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平成２９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２９年８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 

 

（会 長）委員の皆様には、本日お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうござ

います。定刻となりましたので、平成２９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。先に送付をさせていただいております事項書に基づき、会

議を進めますのでよろしくお願いをいたします。それでは、開会にあたりまして、

市長に代わりまして大森副市長からご挨拶をお願いします。 

（副市長）ただいまご紹介いただきました副市長の大森でございます。本来でありましたら、

市長がご挨拶を申し上げるところでございますが、本日、所用のため、代わりまし

て私から日頃のお礼とご挨拶を申し上げます。委員の皆様には、平素、何かとご多

用のところ、この運営協議会にご出席いただき、また、国保の運営につきまして、

格別のご理解、ご協力を賜っておりますことを高い席でございますが、厚くお礼を

申し上げます。市町村国保は、半世紀にわたり、国民皆保険制度の根底をなしてま

いりました。しかしながら、少子高齢化等によりまして、社会経済情勢が大きく変

化する中、とりわけ市町村国保においては、低所得者、高齢者を多く抱え、制度の

安定化を図る抜本的な改革が急務となっているところでございます。ご案内のよう

に、来年４月から持続可能な医療保険制度を構築するため、国保広域化が施行され

ます。都道府県は市町村とともに国保の運営を担い、財政運営の責任主体となりま

す。いかに円滑にスタートできるか、医療費適正化等に各市町が取り組み、医療費

の高騰を抑えることができるか、今、重大な局面に迎えていると考えているところ

でございます。本日は、事項書に記載のとおり５つの議題についてご審議を賜る予

定となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

（事務局）副市長は、この後、別の会議が入っていますので、ここで退席をされます。 

（会 長）それでは、事項書の２番委員等の紹介について、事務局からご説明をお願いいた

します。 

（事務局）説明の前に、本日、過半数以上の委員の出席があり、各号に定める委員一名以上

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

すことをご報告させていただきます。 

（事務局）資料１をご覧いただきたいと存じます。被用者保険等保険者の代表する委員に変

更がありました。本日は欠席ですが、三重県教育委員会事務局から新たに松田様が

委員となられていることをご報告させていただきます。 

     私ども事務局でございますが、今申し上げました、伊賀市健康福祉部長の稲森で
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ございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして、事務局の自己紹介

をさせていただきます。 

 

（事務局職員の自己紹介） 

 

（会 長）それでは、事項書３の議事録署名人の選出につきまして、規則に基づき、私から

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、被保険者代表の服部委

員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、議事１番の平成

２８年度国保事業特別会計決算見込みについて、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

（事務局）それでは、説明に入らせていただきます。座って失礼します。 

     平成２８年度国民健康保険事業特別会計（事業勘定）決算見込みについて、資料

２をご覧いただきたいと思います。平成２８年度の国民健康保険特別会計決算につ

きましては、先月に監査委員に決算審査を受け、来月の９月定例会において審議さ

れることとなっていますので、その数値を決算見込みとして説明をさせていただき

ます。まずは、事業勘定の決算見込みについて説明させていただきます。 

     歳出から説明しますので、３ページをご覧ください。第１款総務費では、１億１，

３２４万９，８６９円を支出しています。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１１人分６，２８６万８，９５０円、一般管理費では、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３，８２１万３５３円を支出して

