適用区分としまして、この条例の施行日以後の国民健康保

険税について適用するものとしています。以上、条例の改正についての説明を終わ

らせていただきます。この条例改正については、１２月議会定例会に上程させてい

ただく予定です。以上です。 

（議 長）  ただいまの条例改正の説明につきまして、ご質問などはございませんか。では、

ないようですので、ご承認いただけます方は挙手をお願いいたします。 

 

（条例改正採決） 
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（議 長）  議題２も承認されました。この条例改正につきましても、先ほど事務局から話

がありましたが、１２月の議会へ上程されるとのことでございます。続きまして、

その他の項でございますけども、事務局からお願いと報告があるようですのでよろ

しくお願いします。 

（事務局）  はい、失礼します。国保運営協議会委員の選任についてお願いがあります。資

料４をご覧ください。本年末で、各委員の任期が満了となります。新たに委員を決

めていただくことになりますが、ご意見等がないようでしたら次の方法でお願いさ

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２９年１月１日現

在で、満７２歳以下であることが要件でございます。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、各支所管内で１名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は、引き続き現委員さんに継続いただけた

らと思っておりますが、各医師会・薬剤師会を通じてお願いさせていただきます。

また、被用者保険の代表委員は、現在、協会けんぽと共済組合、それから健保保険

組合からでございますので、改めてお願いさせていただきます。公益を代表する委

員につきましては、選出方法の見直しをして以降、４月１日から前任者の残任期間

をお務めいただいていたわけですが、引き続き各団体からご推薦をお願いしたいと

思っています。 

       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）  せっかくの機会でございますので、何かご質問、ご意見ありましたらお願いを

いたします。 

（委 員）  公益の委員ですが、実は、健康の駅長という肩書で今、推薦をいただいていま

すが、実は今年度時点でまだ決定ではないですが、健康の駅長制度の廃止という方

向に向いております。各自治協に対しても今、説明に上がっていただいているわけ

で、来年３月３１日付でこの健康の駅長という肩書が無くなると思いますので報告

だけさせていただきます。 

（事務局）  少し補足をさせていただきたいと思います。議会で条例改正をしないと健康の

駅長は事実上なくならないと思っています。その準備については、実のところまだ

させていただいていません。 

       今、おっしゃっていただいたように、健康推進課で健康づくり推進協議会を持

っております。その委員の中から選ぶというのも一つの方法かと思っています。同

じ行政の審議会の中でという話もあるかとは思いますが、他の委員会でもこういっ

た例ございますので、そういう選び方をしていただき４月あるいは替わった段階で

も影響がないのかと思っております。そのどちらかで一度ご検討をいただけたらと

思っております。 
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（議 長）  今の現状では、ご継続いただきたいということで、替わった時点で考えていた

だけるということですので、引き続きよろしくお願いいたします。他はよろしいで

しょうか。それでは、ないようですので、これで議事はすべて終了しました。委員

の皆様には長時間にわたりましてありがとうございました。 

（議 長）  この後、６番その他で事務局から連絡があるようですのでよろしくお願い申し

上げまして、今日の私の役目を終えさせていただきます。皆様、熱心なご審議、ご

協力ありがとうございました。 

（事務局）  本日、時間がございますので、お手元のほうに伊賀市国民健康保険の状況とい

う、Ａ４横の資料を用意してございますので見ていただきたいと思います。国民健

康保険制度は複雑で分かりにくいということもありますので、できるだけ大きい文

字で分かりやすく作成しましたので、現時点での伊賀市国民健康保険の状況などを

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て、活力に満ちたまちをめざすとしています。

そして、医療・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。３ページですけれども、伊賀市再生

のための課題を掲げています。市民生活の安心・安全を確保するうえで、最も大き

な課題が医療です。平成２７年度伊賀市まちづくりアンケートの市民意識調査を実

施しましたが、その意識調査では、全体の約８５％の方が安心な医療が受けられる

ことが、まちづくりの課題として重要視している結果になっています。いうまでも

なく、超高齢社会を迎える２０２５年（平成３７）年には団塊の世代が７５歳以上

となりまして、医療や介護の需要が急激に増加することが報じられています。いわ

ゆる２０２５年問題を見据えた対応が最重要課題とされ、様々な対策が講じられよ

うとしています。誰もが住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、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、２０２５年を目

