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平成２８年度 第４回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

【開 催 日】 平成２９年２月９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）皆さまこんにちは。本日はお忙しいところ、またこのようなお天気の中、定

刻にご出席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４回伊賀市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まして、各号に定め

る委員１名以上が出席されておりますので、運営協議会規則第６条に基づき、

会議が成立しておりますことをここに報告させていただきます。 

それでは、開会にあたりまして、部長の方からご挨拶を申しあげます。 

（部 長）本日は、平成２８年度第４回国民健康保険運営協議会ということでございま

すが、委員の皆様方には、平素は、国保事業を始め、市政各般に渡りまして、

格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

     さて、今年の１月から、委員の皆様の任期を新たにさせていただき、今回、

新しく委員にご承認いただく方もおみえでございます。本来でしたら、市長が

参りましてご挨拶をさせていただき、委嘱状をお渡しさせていただくところで

すが、公務で海外へ出張しておりますため、大変失礼をお詫びさせていただき

ますとともに、私が代わりを務めさせていただくことを、どうぞお許し賜りた

いと思っております。今日の会議でございますが、平成３０年４月の国保広域

化に向けまして、今年度も１ヶ月余りとなり、大変重要な局面を迎えておりま

す。そのような中、この国民健康保険運営協議会委員を快くお引き受けいただ

きましたことに改めて感謝申しあげますとともに、会議に際しましては、皆様

方からいろいろとご意見を頂戴したうえで、これからの国保事業運営に反映さ

せていただきたいと考えております。２年間の任期ではございますが、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。最後に、活発なご議論を期待申し上げまして、

簡単ではございますが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１番委員の委嘱に入らせていただきます。再任されま

した委員の皆様並びに新しくご就任いただきました委員の皆様全員に、部長の

方から委嘱状を交付させていただきます。 

 

          〈新委員に委嘱状を交付〉 

 

（事務局）委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。続いて、事項書の２番、委

員の皆様をご紹介させていただきますので、委員名簿の資料をご覧ください。  

保険者を代表する委員６名、国民健康保険医又は薬剤師を代表する委員６名、 
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    公益を代表する委員６名、被用者保険を代表する委員３名、以上２１名の皆様

です。委員の任期は、平成２９年１月１日から３０年１２月３１日までの２年

間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

     続きまして、国民健康保険事業を担当する事務局の方から自己紹介をさせて

いただきます。  

 

〈事務局側自己紹介〉 

 

（事務局）事項書３番、会長の選任でございます。国民健康保険法施行令の第５条では

協議会に会長を一人置き、公益を代表する委員の中から、全委員がこれを選挙

するとしていますが、当協議会の慣例によりまして選挙は行わず、指名推薦で

この場において選任したいと思います。これでよろしいでしょうか。事務局と

しまして、再選前に会長をお引き受けいただいておりました上野商工会議所か

ら選出の公益代表委員の佐治様に引き続きお願いしたいと考えておりますが、

皆様よろしいでしょうか。 

 

〈異議なしの声〉 

 

（事務局）ありがとうございます。それでは異議なしということで、ただいま承認いた

だきました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としま

す。会長様、前の席にご移動をお願いします。 

     では、議長は運営協議会規則第５条により会長が当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、よろしくお願いします。 

（議 長）ただいま、会長に選任いただきました佐治でございます。上野商工会議所か

ら、公益代表の委員として選任され、昨年の第３回国保運営協議会から出席さ

せていただいております。引き続き、会長という大役を仰せつかりました。微

力ではございますが、一生懸命務めさせていただく所存ですのでよろしくお願

いいたします。 

     さて、本日の議事ですが、平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算、

平成２９年度国民健康保険事業特別会計当初予算等につきまして、皆様にご審

議いただくことになっています。貴重な時間ですので、この会議がスムーズに

進行するようにご協力よろしくお願いいたします。簡単ではございますが私の

就任のご挨拶とさせていただきます。 

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

をさせていただきます。運営協議会規則第１０条に基づき、議事録に署名する

方を私の方で指名をさせていただきますがよろしいでしょうか。今回は、被用

者保険を代表する委員から杉森委員にお願いしますので、どうぞよろしくお願

いいたします。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。議
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事の１番、平成２８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）説明の前に、資料のご確認をお願いします。本日お配りしたものが、事項書

と資料６、そして参考資料は１から２までです。資料１から資料５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か。 

