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平成２９年度 第３回伊賀市国民健康保険運営協議会 議事概要 

 

【開 催 日】 平成３０年２月１５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）  委員の皆様、こんにちは。保険年金課長の前川と申します。お忙しい中、本

会議にご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

       本日の会議は過半数以上の委員の出席があり、各号に定める委員一人以上が、

出席されておりますので、運営協議会規則第６条に基づき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。 

       次に、資料の確認をさせていただきます。事前にお送りしました資料１、２、

３、４、５、６、７と机に置かせていただいております事項書と当日資料の資

料１－１、１－２、２－１と資料８です。抜けていましたら挙手をお願いした

いと思います。資料３は１１ページと１２ページの１枚、２５ページと２６ペ

ージの１枚です。 

       それでは、佐治会長よろしくお願いいたします。 

（会 長）  今、ご紹介いただきました会長の佐治と申します。委員の皆さまには、お忙

しい中、ご出席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。 

       先日、６年ぶりに診療報酬と介護報酬の同時改定が行われました。診療報酬

は本体、薬価を合わせて１．１９％の引き下げ、介護報酬は０．５４％の引き

上げになったところです。２０２５年に向けまして、医療と介護、地域がさら

に連携していく必要を感じています。 

       では、事項書に基づきまして会議を進めさせていただきますのでよろしくお

願いします。 

       はじめに、議事録の署名人について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、公益代表委員の申戴永委員にお願いをしたいと思います。

よろしくお願いします。 

       なお、議事録の作成のため、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ボタンを押していただき、発言が終わりましたら再度

ボタンを押していただきますようお願いいたします。 

       それでは開会にあたりまして、市長ご挨拶をお願いいたします。 

（市 長）  皆様、改めまして今日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。国保事業のみならず、様々にご支援、ご助力賜っておりますことを
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改めてお礼を申し上げておきたいと思います。 

       今年は各学校でもインフルエンザにより、学年閉鎖・学級閉鎖が続いており

ます。先月２４日には、県内でも警報レベルに達したということでした。寒波

に加え、ワクチン不足、あるいは、いろいろなタイプが同時に流行したことが

影響しているのではないかともお聞きしました。委員の皆様、まだまだ寒さが

続きますのでご自愛賜りますようお願いいたしたいと思います。 

       さて、今日の議事ですけれども、国保財政県一元化に伴い保険税率の改正、

３０年度当初予算、２９年度補正予算、データヘルス計画等々についてご協議

を賜りたいと思います。 

       国保特会３０年度当初予算で、特に力を入れたい三本の矢がございます。私

から、少し簡単にご説明をしたいと思います。 

       子どもは伊賀の宝という観点から、国保加入の未就学児およそ４３０人の伊

賀・名張市内での医療機関の窓口の無料化に伴います医療費の予算措置を採っ

たことです。無料化により、医療費が一体どのくらい増えたか、事務に係る経

費はどうなった、子どもの入院はどうなったか、子どもがいる世帯の転入状況

等をいろいろと調査したいと考えているところです。二つ目は、今まで保健指

導を名古屋の業者に委託し、ハイトピアで日時をこちらで指定して行っており

ました。この委託をやめ、縦割りをなくし、健康推進課と合同で管理栄養士ま

たは栄養士を新たに雇用し、対象者の希望する日時・場所に合わせて機動性の

ある保健指導を行うことにします。この他、健診結果やレセプト等から対象者

を拾い出し、新たに糖尿病重症化予防にも取組んで、被保険者の健康維持と医

療費の抑制に努めます。三重県は人口１０万人に対し、糖尿病の割合が全国ワ

ースト１だそうです。最後は脳ドックです。受託している医療機関が２箇所で

したが、３箇所とし、定員を２０人増員します。平成２８年度脳ドック受診者

のうち、特定健診を受けた人の割合は４割以下でした。このため、脳ドックを

受診したら特定健診を受けたと見なせるよう、腹囲の測定など検査項目を追加

することとします。これにより、特定健診受診率の向上と補助金の増額が見込

まれることになります。 

       以上、詳細については担当から説明をさせますが、活発にご意見を賜ります

ようお願いをしまして、簡単ですが挨拶とさせていただきます。本日は、どう 

ぞよろしくお願いいたします。 

（会 長）  ありがとうございました。市長は別の会議が入っておられるということで、

ここで退席をされます。お忙しい中、ありがとうございました。 

       それでは、事項書の１番、条例改正について事務局から説明をお願いします。 

（事務局）  失礼いたします。条例改正について、ご説明させていただきます。資料１に

つきまして、国保財政県一元化による改正で国民健康保険税条例新旧対照表を



3 

 