途とした地域包括ケアシステムの構築に取り組むこととしています。この構築体制

の中の役割としまして、国民健康保険の保険者として保険料の側面から市民の皆さ

んを支え、積極的に関わり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。 

       次のページをめくってください。ここから伊賀市の国民健康保険の現状です。

平成２８年３月末の伊賀市の概況です。人口が９万４千２７４人、世帯数が３万９

千５９５世帯となっています。５ページは国保の加入状況です。６ページの国保の

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２万２千人で、伊賀市

全体のうち約４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
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千４００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３ヶ年の推移をあげていますが、ご覧の通り被保険者数、世帯数とも毎年減少

の傾向にあります。これも全国的な傾向ではありますが、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、今後の推移に注意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別の状況です。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、６５歳以上は５歳刻みで表示

していますが、６０歳から６４歳が２千９５５人、６５歳から６９歳は５千９０６

人、７０歳から７４歳は４千５０６人となっています。８ページをご覧ください。

６５歳から７４歳の前期高齢者被保険者数が１万４００人で、全被保険者数の４

７％を占めています。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まして、

当然医療費も高くなり、また年金生活者、無職者が多く保険税の負担も低くなりが

ちです。９ページをご覧ください。国保事業勘定の決算状況です。前年度との比較

となっています。２７年度の歳入総額は、１１５億７千６３６万７千円、歳出総額

が１０５億５千５０９万４千円で、歳入歳出差引が１億４４１万１千円となってい

ます。単年度収支の差引額は、マイナス３億４千７１０万７千円となり、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、１６ペ

ージをご覧ください。平成２８年度の国保税の賦課の状況を記載させていただいて

おりますが、保険給付費支払準備基金の保有額や繰越金も考慮し、平成２５年度か

ら賦課方式の変更により、資産割の廃止、それから均等割額の引き下げを行いまし

た。これ以降、毎年保険税が減収の方向にあり、単年度収支は赤字になっています。

また、年々医療費の増加に伴う医療給付費の伸びもありまして、支出規模が拡大し

ていることも赤字の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。２７年度の収入状況の割合です。保険税ほか国・県か

らの補助金等の占める割合となります。保険税により増す収入は、伊賀市が被保険

者一人あたり、７万５千７４８円、市町平均が９万１千６３０円と１万５千８８２

円市町平均より下回っており、全体の１５．１９％となっています。一方で、国庫

支出金の収入は、一人あたり１０万５千２６０円、市町平均が９万７千１１１円と

市町平均を８千１４９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

比べまして、国庫補助金等に偏った収入であると言えます。次のページは支出に占

める割合です。見ていただいてお分かりのとおり、保険給付費が全体の６３．５３％

と、全体の６割を占めています。一人あたりの保険給付費ですと、伊賀市は３２万

６千９６６円、市町平均が３０万２千５４２円と伊賀市が２万４千４２４円上回っ

ており、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。

めくっていただきまして、１２ページが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
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くないかを書かせていただいています。形式収支率は、２７年度の決算上の形式収

支の状況ですが、１００．９１で収支状況は黒字ではありますが、２７年度の実質

的な収支状況となります単年度実質収支率は市町平均を下回り、県下１９位となっ

ています。三重県では２９市町のうち、２５市町が赤字となっている状況です。一

方、基金残高率それから繰越金額率は、ともに市町平均を大きく上回っていること

から、今もっては感染症の流行等突発的な医療費の上昇に対応できる状況であると

いえます。しかし、単年度実質収支は赤字でございますので、財政力交付金交付率、

保険基盤安定繰入金率いずれを見ましても財政が厳しい状況が分かります。自主財

源である保険税収入の確保が重要であり、今後において保険税率の引き上げ及び引

き上げ時期も検討しなければならないと考えております。続いて、１３ページ、国

民健康保険給付費の支払準備基金の保有額の推移です。左から２３年度末から２７

年度末までの推移ですが、２７年度末で１１億８千５５７万４千円の基金がござい

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２３年

度から２７年度まで５ヶ年の伊賀市と市町平均を比較したものになります。２７年

度では、伊賀市が３９万３１５円、市町平均が３６万１千４７５円と、伊賀市が２

万８千８４０円高い結果となっています。県下２９市町中、高いほうから順位は８

位となっています。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。伊賀市の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、がんなどの新生物、そして、認知症や神経