います。以下、連合会負担金、納付書発送等のための賦課徴収費など説明欄に記載

のとおりです。第２款保険給付費では、７０億３，６９４万５，５９３円を支出し、

歳出全体の６３．５８％を占めています。前年度と比べますと、２億４，７５１万

６，３５４円の減です。率にしますと約３．４％の減となっています。第３款後期

高齢者支援金等では、１１億７，１５０万１，１５０円を支出しています。第４款

前期高齢者納付金等では、８５万５，１４２円を支出しています。これは、６５歳

から７４歳までの前期高齢者の加入割合によって生じる保険者間の不均衡を是正

する財政調整制度です。第５款老人保健拠出金では４万４５２円を支出しています。

第６款介護納付金では３億８，５０１万５，８８８円を支出しています。４ページ

をご覧ください。第７款共同事業拠出金では２２億１，８９３万５，４１５円を支

出しています。これは、県内の保険者が高額な医療費に備えるための拠出金で、国

保連合会に支出しています。第８款保健事業費は、９，０６９万９，８３２円で、

特定健康診査等事業費では５，８２８万４，８５８円、また、脳ドックや簡易人間

ドックなどを行う保健衛生普及費では３，２４１万４，９７４円を支出しています。

第９款公債費は支出がありません。第１０款諸支出金では５，１３３万６，６４１

円を支出しています。内訳は、一般被保険者保険税還付金８３７万７，２００円、
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退職被保険者等保険税還付金１０万９，７００円、償還金４，２８４万９，７４１

円です。第１１款予備費では予算額１，０００万円に対し、全額不要となっていま

す。これらの歳出合計は、１１０億６，８５７万９，９８２円です。前年度と比べ

４億３３７万６，１１３円の減となっています。 

     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

険税は１６億３，６６０万５，１０７円で、詳細は右の説明欄に記載のとおりです。

カッコ内の数字は前年度の収納率で、保険税総額では前年度と比べ０．８％の増と

なっています。第２款使用料及び手数料では、８９万６，３９１円を収入していま

す。第３款国庫支出金では、総額で２２億３，２０７万４，４４４円を収入してい

ます。療養給付費等負担金及び財政調整交付金の内訳は、それぞれ説明欄に記載の

とおりです。第４款療養給付費等交付金では、２億８，７００万６，３４９円を収

入しています。第５款前期高齢者交付金では、３３億３，２３５万４，６７５円を

収入しており、前年度と比べ約１億３，７２６万円増加しています。国保加入者は、

健康保険組合や共済組合と比べ、高齢者比率が高いため、多額の交付金を収入して

います。第６款県支出金では４億８，４９５万２６０円を収入しています。県調整

交付金の内訳は、説明欄に記載のとおりです。２ページをご覧ください。第７款共

同事業交付金では２２億１５３万６６６円の収入ですが、これは歳出の第７款共同

事業拠出金として拠出した額に対する交付金です。第８款財産収入は８２万３７２

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

億３，１５５万４，８１５円を収入しています。内訳は説明欄に記載のとおりです。

平成２８年度は、国民健康保険給付費支払準備基金を取り崩し、２億５，０５２万

２，０００円を繰入れしました。第１０款繰越金は１億４４１万１，４１１円で、

２７年度からの剰余金です。第１１款諸収入は３，６２２万３，２９２円です。主

なものとして滞納保険税に係る延滞金、そのほか第三者行為により支出した医療費

を国保連合会に求償依頼し返還されたものです。以上、歳入合計は１１０億９，８

９４万９，７８５円で、歳入歳出差引は、４ページ下の枠に記載しています３，０

３６万９，８０３円を２９年度会計に全額繰越しています。平成２８年度国民健康

保険事業特別会計（事業勘定）決算見込の説明を終わらせていただきます。 

     続きまして、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）決算見込みについて、資料３をご覧ください。 

     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、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７，０６０万７，

４３６円で、一般管理費では７，０４３万６，４３６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、４，５９７

万９，３１２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費等の費
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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、２８年度決算で１億４，０９６万９，６７５円の赤字が見込まれたため、

相当額を支出しています。これらの歳出合計は２億５，９５３万３，６９７円で、

前年度と比べ２，０８５万１，７４５円の増となっています。 

     次に、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、７，９８７万３，９３８円です。後期高齢者診療報酬収入の割合が高

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、３６万４，

２００円を収入しています。第３款繰入金は５，４１０万４，２７４円で、主に国

民健康保険給付費支払準備基金からの繰入金で赤字額が膨大となるため、４，６１

４万２，０００円を事業勘定と同様に平成２８年度に繰入れを行いました。第４款

繰越金は、収入がありません。第５款諸収入は２８万５，７１５円で、医薬材料売

払代金等です。以上、歳入合計は１億３，４６２万８，１２７円です。歳入歳出差

引は、２ページ下の枠に記載していますマイナス１億２，４９０万５，５７０円と

なっています。 

     次に資料３の１「診療所の運営状況について」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記載しています。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２