付けています。１ページ目の第２条第１項で、新たに第１号で県へ納付金とし

て支払う医療分、第２号で後期支援金分、第３号で介護納付金分と各号で区分

をしています。次のページの第２項から第４項までは、それぞれの限度額を記

載しています。第３条以下は税率、税額等を記載しています。３ページ以降に

出ております特定世帯、特定継続世帯について、簡単にご説明させていただき

たいと思います。まず、特定世帯ですが、例えば、夫婦二人が国保に加入し、

一人が後期高齢者医療に変わった場合、世帯割（平等割）を５年間１/２に減

額するものです。特定継続世帯は、この５年が終わった後の３年間、世帯割を

３／４に減額するものです。税率等につきましては、資料１－１で説明したほ

うが分かりやすいと思いますので、資料１－１をご覧いただけますか。まず、

最初の表ですが、直近４年間の事業勘定繰越金と保険給付費支払準備基金の合

計額です。ここ２年は３億以上の赤字が発生し、国保財政が厳しいことが分か

ります。次の表は県から示してきた３０年度の標準保険料率と現行の伊賀市の

税率を記載しています。県が示してきた標準保険料率は繰越金と法定外繰入金

を算入せず、医療費の伸び率を３．３１％と見込んで算定しています。次の表

は平成３０年度調定額の見込みです。県の税率で課税するとこのような金額に

なり、現状の市の税額でしたら、中段の額となり、４億ほどの差になっていま

す。ただし、平成３０年度の税制改正分は加味していません。次に２ページ目

の表は、県の税率で一人当たり調定額がいくらになるかです。平均一人当たり

１１万６，０２８円になり、現状が８万９，１７６円でかなり額が増えます。

率にしたら平均３０．１％増えるということです。部内で協議し、急激な保険

料の値上がりは被保険者の負担となりますので、国からは従来どおり市の一般

会計から繰入れてもいいということで、激変緩和も進めている状況です。次の

表ですが、提案する税率は、医療分所得割は７．０３％。均等割２万３，９０

０円、平等割２万２，０００円、支援金分は所得割１．７８％、均等割６，１

００円、平等割５，７００円、介護分は所得割が１．７％、均等割７，７００

円、平等割４，５００円です。この率で計算しますと、一人当たり調定額、医

療、後期支援金、介護分を合わせて９万９，８５０円で、増える額は１２．０％

増となり、調定額では１億８，０００万ほどの増額となります。ただし、この

提案した税率等でも、実質赤字が約１億円発生すると思っています。この２９

年度末の予想ですが、基金はまだ約６億ありますので、５年から６年ぐらいこ

の税率にした場合、持ちこたえられると思っています。今後、県内市町すべて

税率を統一される可能性があり、保健事業を推進し、医療費削減に努め、少し

でも赤字額を縮減させることが大事です。相互扶助の精神の下で、被保険者の

方も理解・協力が必要であること考えています。以下、３ページは伊賀市を除

く３方式（所得割、平等割、均等割）を採用している県内６市の保険料率を記
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載しています。それと６市の平均、県が示しています標準保険料率、提案の率

です。当然、国、６市の平均よりも下回っています。次は、４ページの伊賀市

の保険税率の推移の表で、平成１９年度から２９年度までの税率の動きを示し

ています。続きまして、資料の１－２は保険条例です。県・市町と国保の事務

の役割が変更になったため、所要の変更を行うものです。次に、資料２をご覧

ください。内容としましては、保険税のうち医療分の限度額の変更と、昨年も

ありました２割・５割軽減の拡大です。平成３０年度税制改正に係る分で、こ

の法案は現在、通常国会で審議中であるため、３月議会に上程せず、専決処分

を行い法案成立後に市議会に提出する予定です。詳細につきましては、資料２

－１をご覧ください。医療の限度額が、５４万から５８万に上がることにより、

超過世帯数が１７５から１４２世帯に少なくなりますが、限度額を上げたこと

により、６２８万８，９２８円の増となっています。次の表ですが、２割・５

割の基準を広げることになり、これにより、５割軽減が３２から５９世帯に変

わり、軽減額は１３４万８，８６３円減額になるということです。２割軽減が

１，６７７から１，７０２世帯に２５世帯増えるということです。金額にしま

したら、４７万７，２１５円減額になるということです。ただ、この減額は、

保険基盤安定負担金で、県から３／４、市から１／４頂けることになっており、

収入額は変わらないということです。 

       以上、簡単ですが条例改正について説明を終わらせていただきます。 

（会 長）  ありがとうございます。ただいま説明を受けましたが、ご質問等ございませ

んでしょうか。無いようですので、３０年度の税率等について国保運営協議会

として承認をさせていただきます。 

       次に、議事２番のデータヘルス計画及び第三期特定健康診査等実施計画につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