症などの精神障がい、関節症等の筋骨格系、消化器系が続きます。生活習慣病に付

随する疾患が多い傾向となっています。めくっていただきまして、１６ページから

は保険税の状況です。先程説明させていただきましたので飛ばしまして、１７ペー

ジをご覧ください。１７ページには国民健康保険税一世帯あたりの現年度の調定額

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を載せてあります。いずれも市町平均を下回っておりまし

て、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には、

一定保険税の収入を確保する必要があり、今後の動向を注視していきたいと思って

おります。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、過年度分とも昨年度を上回っています。いずれも市町平均

を上回っておりますが、一人あたりの保険税の調定額が市町の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になってくると思っております。

そして、その収納対策ですが、めくっていただきますと、収税課と連携しまして、

次のとおり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、それから、短期証・資格証明書の交付により滞納者と接触する機会を

得まして、実情に即した対応をすることを心がけています。また、高額滞納者・悪
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質滞納者には、法に則り、給与・預貯金の差押をするなど滞納処分を行っています。

２１ページをご覧ください。ここからは、国民健康保険で行う保健事業の取り組み

です。２８年度の脳ドックと簡易人間ドックの状況と、２７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、特に脳ドックにつきましては、定員

を大幅に超える方からの応募があり、前年の受診した方を応募要件から外すなどの

措置を取っているところですが、何とかもう少し定員を増やせるように市民病院と

岡波総合病院へ交渉したいと考えております。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

めに行っているもので、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、併せて保健指導も行っています。今年度の取り組みとしまして、健診の

自己負担額を千円から５００円に引き下げをし、後期高齢者の課税世帯と同額にさ

せていただきました。受診率アップのために２６年度・２７年度の未受診者に受診

を促す通知を送付しています。また、国保連合会の電話勧奨共同事業を利用しまし

て、コールセンターを使った受診勧奨を行いました。そして、引き続き集団特定健

診をがん検診と同日実施することで、受診してもらいやすい体制を整えています。

特定健診は、受診期間がこの１１月末までとなっています。平日に受けられない方

や、がん検診も一緒にという方には集団特定健診を４回実施していますので、まだ

受診されていない方はこの機会を利用していただきますようご案内していただけ

ればと思います。続きまして、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おります。２７年度は、対象者数１万５千９０８人のうち、受

診者数が５千１６３人、受診率が３３．１％となっております。特定健康診査第１

期の実施計画の目標値には届かない数値とはなっていますが、２６年度よりは３．

９％アップしています。特定保健指導については、特定健診を受診した方の事後フ

ォローとしまして、生活習慣病の予備群を減らす目的で、食生活や運動習慣の改善

サポートを６ヶ月間行っています。平成２６年度からは民間事業者へ委託して実施

していますが、実施率が低い状況となっているため、保健師と連携を取りながら、

今後、参加を促す取り組みを工夫したいと考えています。２４ページですが、特定

健診の年齢別の受診率についてのグラフです。男性・女性に分けて、２６年度と２

７年度の比較をしてあります。やはり、見ていただいて分かりますように、４０歳

から５９歳までの特に男性の受診率が低くなっています。働き盛りで忙しい世代で

もあり、生活習慣病の予備群となりうるこの世代の受診率向上が課題となっていま

す。最後に、国民健康保険制度のこれからということで、平成３０年度から開始さ

れます国保の制度改革を中心にお話をさせていただきたいと思います。ご承知のと

おり、昨年５月２７日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法

等の一部を改正する法律が成立しました。この法律に基づく措置としまして、国保

財政の安定化と持続可能な保険制度をめざし、国は財政支援の拡充を行うとともに、
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都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県と市町村が共同保険者という新し