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（案）について

説明させていただきますので、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１億５１万５千円を加え、

補正後の額をそれぞれ１１５億７，３８０万９千円としています。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２，４１５万９千円を減額し、補正後の額をそれぞれ２億７，１１８

万８千円としています。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。第１款総務費ですが、１億１８９万２千円を減額し、補

正後の額を１億１，５４９万６千円としています。説明欄に記載のとおり主に

一般管理費、賦課徴収費、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３億７，８０８万９千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、

４５０万１千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７万４千円を増額しています。第５款老人保健拠出金も同様によ

り、１５万９千円を減額しています。第６款介護納付金も同様に、８，４４３

万１千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

では、１億３３１万２千円を減額しています。内訳としまして、保険財政共同

安定化事業拠出金ですが、県内市町の保険税の平準化や財政の安定化を図るた

め、市町からの拠出金により共同事業を実施していますが、三重県国保連合会

から支払決定額が通知されたことにより、減額しています。高額医療費拠出金

は補正がありません。第８款保健事業費では、２，４９０万３千円を減額して

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２，３６１万５千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、１２８万８千円を減額しています。第９款 

公債費は３０万円を減額しゼロに、第１０款諸支出金は４，１８５万円を増額

しています。主に過年度国庫支出金精算返還金の増額です。第１１款 予備費

は、補正がありません。 
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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２７年度収納実績率を乗じて

見込額とし、３，３０３万７千円を減額しています。第２款使用料及び手数料

は、補正がありません。第３款国庫支出金では、１，０７５万４千円を増額し

ています。療養給付費等負担金では３，９８０万円を減額、特定健康診査等負

担金では７３４万円の減額、財政調整交付金については、５，７８９万４千円

の増額です。第４款療養給付費等交付金では、３，７９１万８千円を減額して

います。第５款前期高齢者交付金は、２８１万７千円を増額しています。第６

款県支出金では、７，８２６万円を減額しています。特定健康診査等負担金が

７３４万円の減額、県調整交付金が７，０９２万円の減額です。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、１億４，３２６万８千円を減額しています。２ページをご覧くださ

い。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、１７万４千円を減額しています。第９款繰入金では、３億６，４

４３万２千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１億１４８万円の増額、事務費繰入金では、４４

４万９千円の減額、出産育児一時金等繰入金では６４４万円の減額、保険給付

費支払準備基金繰入金では２億７，３８４万１千円の増額です。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１，５１６万９千円を増額しています。続きまして、平成２８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つの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６２８万１千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１，７８１万８千円を減額しています。 

医療用機械器具費で８万５千円の増額、医薬品衛生材料費で１，６８８万３千

円の減額、医業諸費で１０２万円の減額です。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、２，５９３万９千円を減額しています。

第２款使用料及び手数料では、８万１千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、２

０３万７千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、１７万６千円を減額しています。主に、雑入の山田診療所医師の

住宅賃借料本人負担金です。以上で、２８年度国民健康保険事業特別会計補正

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、

２９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。 
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（議 長）ただいま、平成２８年度国民健康保険事業特別会計補正予算について説明を

受けました。委員の皆様方、ご質問やご意見がございましたら、挙手でお願い

します。また、ご発言の際は、卓上に備付けのマイクボタンを押していただき

ますようお願いします。ないようですので、平成２８年度補正予算つきまして

ご承認いただけます方は挙手をお願いします。挙手多数によりまして議題１は

承認されました。続いて、２番、平成２９年度国民健康保険事業特別会計当初

予算についての説明をお願いします。 

（事務局）平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算（案）について説明させていた

だきますので、資料３、資料４をご覧ください。まず、資料３の事業勘定です

が、４ページをご覧ください。その欄の下に記載してありますように、予算額

を歳入歳出とも１１７億２，２４２万９千円、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記載してありますように、予算額を

歳入歳出とも１億２，７４０万１千円としています。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１，５０８万１千円を増額しています。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

国保広域化に伴うシステム改修委託料と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２億７，７２３万８千円を増額しています。２７年

８月から２８年７月診療分の実績と、その１年前と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８，９１６万円を増額して

います。第４款前期高齢者納付金等は、前年度より３８万６千円を増額してい

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

８９４万５千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

拠出金では、前年度より２，９３２万２千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。第８款保健事業費は、前年度より８３万円を減額してい