８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２８年度の

山田診療所の診療人数は、１，１９９人、診療収入は、１，３２１万３４２円、阿

波診療所については、診療人数は、５，３９５人、診療収入は、６，４１０万５，

４８３円、霧生診療所については、診療人数は３４４人、診療収入は、２５５万８，

１１３円となっています。３つの診療所を合わせた診療人数は、６，９３８人、診

療収入は、７，９８７万３，９３８円です。ご覧のとおり診療収入は、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す。上の

表をご覧ください。なお、表の中で、平成２６年度から２８年度は２段書きとなっ

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２５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２８年度の歳入から歳出を引いた額は１，６１７万４，０８０円の赤字

となっており、昨年度と比べて、２８７万８，４０８円赤字が減っています。これ
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は、平成２８年１０月から診療日を週４日から週２日にしたことに伴い、経費が削

減された結果、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２８

年度の歳入から歳出を引いた額は１，３３５万８，５５４円赤字となっており、昨

年度に比べ４２２万３８２円赤字が増えています。霧生診療所については、平成２

８年度の歳入から歳出を引いた額は５４万５，２６１円の赤字となっており、昨年

度に比べて、９５万９，９２６円赤字が減っています。３つの診療所を合わせた単

年度収支では、平成２８年度には３，００７万７，８９５円の赤字になっているこ

とから、国民健康保険給付費支払準備基金から４，６１４万２，０００円を繰入れ、

繰上充用額は前年度の額を足して１億２，４９０万５，５７０円の財源不足となっ

たため、平成２９年度補正予算において前年度繰上充用金１億２，４９０万６千円

を計上し、６月定例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２８年度国民健康保険事業特別会計決算見込みの説明とさせていた

だきます。 

（会 長）ただいま、事業勘定と診療所の勘定の決算見込みの説明を受けました。何かご質

問等ございませんでしょうか。ないようですので、議事２番の補正予算について、

事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局）平成２９年度国民健康保健事業特別会計（事業勘定）補正予算について説明しま

すので、資料４をご覧ください。６月・９月定例会分を合わせた補正予算とし、単

位は千円としています。まず、歳入を説明しますので１ページをご覧ください。   

第５款前期高齢者交付金で３１０万円を増額し、補正後の額を３３億７，３７９万

４千円としています。これは、６５歳から７４歳までの被保険者に対し、被用者保

険と国保間の財政調整を行った結果、支給されるものです。第１０款繰越金で、２，

５３６万９千円を増額し、補正後の額を３，０３６万９千円としています。これは、

前年度繰越金の分です。次に歳出を説明しますので、３ページをご覧ください。 

    第１款総務費で、国民健康保険給付費支払準備基金積立金として、１，５３０万９

千円を増額し、補正後の額を１億４，５６０万７千円としています。歳入で前年度

繰越金を計上しましたので、相当額を積立金のほうに留保しています。第４款前期

高齢者納付金等で３１０万円を増額し、補正後の額を４１８万８千円としています。

これは、拠出する金額の算定にあたり、平成２８年度末に厚生労働大臣が定める率

及び金額に変更がありましたので、所要の額に補正を行うものです。第１０款諸支

出金で、療養給付費交付金精算返還金として１，００６万を増額し、補正後の額を

２，２０６万円としています。これは、平成２８年度退職者医療の療養給付費等事

業実績により交付金が超過したことにより、社会保険診療報酬支払基金に支出する

ものです。従いまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，８４６万９千

円を追加し、補正後の額を１１７億５，０８９万８千円としています。以上で、事

業勘定補正予算の説明を終わらせていただきます。 



7 

 

     続きまして、平成２９年度国民健康保険事業特別会計（直営施設勘定・診療所費）

補正予算について説明しますので、資料５をご覧ください。なお、この補正予算で

すが、２８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、専決処分の後、６月定例会で

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、補正予算のため、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１億２，４８３万６千円を増

額しています。第４款繰越金では、２８年度が赤字のため予算額３０，０００円を

全額減額し、０円としています。次に２ページをご覧ください。歳出の第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、予算額を２８年度の赤字相当額１億２，４９０万