いしくみで国保事業が運営されることになります。裏面をめくっていただきますと、

この法律の主な概要が示されています。そして、２７ページ・２８ページは、この

法律が成立しました背景とこれまでの流れをまとめたものとなっています。社会保

障制度改革プログラム法の成立・公布によりまして、対応の方向性が示され、２７

年通常国会に改正法案を提出。昨年５月２７日に可決・成立後、新制度開始に向け

た国・県、また市町村で必要な準備がなされているところです。２９ページをご覧

ください。国保制度改革の概要、運営のあり方の見直しです。都道府県と市町村の

役割分担が記されておりますが、現行では、市町村が個別の国民健康保険事業特別

会計で事業運営をしていますが、改革後は、都道府県が設置します国保事業特別会

計の運営によりまして、県が財政運営責任を負い、中心的な役割を担います。市町

村は、地域住民と身近な関係の中で資格管理、保険給付、保険料（税）率の決定、

賦課徴収、保健事業等のきめ細かい事業を引き続き行っていくことになります。次

のページは、その役割分担の概要。事業項目別に示しています。続いて、３１ペー

ジは国保保険料の賦課徴収のしくみをイメージしたものとなっています。ご覧のと

おり、都道府県が医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとの納付金の決定や

納付金を納めるための必要な標準保険料率を示すことになります。一方、市町村は、

県が示しました保険料率を参考に各市町村が保険料率を決定して、賦課徴収し、納

付金として都道府県に支払うということになります。先般、市町側から県が行う国

保事業に必要な納付金と納付金を納めるために必要な標準保険料率を算定するた

めの基礎情報データを送ったところですが、これによりまして、来年の２月頃には

この仮算定における市町ごとの納付金と標準保険料率の結果が示されてくると思

われます。この仮算定は、あくまで本算定に向けた運用のテストとして実施される

ものでありまして、実際に参考となります本算定の結果は来年の１０月以降になる

との国からのご案内でございます。最後のページですが、新制度施行までの大まか

なスケジュールを示しております。市としましては、システム関係の整備、また、

業務体制の見直しを行い、平成３０年度からの保険料率の検討及び決定、条例改正

と、この運営協議会でこれから十分ご審議をいただきながら、遅滞なく開始に向け

た準備を行っていきたいと考えています。また、今後、国・県からの新しい情報を

会議の際にはお知らせさせていただくとともに、この新しい国保制度が被保険者に

とって分かりやすく、保険税などが大きな負担とならないように適正かつ安定した

事業運営を行っていきたいと考えておりますので、今後ともご理解・ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。以上で伊賀市国民健康保険の状況について、終わら

せていただきます。委員の皆様、長時間ご清聴ありがとうございました。 

       何かここでご質問等ございましたらお聞きします。 

（委 員）  ２３ページの特定健診についてですが、２６年度は若干下がって、２７年度は
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上がってきているとはいえ、目標に達してない。知人も脳ドックを受けて、大きな