（事務局）  失礼します。資料３伊賀市国民健康保険第二期保健事業実施計画（データヘ

ルス計画）及び第三期特定健康診査等実施計画について、説明させていただき

ます。 

       伊賀市では、平成２５年４月に第二期特定健康診査等実施計画を策定し、特

定健診の受診率及び特定保健指導の実施率向上並びにメタボリックシンドロ

ームの該当者及び予備群の減少に取組んできました。また、被保険者の健康保

持増進に資することを目的として、平成２８年３月に国民健康保険第一期保健

事業実施計画（データヘルス計画）を策定し、効果的かつ効率的な保健事業の

実施を図ってきました。１ページ、下から５行目をご覧ください。平成２７年

５月に成立した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により、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主

体となることで保険財政の安定化が図られます。一方、この財政運営に都道府
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県が加わった後も保健事業は引き続き各市町村が行い、医療費適正化や健康づ

くりに取組むことを促すための制度として、保険者努力支援制度が開始されま

す。この制度では、特定健診の受診率等、保健事業の達成状況や取組み状況も

評価指標となって、その評価に応じて公費が伊賀市国保に交付される仕組みで

国保財政にも影響するものとなっています。このような状況の中で、本計画に

より保健事業をＰＤＣＡサイクルで運用し、評価・改善を行うことで各事業の

効果的な実施を図ることが求められています。 

       なお、第一期保健事業計画（データヘルス計画）と第二期特定健康診査等実

施計画が平成２９年度で終了し、計画期間が一致することから、双方の取組み

内容の検証を行い、一体的に策定いたしました。計画の策定については、三重

県国民健康保険団体から送信される国保データベースシステム（ＫＤＢ）シス

テムの統計情報（平成２８年度累計）を基に、各種データを活用・分析し、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。 

       計画の構成としまして、計画の基本的事項、伊賀市の現状と課題、健診・医

療情報による分析と課題、第二期保健事業実施計画（データヘルス計画）、第

三期特定健康診査等実施計画、事業の円滑な実施に向けて計画の評価及び見直

しを掲載いたしました。 

       １ページ・２ページには、計画策定の背景と計画の位置づけ、３ページには、

計画期間と実施体制・関係者連携について掲載しました。４ページからは伊賀

市の現状と課題として、人口推移、人口構成の状況、被保険者の構成割合・加

入率等について掲載しました。構成割合について三重県、全国と比較すると、

６４歳以下が低く、６５歳以上が高い割合となっています。また、加入率は三

重県、全国より低く、被保険者平均年齢が高い状況です。７ページに掲載しま

した主要死因別死亡率の状況は、主要死因につきましては、悪性新生物、心疾

患、老衰、脳血管疾患の順で多く、主要死因別年齢調整死亡率につきましては、

三重県と比較すると、悪性新生物や老衰で死亡する割合が高くなっています。 

      ９ページには介護保険の状況を、１１ページには医療費等の状況を掲載してあ

りますが、外来及び入院ともに、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３８．１％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。一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。そして、入院から在宅へ、医療、介護、地

域のさらなる連携が必要です。１３ページに掲載の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患の割合が６割を占めており、中でも

がん、高血圧症、糖尿病が多い状況となっています。医療費を抑制するには、
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生活習慣病を予防することが課題となります。１５ページには平成２７年度と