ます。特定健康診査等事業費では、国保連合会の手数料の減等により１５６万

９千円を減額し、保健衛生普及費では医療費通知の増により、７３万９千円を

増額しています。第９款公債費は、一時借入金利子で、前年度と同額です。第

１０款諸支出金は、保険税の還付金等で、前年度と同額です。第１１款予備費

も前年度と同額です。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１，２３０万７千

円を増額しています。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、前年度と同額です。第３款国庫支出金は、前年度より１億４，

２８１万２千円を増額しています。療養給付費等負担金は、前年度より２，２
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８０万６千円の増、高額医療費共同事業負担金は７３１万５千円の増、特定健

康診査等負担金は４０９万４千円の減、財政調整交付金は１億６３２万７千円

の増、総務費補助金は、国保広域化に伴うシステム改修委託料の補助金（補助

率１００％）で１，０４５万８千円の増額となっています。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６，１２５万２千円を減

額しています。第５款前期高齢者交付金は、４，１１５万７千円を増額してい

ます。第６款県支出金は、９６３万５千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、６４１万４千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すが、前年度より１億３，

５４０万９千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４０万

８千円を増額しています。第９款繰入金は、前年度より８，６９３万６千円を

増額しています。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１１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、直営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１，０３１万９千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、１，６７５万７千円を減額しています。

医薬品衛生材料費の１，６５６万８千円の減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２，６９０万１千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４万９千円の減額です。第３款繰入金は、昨年度より１６万２千円を

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２８万８千円を減額しています。合計歳

入歳出とも前年度より、２，７０７万６千円を減額しています。主なものとし

て、歳出第１款総務費で平成２８年１０月から山田診療所の診療日を週４日か

ら週２日としたことに伴い、人件費等の減額です。以上で、平成２９年度国民

健康保険事業特別会計予算（案）の説明を終わらせていただきます。 

（議 長）ただいまの説明につきまして、質問等ございませんか。ないようですので、

平成２９年度当初予算につきまして、ご承認いただけます方、挙手をお願いし

ます。挙手全員ということで、議題２につきましても、承認いただきました。 

    以上、２つの議事につきましては今議会で上程され、予算審議がなされるとの

ことでございます。続きまして、３番の条例改正についてです。事務局の方か
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らよろしくお願いいたします。 

（事務局）資料５と、本日お配りした参考資料１の低所得者に係る国民健康保険税の軽

減判定所得の見直しをご覧ください。まず、参考資料１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２９年度税制改正大綱が示

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、１の大綱の概要にもありますように、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。国保税

では、物価上昇等の影響で応益分国保税の軽減対象が縮小しないよう、平成 

２９年度に軽減判定所得の引き上げが決まりました。現行の５割軽減額の基準

は基礎控除額３３万円＋被保険者数×２６万５千円以下、２割軽減は基礎控除

額３３万円＋被保険者数×４８万円以下ですが、来年度から２６万５千円を２

７万円に、４８万円を４９万円に引き上げます。７割軽減は据え置きます。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うになります。当市では、５

割軽減が３７件増加し、２割軽減が２６件増加すると見込み、軽減額が約２０

０万円増えると試算しています。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。改正する箇所は、資料５の下線を

付したところをご覧ください。この条例は平成２９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、条例改正を行うことについて、委員の

皆様に報告いたします。以上で、説明を終わらせていただきます。 

（議 長）ただいまの説明につきまして、ご意見ご質疑ございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。続きまして、４番、平成２９年度の伊賀市国民健康保険の保

健事業について事務局の方から説明があります。 

（事務局）失礼いたします。資料６、平成２９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いた３８０人の中で、予

約済みの方も含め、１月末で３４８人の方が受診されており、予約をされてい

ない方３２人に対して１月２４日に受診勧奨を送付いたしました。次に、簡易

人間ドックについても、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６３０人に対し、受診者は５７８人

でした。最後に、特定健康診査については、例年、三重県検診あり方検討調整

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
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内容で実施するように計画をしております。単価案としましては、基本項目の

採血料が２２０円から２７０円に上がる予定です。自己負担額につきましては、

今年度と同額で、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、２９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。 