病気を見つけてもらって治療をしていただいたこともございました。なぜ受診率が

あまり上がらないのでしょうか。 

（事務局）  受診率が上がらないのは、この地域性もあると思います。他の市町に比べまし

て、一般の医療の受診率は高く特定健診は低い状況となっています。そういったこ

とで、他の市町でもやっているように自己負担金を少し下げ、また先生方にも普段

受けていただいている健診を特定健診に振り替えていただくなどのご協力をお願

いしました。その理由が、普段から受けていることもございますし、前々回のアン

ケート結果を皆様にお知らせしましたが、検査項目が少ないといった回答もござい

ました。 

（委 員）  ホームドクターをお持ちの場合は、たぶん、ずっと管理をしていただいている

ので変化があれば対応していただけると思います。そういう主治医をお持ちでない

方が、健診を受けていただくというのは非常に大事だと思われます。 

（事務局）  ２８年度は、何とか受診率を上げないといけないということで、先ほども言い

ましたように、国保連合会のコールセンターにお願いしまして、電話勧奨もしまし

たので、２７年度に比べ少しは上がるのではないかとは思っております。 

（委 員）  かかりつけ医の数と特定健診を受けた数、その中で漏れた人を集中的に特定健

診を受けていただいたら、限りなく１００％になるのではないかと思います。今年

は、あと１週間ほどで終わりますから、来年度はそういうところを中心にかかりつ

け医がないのは非常に健康的でいいのかもしれませんが、初診の人でどこも診ても

らってない患者をできるだけピックアップしていただくために、そういう方策も大

切だと思います。 

（委 員）  ５００円にしたことによって、まず、患者に「こっちで受けたほうが保険で受

けるより安いよ」と言って、受けてくれる人も結構増えています。実際に実数も増

えていますけれど、予約をとって千円は結構きついとこがあります。全体的に新患

の特定健診ですが、昨年受けてなくて今年受けている人も結構増えているような気

がします。２８年度は、少し増えているのではないかと思っています。 

（委 員）  先ほど、言われたように確かにそういう方法で上がっていくと思います。ただ、

特定健診の項目は、７単位、８単位で、その中には身長・体重も入っているわけで

すが、他にもう少し工夫を凝らした健診の仕方があるのかと。 

（委 員）  レントゲンがあるといいかもしれません。ただ、恐らく、名張市はまず末梢と

心電図は入っていません。心電図が入っているのは結構大きいです。今年も、心筋

梗塞が見つかりました。項目的にこれでいいのではないかと思います。 

（委 員）  人間ドックで入っているＰＳＡテストを入れていただいたらありがたいと思い

ます。ＰＳＡテストは前立腺がんのマーカーで、ニーズがあるのです。これが入っ

てないからといって医療保険を使ったら新患になってしまうので、様子を見ておこ
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うかとなります。やはり、年がいってきたら頻尿になってくることが多いので、前

立腺のがんマーカーを追加していただいて、人間ドックのように追加料金でやって

いただけたらいいと思います。 

（委 員）  非常に肺がんも増えてきているので、レントゲンがあればいいかという気がし

ます。 

（事務局）  ご意見をいただきましたので、参考にこれからいろいろ考えていきたいと思い

ます。名張市は、特定健診にプラス５００円で肺がん検診をやられていますが、伊

賀市としましては、肺がん検診は無料で健康推進課にてやっています。無料でやっ

ているのに自己負担を上げるわけにいきません。なかなかその機会に行けない方も

お見えになりますので、また、健康推進課と連携し工夫をして行きたいと思います。 

（委 員）  受診率が低いということですが、もちろん先生方のご意見やご都合を訊かない

といけない話ですが、出前受診はできないのでしょうか。例えば、市長選挙があり、

投票所があります。投票所単位ぐらいに出前ということが可能なのかどうか。近く

で、足を延ばして行こうかということで増えるかと考えました。 

（委 員）  診察時間内でしたら無理だと思います。ただ、往診をやってくれていますので、

その短期間だったら行けるかもしれませんが、そんなに増えないかという気がしま

す。 

（委 員）  どこかに誰かを集めて、そこにモノを集めてということをやったら、あり得る

かも知れませんが、皆さんお忙しいし、なかなか難しいところがあると思います。

まずは、検査する器財を運ばなければいけないということで、スタッフも集めない

といけないですし、なかなか費用効率が悪いと思います。 

（委 員）  今の委員の提案についてですが、ふれあいいきいきサロンが市内にたくさんあ

り、最低月１回以上高齢者の方々中心に集まられています。お医者さんに行ってい

ただくのはかなり大変かもしれませんが、例えば、看護師や保健師といった方々が

今も行っていただいたりしていますが、もう少し増やしていくというのも方法かも

わからないですね。 

（委 員）  先ほど肺がん検診でレントゲンの所見を毎回以前と比較していただいているの

でしょうか。それとも、その時その時で違う先生が評価されているのでしょうか。

例えば、心電図は毎年、取り貯めていき、健診で以前と変化があれば、この患者に

何か起こったというのがわかるんです。レントゲンもそうです。ただ、たまにしか

撮ってないと、先生によってまず、評価が全然違います。レントゲンは本来、なる

べくなら同じところで受けたほうがいいものです。特定健診の項目に入れて同じと

ころで比較していけば、何か起こった時に見つかるのです。検討してみる余地はあ

ると思います。肺がん検診をするのであれば、毎回必ず前回と比較はしてほしいで

す。 

（事務局）  比較をされていると思いますが、健康推進課に一度訊いておきます。 
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       ６のその他ですが、来年１月１日から新しい任期が始まり、新しい委員さんで

また運営協議会を招集させていただきたいと思います。来年は３月に市議会選挙が

ございまして、議会も２月議会ということになります。そうした関係で、議会が始

まる前に第４回の国保の運営協議会を開催させていただきたいと思っております。

来年のことで恐縮ですが、運営協議会を２日か９日ということで、心に留めていた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はお忙しいところご

出席いただき、長時間ご審議いただきましてありがとうございました。これで、運

営協議会を終了させていただきます。 