６千円を増額しています。従いまして、歳入歳出予算の総額に歳入支出それぞれ１

億２，４８０万６千円を追加し、補正後の額を２億５，２２０万７千円としていま

す。 

以上で、平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算の説明を終わらせてい

ただきます。 

（会 長）それでは、今の補正予算の説明ですが、ご質問等ございましたらお願いいたしま

す。ないようですので、議事３番の保健事業について、事務局からご説明をお願い

いたします。 

（事務局）本日は、特定健診、糖尿病等の重症化予防、医療費通知のこの３点について、今

後の取組み等についてご報告したいと存じます。 

（事務局）伊賀市国民健康保健事業についてご説明させていただきますので、資料６をご覧

ください。平成２９年度の保健事業についてご報告申し上げます。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４月１５日号で募集の案内をさせて

いただきましたところ、脳ドックでは定員が昨年度より２０名増の４００名に対し

まして、２倍を超える８３５名、簡易人間ドックにつきましては、定員の６１０名

に対しまして、６９７名の応募がありました。それぞれにつきまして、被保険者代

表委員様のご協力を得て、抽選により、受診者を決定させていただいたところでご

ざいます。また、検査内容では、希望者に前立腺がん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、個人負担が５００円、そして国

保負担が９００円となっております。 

     次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、

１万５，６１７名の方を対象として、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に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、今年

度は集団健診を市内４箇所で実施する予定です。１０月に青山、１１月に阿山、い
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がまち、そしてゆめぽりすセンターにおいて、それぞれ１回ずつ実施する予定をし

ております。自己負担額については、昨年度と同様５００円で、検査内容では伊賀

市独自の追加項目として、末梢血一般検査、心電図検査など受診をいただいており

ます。また、受診を促す啓発でございますが、広報いが市６月１日号に掲載のほか、

本年度はウィークリー伊賀市で特集番組を放送し、周知を行いました。また、昨年

度に引き続き、三重県国民健康保険団体連合会と業務委託をし、特定健診受診勧奨

コールセンターより、電話による受診勧奨をする予定です。また、併せまして、平

成２７年度、平成２８年度の２年度にわたり未受診で、医療機関を受診されていな

い方につきまして、受診勧奨の案内を送付させていただき、少しでも受診率の向上

を図りたいと考えております。昨年度の脳ドック等の受診状況につきましては、資

料に記載をさせていただきました。なお、裏面の特定健診の数値は速報値となりま

すので、法定報告後に改めてご報告させていただきます。また、併せまして市町別

特定健診受診率の一覧を記載してありますが、伊賀市の受診率は平成２６年度と比

較しますと、上がってはいるものの県内では低い状況でございます。少しでも受診

率向上につながるよう医師会様、実施医療機関様にご相談させていただき、脳ドッ

クの検査項目の見直しを行い、平成３０年度より簡易人間ドックと同様に特定健診

受診者として追加したいと考えております。具体的に申し上げますと、脳ドック受

診者の半数が特定健診を受診していないため、脳ドックの検査項目に腹囲測定、尿

検査等の追加を行うものです。また、採血も一度で済むメリットもございます。 

     以上、簡単ですが、今年度の保健事業の報告とさせていただきます。 

（事務局）続いて、糖尿病等の重症化予防につきまして、レセプトデーターから透析になる

可能性のある人をピックアップし、もし治療が中断になっている場合は、主治医に

相談・指示を仰ぎ、保健師に生活・服薬指導等を行ってもらうことを考えておりま

す。国からの補助金がございまして、市としても初めての試みですが、国の指導や

三重県糖尿病対策懇話会と連携して行っていきたいと考えております。 

     続きまして、医療費通知について説明いたします。所得税法の改正によりまして、

今まで医療費総額を記載いたしておりましたが、自己負担分の記載に変更いたしま

す。これは、確定申告の医療費控除に使えるためでございます。現在２ヶ月分ごと

に送付し、１年に６回送付いたしておりましたが、郵送料がもったいないのではと

監査委員から指摘を受け、３ヶ月か４ヶ月ごとに１回ということで、郵送回数の変

更を考えております。また、今年度につきましても、ジェネリック推進のために利

用差額を掲載いたしたいと思っております。 

（会 長）それでは、保健事業について事務局から説明を受けましたが、ご質問等ございま

すか。 

（委 員）糖尿病の重症化の指導ですが、対象人数はどのぐらいですか。 

（事務局）レセプトから探し出すので、まだ人数まで把握できておりません。 
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（事務局）実は、他の審議会で資料６の特定健診の自己負担額５００円を昨年１，０００円