（議 長）ただいまの説明について、ご質疑、意見等ございませんでしょうか。続きま

して、最後５番、その他の項でございます。事務局から、追加説明、補足等あ

りましたらお願いします。 

（事務局）その他の項で高額療養費制度及び入院時生活療養費の見直し内容について、

説明させていただきます。参考資料２をご覧ください。今般、平成２９ 年度

の予算政府案が閣議決定されたことを踏まえ、高額療養費制度及び入院時生活

療養費の見直し内容についてお知らせします。高額療養費制度の見直しについ

て、１ページをご覧ください。制度の概要についてですが 高額療養費制度は、

家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口

において医療費の自己負担を支払っていただいた後、月ごとの自己負担限度額

を超える部分について、事後的に保険者から償還払いされる制度です。自己負

担限度額は、被保険者の所得に応じて設定されています。見直しの趣旨につき

ましては、制度の持続可能性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平や、

負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で、高額療養

費の算定基準額を見直しします。見直し内容につきましては、７０ 歳以上の

者の高額療養費の算定基準額について、次のとおり見直しをします。まず、 第

一段階目（平成２９ 年８月から３０年７月の間）では、現役並み所得者につ

きましては、外来療養に係る算定基準額について、現行の４万４，４００円か

ら５万７，６００ 円に引き上げます。一般所得者につきましては、外来療養

に係る算定基準額について、現行の１万２，０００ 円から１万４，０００ 円

に引き上げるとともに、新たに、自己負担額の年間（前年８月１日から７月３

１ 日までの間）の合計額に対して１４万４千 円の算定基準額を設けます。 

入院療養に係る算定基準額について、現行の４万４，４００ 円から５万７，

６００ 円に引き上げるとともに、新たに、多数回該当４万４，４００ 円の算

定基準額を設けます。第二段階目（平成３０ 年８月から）では、現役並み所

得者については、外来療養に係る高額療養費の算定基準額を廃止した上で、資

料の２段目の表のとおり、所得区分を３つに細分化し、各区分の算定基準額を

設定します。 一般所得者については、外来療養に係る算定基準額を、１万４

千 円から１万８千 円に引き上げます。施行期日につきましては、第一段階目

に係る部分については、平成２９ 年８月１日施行とし、第二段階目に係る部

分については、平成３０ 年８月１日施行します。次に、高額介護合算療養費
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制度の見直しについて２ページをご覧ください。制度の概要についてですが、

高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年８月

１日～翌年７月３１日まで）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担

を軽減する制度です。 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、

被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療

保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給します。 

給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分

して負担します。見直しの内容につきましては、７０ 歳以上の者の高額療養

費の算定基準額の見直しに伴い、７０ 歳以上の者がいる世帯の介護合算算定

基準額については、改正後の高額療養費の所得区分の算定基準額を参照し、２

ページの表のとおりとなります。現役並み所得者については、３つに細分化さ

れ上限が引き上げられます。ただし、一般所得者の介護合算算定基準額につい

ては、据え置きされます。なお、見直し後の介護合算算定基準額については、

平成３０ 年８月１日から平成３１ 年７月３１ 日までの間の療養分から適用

します。次に、入院時の居住費（光熱水費相当額）の見直しについて、３ペー

ジをご覧ください。見直しの趣旨につきましては、医療と介護及び入院と在宅

療養の負担の公平化を図る観点から、６５ 歳以上の医療療養病床に入院する

患者の生活療養標準負担額のうち、居住費（光熱水費相当額）にかかる部分に

ついて３ページの表のとおり見直しします。ただし、難病患者については、居

住費（光熱水費相当額）の負担を求めません。施行期日につきましては、第１

段階目は平成２９ 年１０ 月１日施行とします。以上、高額療養費制度及び入

院時生活療養費の見直し内容について説明を終わらせていただきます。 

（議 長）委員の皆様、せっかくの機会ですので、何かご質問、ご意見などありました

らお願いします。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、長時間にわたるご審議ありがとうございました。この後、６番そ

の他で事務局の方から連絡があるようですので、よろしくお願いをしまして、

本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）その他の項ですけれども、私の方から平成３０年度の国保広域化に向けまし

て、前回第３回の会議の時に説明させていただいた後の進捗状況について、少

し説明させていただきたいと思います。ご承知のとおり、平成２７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て、国保財政の安定化

と持続可能な保険制度を目指し、国は財政支援の拡充を行うとともに、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

仕組みで国民健康保険事業が運営されることとなります。この国民健康保険改

革法の中で、都道府県と市町村の役割分担が明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もって事業運営をしていますが、
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改革後は、都道府県が設置する国保事業特別会計の運営により、県が財政運営

の責任を負い中心的な役割を担うことになります。そして、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、