平成２８年度の千人当たりのレセプト件数の比較を行い、脂質異常症、糖尿病、

Ｂ型肝炎、慢性腎不全（透析あり）の件数が増えており、一次予防や重症化予

防が重要と考えられます。 

       次に、特定健診及び特定保健指導の状況を１６ページから掲載しました。平

成２６年度から２８年度における特定健診及び特定保健指導の実施状況につ

いては、受診率は上昇傾向にあります。三重県と比較すると、特定健診受診率

は低いもののほぼ同傾向となっており、特定保健指導の実施率は非常に低くな

っています。１７ページに掲載の男女別の年齢階層別特定健診受診率について、

受診率が最も高い年齢層と最も低い年齢層の受診率の開きは、男性が３８．２

ポイント、女性が１７．２ポイントで男女とも年齢階層に大きな開きがありま

す。特に４５歳から４９歳男性及び６０歳以下の女性の受診率が低いことから、

受診率向上の取組みが必要です。１９ページには、年齢階層別メタボリックシ

ンドローム該当者及び予備群の割合を、２０ページからは特定健診結果有所見

者の出現率について比較を行っています。平成２５年度と２８年度における特

定健診結果有所見率の出現率について、両年度とも三重県、全国を上回ったの

はＡＬＴ（ＧＰＴ）と収縮期血圧となっています。また、１ポイント以上上昇

したものは、中性脂肪、ＬＤＬコレステロールとなっています。男性では両年

度とも三重県、全国を上回ったのはＡＬＴ（ＧＰＴ）、尿酸、収縮期血圧とな

っており、また、１ポイント以上上昇したものは、ＢＭＩ、中性脂肪となって

おります。女性では両年度とも三重県、全国を上回ったのはＢＭＩ、ＡＬＴ（Ｇ

ＰＴ）、収縮期血圧となっており、１ポイント以上上昇したものは、中性脂肪、

ＬＤＬコレステロールとなっております。また、男女比においては、ほぼすべ

ての項目で男性のほうが高くなっています。 

       これらのことから、特定健診・特定保健指導、生活習慣病、重症化予防、医

療費適正化に関するそれぞれの健康課題が見えてきました。これまでの取組み

とその評価について、２４ページに掲載し、この結果を踏まえて第二期保健事

業実施計画（データヘルス計画）では、中長期・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

たり健康意識を持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

と健康寿命の延伸を図ります。その保健事業につきましては、２６ページから

掲載しています。特定健診・特定保健指導事業では、特定健診の受診勧奨、特

定保健指導の利用勧奨や市広報紙等による情報提供を行い、特定健診受診者数

の増加、特定健診受診率及び特定保健指導利用率の向上とメタボリックシンド

ローム該当者の減少を図ります。生活習慣病予防事業では、健康推進課が主管
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となりますが、がん検診や歯周疾患（病）検診において早期発見及び適切な治

療により、健康保持増進を図り、健康寿命を延伸することを目的として実施し

ます。また、健康づくりや成果に対してポイントを付与し、そのポイント数に

応じて報奨を設けるなどの取組みを推進します。糖尿病性腎症重症化予防事業

につきましては、平成３０年度から実施予定であり、糖尿病性腎症による腎機

能悪化防止や透析導入率の減少を目的とします。三重県糖尿病対策懇話会やか

かりつけ医と連携を図りながら、保健指導や受診勧奨等の予防プログラムを実

施します。２８ページに掲載の医療費適正化対策として、重複・頻回受診指導

事業、後発医薬品利用促進事業、医療費通知事業を実施し、適正な受診を促し、

医療費の伸び率の減少を図ります。２９ページには第三期特定健康診査等実施

計画を掲載しました。これまでの取組み状況と実績につきまして、受診勧奨及

び市広報等を活用した周知を行い、特定健診受診率は微増してきていますが、

目標値は達成できませんでした。特定保健指導の実施率も低い状況であるため、

今後、実施率の向上が課題です。３０ページからは特定健診・特定保健指導の

目的及び目標値の設定、対象者数の推計、実施方法等について掲載しました。

特定健診の実施項目につきまして、心電図と末梢血一般検査を伊賀市追加項目

として実施してきましたが、平成３０年度から健診項目が統一化され、全市町

で実施する予定をしています。特定保健指導につきまして、最終的には自分自

身の健康に関する自己管理ができるようにすることを目的とし、当市の保健師、

栄養士が生活習慣の改善に向けて支援を行うものとします。 

       計画期間の最終年度の平成３５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、事業実施に関する評価を行

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、個人情報の保護、地域包括ケアに係る取組みについては３５ペ

ージに掲載しております。 

       以上、伊賀市国民健康保険第二期保健事業実施計画（データヘルス計画）及

び第三期特定健康診査等実施計画の説明を終わらせていただきます。 

（会 長）  ありがとうございました。ただいま、説明を受けましたがご質問等はござい

ませんでしょうか。 

（委 員）  よろしいですか。生活習慣病を改善するためには何をしていくかだと思いま

すが、まず体重制限になるかと思います。他市と比べ、特定保健指導の実施率

は非常に少ないです。３０ページの目標値の５年後の６０％が可能かどうか、

保健師や栄養士の積極的な介入が必要と思います。他市の指導状況を比較して

ありますか。 

（事務局）  他市とは比較等していないです。 

（委 員）  ５年間で改善しようと思うと、していく必要があると思います。 
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（事務局）  はい。 