から５００円にさせていただきましたが、実績が、あまり増えていないというとこ

ろで、５００円を０円にしたらどうかとご質問もいただいたところでございます。 

（事務局）この５００円をさらに０円にすることも考えたわけですが、後期高齢者健康診査

が５００円と低所得者の方が２００円の自己負担がありますので、国保の若い人が、

ただというのもちょっとおかしいということで、とりあえず現行の５００円で続け

ていきたいと考えております。 

（委 員）この間のある委員会でその話がありまして、健康推進の面から誰もが気軽に受け

られる状態というのは、費用負担の問題ではないかと。確かに５００円は今までよ

り下がっています。だけど、やはり国保会計に反映してくる状態でございますし、

病院にかかる病気になったりするということは、普段の健診が必要ではないかと。

この健診を受けられる方や率が上がってくれば、多少なりともよくなっていくので

はないか。５００円を０円は確かに今、言われたとおり難しいですけど、いくらか

でも下げていただけたらとこの間の委員会では、検討するということで終わってお

ります。どうぞ、ご検討いただきたいと思います。 

（事務局）また、後期高齢者広域連合と協議を行っていきたいと思います。 

（会 長）他によろしいでしょうか。それではないようですので、次に山田診療所について、

事務局からご説明をお願いします。 

（事務局）山田診療所の野澤医師の件でございますが、平成２６年７月から週に２回、平成

２７年１月から週４回勤務いただきました。赤字縮小のため、また市民病院の診療

が充実してきたことにより、昨年１０月から週２回の勤務をいただいております。 

先日、一身上の都合により、野澤医師から本年１０月末をもって退職したいと申し

出がございました。また現在、山田診療所に勤務されている医療スタッフにつきま

しても、１１月以降は再就職が決まっているとのことでございます。へき地診療所

である阿波診療所や霧生診療所のようでない山田診療所のあり方につきましては、

過去から議論されてきたところでございます。公立病院ガイドラインでは、公立病

院における４点の役割を示しております。まず、１点目ですが、山間へき地・離島

などにより民間医療機関の立地が困難な場合、２つ目は、救急・小児など不採算・

特殊部門の場合、３つ目は、高度・先進医療の提供をする場合、最後は、研修の実

地等を含む広域的な医師派遣の拠点である場合となっており、山田診療所につきま

しては、残念ながら一つも該当していないということでございます。 

     当診療所でございますが、平成５年４月に開設されましたが、当時は山田地区に

あっては、唯一の個人病院が閉鎖となったため開設に至った経緯がございます。   

今は、既に個人病院が開設されており、また市民病院ですが、常勤内科医師１名の

時もございましたが、現在は７名に増え、診療は充実してきております。当時と比

べて、かなり状況が変わってきたということでございます。決算見込みの際にご報
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告いたしましたが、赤字が続き、診療等の状況は、お手元の資料７のとおりでござ