保健事業等きめ細かい事業を引き続き行っていくこととなります。新しい制度

では、国保保険料の賦課・徴収は市町村が行いますが、都道府県が医療費水準

や所得水準を勘案しながら、市町村ごとの納付金の決定や納付金を納めるため

に必要な標準保険料率を示すことになります。一方、市町村は県が示した保険

料率を参考に、各市町村が保険料率を決定・賦課徴収し、納付金として都道府

県に納めることになります。資料を用意しておりますで、仮算定の位置づけ・

目的というＡ４横の資料をご覧ください。下の方に、標準保険料率とは何かを

書いてあります。納付金を踏まえて算出する各市町の標準的な水準の保険料率

で、各市町のあるべき保険料率として県が市町に示すものとなっています。各

市町は標準保険料率を参考にして実際の保険料率を決めるというものです。前

回、この２月頃にはこの標準保険料率について、仮算定における市町ごとの納

付金や標準保険料率の結果が示されてくるとお伝えしましたが、結果について

は、ここにも書いていますとおり、この仮算定は算定システムの検証を行うた

めのもので、県と市町があるべき負担のあり方について検討を行うためのたた

き台となるものです。次のページには、三重県全体の仮算定の結果が出ており

ます。個別の市町の仮算定の結果が出ておりますが、県の方からこれから変わ

る可能性もあるので差し控えるように言われておりまして、ここのところには

出させてはいただいておりません。最後のページには、納付金・標準保険料率

と、市町保険料率の決定までの流れを図式で示しています。右端の市町の箇所

をご覧ください。現在、第２回目の仮算定の途中でございます。今後の精査、

検討状況により、数値が大きく変わる可能性がありますので、この会議でお示

しさせていただくのは、第３回の仮算定が終わる９月か１０月頃になろうかと

思われます。国の準備が遅れている事情もありまして、時間的に押しているわ

けですが、３０年度の予算編成もございますので、我々といたしましては、第

３回の仮算定結果の標準保険料率を踏まえて市の必要額を算定基準に基づい

て保険料率を算出し、皆様にご検討いただける資料を提供させていただきたい

と思っております。そして、３０年の３月議会で条例等の改正及び予算審議を

していただくことになりますが、その前の運営協議会において、最終案をご審

議いただくというスケジュールを考えています。保険料が上がるのではないか

ということで危惧されると思われますが、今まで当市の保険税は低く、算定結

果からしますと上げなくてはならない状況になるかと思っております。当市の

保険税ですが、２７年度の一人あたりの調定額ですと７万５，４１２円となっ

ております。市町平均は９万２，２３１円で、県平均と比べますと約１万６，

８００円低くなっており、県内２９市町中、２５位となっております。今の状

態では、被保険者の負担は十分軽減されていると思われます。予算を見ていた
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だきますと保険給付費が年々伸びており、伸びに反しまして財源となる保険税

の確保が大変難しくなってきております。収入全体に占める保険税の割合も当

市は低い状態で、２５年度決算以降、収支の方も単年度赤字が続いています。

このような状況から、保険税の引き下げは大変できない状態です。これから標

準保険料率がどうのように示されてくるかわかりませんが、一度に引き上げる

ことは大変難しいですし、混乱も招きますので、基金を活用しながら少しずつ

被保険者にとって過重な負担とならないように、十分この場でも協議をしてい

ただき保険税の決定をさせていただきたいと思っています。平成２９年度は保

険税を決定する大変重要な時期を迎えますので、皆様に検討材料を提供させて

いただき、ご審議いただきながら３０年度に向けました準備をさせていただき

たいと思っておりますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。私の方か

らは以上です。 

最後にご連絡ですが、大変早くて申し訳ありませんが、来年度の第１回運営

協議会を８月２４日の木曜日、午後１時半からこの第１委員会室において開催

させていただきますので、ご予定よろしくお願いいたします。 

何かご質問ご意見がありましたらお願いいたします。 

（委 員）高額療養費制度の見直しについて、参考資料の２ですが、これは第１段階と

して来年７月までに、個人負担が４万４，４００円から５万７，６００円に上

がるということですね。その後、３０年８月からは年収によって３つの自己負

担額が設定されると、急に上がることになりますね。７０歳になって、１千１

６０万円以上の年収の人はおそらく少ないのではないですか。これは決まった

事項ですか。 

（事務局）決定しています。国の趣旨といたしましては、たくさん収入のある方は、現

役並みに負担していただきたいということです。 

（委 員）その趣旨はわかりますが、今年の８月から４万４，４００円から上がり、来

年の８月にはさらに上がるということですね。 

（事務局）そうです。他に何もないようでしたら、この会議を終了させていただきたい

と思います。今日は、長時間に渡りましてご審議いただき、ありがとうござい

ました。 