います。資料３の１と比べ若干の差異がございますが、これは出納閉鎖期間中等の

数値が加味していないことによるものでございます。何にいたしましても、延べ受

診者が４年前と比べ４分の１となり、今後、市として存続させるかどうか、委員の

皆様にご検討をいただきたいと存じます。 

（事務局）もう少し補足をさせてください。山田診療所の推移、議論も含めてご報告をさせ

ていただきたいと思います。先ほど申しましたように、平成５年４月に開設され、

もう２４年経つわけです。その間、医師の交代が２回ぐらいあったと思っておりま

す。直近では、さっき申し上げましたとおり２６年７月１日から今の野澤医師にお

越しをいただいたということでございます。診療所の運営に関しましては、３つの

診療所を合わせて、平成２０年度から繰上充用となっております。そんなこともご

ざいまして、平成２２年度には、国保の審議会の部会に位置するあり方検討委員会

を４回開催して、ご協議をいただいたということでございます。主に、赤字が多い

診療所をどうしていくかというような話をしていただき、方向性として、３診療所

は廃止の方向で進めたい。しかし、地域の柱となる公立の市民病院の体制が十分で

ない中では、ただちに廃止することはできないだろうという結論でございました。

その後、平成２６年度に前任の医師が退職するにあたりまして、その年の５月２９

日にあり方検討委員会を開催しました。休診という報道も流れましたが、当面存続

の方向で、今後、地域住民の皆さんの意見を聴き取った上で、市民が望む医療体制

を把握・分析して、位置づけについて市の考えを提示して進めるといった報告でご

ざいました。どういうことかというと、その時は、次のお医者さんができたので、

存続をしていけるという状況の下で目途がついていたため、平成２６年７月２４日

の委員会で存続をしていくと報告をしました。ただ、その時の条件が診療赤字の改

善と診療内容の充実でした。それは当然のことですが、先ほど申し上げましたよう

に、今般の赤字拡大と診療規模の縮小につきましては、そういった条件には逆行し

ているのではと思っております。その後、新しい医師にお越しいただいたので、あ

り方検討委員会は開催しておりませんが、昨年の６月、ご承知のとおり、１０月か

らの診療日数を２日に減らすという説明をさせていただいた時には、地元の意見を

聴きながらこの協議会もしくはあり方検討委員会で審議いただいたらどうかと提

案をさせていただきました。委員からは、近隣に民間の医療機関が存在している状

況を鑑みる中では、本来、直営診療所が果たすべき役割と少し隔たりがあるのでは

ないかというご意見をいただきました。それから、赤字の原因の一つは、薬代も影

響していると思われるが、経営面を考慮する中では、診療所のあり方について、判

断をする時期に来ているのではないか。他の委員からは、それ以外の意見が出てお

らないのが現状でございます。従いまして、協議会の認識としては、廃止は、将来

的にはやむを得ないというようなことを思っていただいているのかなと私どもは
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理解をしております。さらに、２４年経って、施設の維持管理という部分について

も当然、お金も要ってくるということもございますので、存続について検討を要す

る時期と私どもは思っております。当面、１１月以降は、診療を休止させていただ

かざるを得ないかと思っております。この協議会あるいはあり方検討委員会になる

かはわかりませんが、存続についての議論をお願いさせていただきたいと思ってお

ります。 

（会 長）状況がだいぶ変わっていることもあるのですけれども、皆さん、ご意見いかがで

しょうか。それでは、ご意見がないようですので、事務局からご説明をいただいた

内容で１１月からは休診という方向でさせていただくということでよろしくお願

いいたします。 

（事務局）予算のこともありますので、私どものほうで、あり方検討委員会を開催させてい

ただくということでいいですか。ただ、いつから廃止しますという案を今のところ

持っていません。一番早くても４月かとは思っています。それより早く廃止はでき

ないと考えております。 

（会 長）大変難しい問題ですが、医師がいないのでやめてもということもあるのですが、

赤字が続いておりますが、山田診療所に約１，０００人の方が利用されております。

その方々が、そこがなくなったら了解できるのかという心配もございます。例えば、

市民病院を利用するにあたっては、シャトルバスの運営も可能かと思ったりもする

のですが。地元の利用されている人たちの意見もですが、委員さんの中でも少しご

意見もいただきたいと思います。 

（大山田支所）医師から意思表示をいただきまして、その後、もう少しなんとかならないか

とお引き止めをさせていただいたのですが、こういうことになってしまいました。

それで、先生が受診者に話をされていましたので、区長にも一軒一軒に当たらせて

いただき、お話と意見を聞かせていただきました。そうしましたところ、はっきり

言って赤字も続いていることだし、１ヶ月の受診者が大体８０名弱ぐらいになって

きていましたので、致し方がないかという意見がほとんどでした。それで、思い切

って１１月から休診という形を取らせていただきたいということで相談をさせて

いただきました。受診されている方も、ほぼいろんな病院に行っていただく了解も

いただいており、数名の方は、先生におっしゃっていただくことも聞かせていただ

いていますが、一定、納得をいただいていることを聞かせていただいております。

また、交通の便が、それが一番問題になっていまして、いろんなことを検討してい

るわけですが、幸い大山田のどんぐり号という行政バスが走っており、三重交通バ

スとの連携が１０分、２０分ほど待っていただかないといけない場合もありますが、

ほぼ連携も取れていますので、何とか上野の方へ行ったり、阿波診療所に行ったり

する分につきましては、交通面もうまくいっているのかと思わせていただいており

ます。徒歩で来られる方、自転車でお越しの方等多数おられたわけですけれども、
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ご迷惑をおかけすることにはなるのですが、近隣にも開業医の先生がいらっしゃい

ますので、そちらにも行っていただくようにさせていただきたいと思っております。

皆様方のご理解をいただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

（会 長）今回は休診の方向ということで、また、あり方検討委員会等の開催を検討してい

ただくということでよろしくお願いします。 

（事務局）そうしましたら、１１月１日から当面休診することに関しましては、この審議会

でご了解いただいたということで理解をさせていただきたいと思います。それから、

廃止に向けた検討でございますが、また、あり方検討委員会で検討していただくと

いうのがここの流れでもございます。地元の意向がございますので、ここでいつ廃

止ということは言えないと思っております。それは過去の話の中でも、国保診療所

がなくなるのはいいけども、あそこをどうするかという話が支所周辺の話と含めて

ございますので、ここの委員会の所掌する事項ではございませんが、地域でそうい

う話も含めて出てくるのかと思っております。どのぐらい時間がかかるのかわかり

ませんが、あり方検討委員会で、時期等について考えていくという方向にさせてい

ただきたいと思います。 

（会 長）それでは、次の５番目の事項に移りたいと思います。国保の広域化について、説

明をよろしくお願いします。 

（事務局）資料８の１をご覧ください。広域化についてのチラシでございますが、１０月か

らの新保険者証送付時に同封する予定でございます。次に、資料８の２をご覧くだ

さい。気になる保険税の流れを図に示してございます。市町の医療費・所得・被保

数や年齢等のデーターを県に送りまして、県は必要な医療費支払額を算出すること

となります。これに相当する額を県は収入する必要があるため、標準保険料等を定

め、市町に通知します。市町は、この示された率を参考に税率等の確定を行い、被

保険者に賦課し、収入した保険税を納付金として県に支出することとなります。も

し、市町が収納不足等により赤字になった場合は、県が積立てた財政安定化基金か

ら貸付を受けることになります。資料８の３をご覧いただきたいと思います。上の

表は、県内１４市の一人あたりの医療費の状況でございます。医療費に見合うよう

に保険税を決定する必要がございます。すなわち、医療費が高いと保険税も高くな

るということでございます。下の表は、一人あたりの保険税額の状況でございます。

この２つの表から、当市は平均より医療費が高いにも関わらず、保険税を安くして

おり、結果、決算案で説明したとおり、単年度赤字が続いているおり、過去からの

基金、蓄えで何とか賄っている状況でございます。この広域化にあたりまして、保

健事業を除きまして、県内どこに住んでいても、所得が同じであれば、同じ税額に

するということが原則になっておりまして、各自治体の一般会計からの繰出し等を

行わないことなど一定のルールとしております。まもなく、県から仮算定の標準保

険料率が示されるわけでございますが、県内の保険料平準化の流れから、当市にお
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いては税率が低いので引き上げは必須ではないかと考えてございます。ただ、急激

な値上げは被保険者が混乱いたしますので、国では激変緩和措置について、現在、

検討している状況でございます。次に、資料８の４をご覧ください。今後のスケジ

ュールでございますが、まだまだ未確定な部分が多く、わかり次第、この運営協議

会でご報告させていただきたいと思います。以上で、広域化の説明を終わらせてい

ただきます。 

（会 長）それではご質問はございますか。それでは、事項書５番目のその他でございます。

何かございますか。それでは、ないようですので、本会議を終了させていただきま

す。次回の国保運営協議会は、１１月１６日木曜日１時３０分からこの場で行う予

定でございますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 