（会 長）  他、よろしいでしょうか。 

（委 員）    被保険者の方から聞いたことですが、医療費通知で自分自身の医療費がどれ

ぐらい掛かって、全体の中で占める位置はどれぐらいかなど見える化する工夫

はできないものですか。 

（事務局）  検討させていただきたいと思います。 

（委 員）  特定健診の受診率を上げるために、かかりつけ医に協力を依頼するとありま

したが、保険でやっているから上がらないのではないですか。 

（事務局）  医師会を通じて、かかりつけ医に毎月受診している人に今月は特定健診をし

ようと勧めていただけるようにご協力をお願いしようと思っています。 

（委 員）  関連してですが、１１ページの外来・入院の状況で、伊賀市の受診率は三重

県あるいは全国よりも受診率が高くなっています。外来については、医師が把

握していることが十分考えられるので、特定健診を結び付ける工夫をされれば

本当に上がるか思います。 

（事務局）  確かに特定健診につきましては、色々検討していきたいと思います。 

（会 長）  他、よろしいでしょうか。それでは、議事３番目になります。平成２９年度

国民健康保険の事業特別会計の補正予算についてよろしくお願いします。 

（事務局）  それでは、平成２９年度国民健康保険事業特別会計補正予算第６号（案）に

ついて説明させていただきますので、資料４、資料５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４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３億６，０６４万１

千円を減額し、補正後の額をそれぞれ１１４億３，２９９万７千円としていま

す。次に、資料５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９４８万８千円を減額し、補正後の額をそれぞれ２億２，

９１５万８千円としています。それでは、事業勘定の歳出から説明しますので

資料４の３ページをお開きください。第１款総務費ですが、４８３万２千円を

減額し、補正後の額を１億２，５０３万円としています。説明欄に記載のとお

り、主に賦課徴収費、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見込んで、１億５，０８９万

６千円を減額しています。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、１億２，４４２万２千円を

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、１０

万１千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１７万４千円

を減額しています。第６款介護納付金も同様に、５，７２７万８千円を減額し
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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２，２６３万８千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２，１６７万８千

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９６万円を減額しています。第９款公債費は３０万円を減額し

ています。第１０款諸支出金、第１１款予備費は補正がありません。 

       次に、歳入について説明をしますので、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月末の調停額に２８年度収納実績率を乗じ

て見込額とし、１億４，０４７万７千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、２億６，５４０万円を減

額しています。内訳といたしまして、療養給付費等負担金で２億４，３０５万

５千円の減額、特定健康診査等負担金で３１７万６千円の減額、財政調整交付

金で１，７３１万７千円の減額、総務費補助金では１８５万２千円の減額です。 

      第４款療養給付費等交付金では、５，８５６万４千円を減額しています。第５

款前期高齢者交付金では、２億３，３６６万５千円を増額しています。第６款

県支出金では、５，５９７万６千円を減額しています。特定健康診査等負担金

で３１７万６千円の減額、県調整交付金では５，２８０万円の減額です。２ペ

ージをご覧ください。第７款共同事業交付金は補正がありません。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つの基金がありますが、それらの基金から生じた利子で

９６万７千円を減額しています。第９款繰入金では、６，４７３万４千円を減

額しています。説明欄の通り、一般会計からの繰入金として、保険基盤安定繰

入金では３，５００万８千円の増額、事務費繰入金では、４３２万１千円の減

額、出産育児一時等繰入金では、３３６万円の減額です。保険給付費支払準備

基金繰入金では９，２０６万１千円の減額です。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８１８万８千

円を減額しています。 

       続きまして、平成２９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５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１１４万７千

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、

８２８万１千円を減額しています。医療用機械器具費で５６万３千円の減額、

医薬品衛生材料費で７４５万３千円の減額、医業諸費では２６万５千円の減額

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

ージの歳入をご覧ください。第１款診療収入では、各診療収入を合わせ、１，
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１６６万３千円を減額しています。第２款使用料及び手数料では、７万７千円

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の増を見込み、２２７万８千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、２万６千円を減額しています。

主に、雑入の山田診療所の医療材料売払代金の分です。以上で、平成２９年度

国民健康保険事業特別会計補正予算（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、３０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おります。 

（会 長）  ありがとうございました。ご質問等ございませんでしょうか。  

       無いようですので、議事の４番目、平成３０年度当初予算についてご説明を

お願いします。 

（事務局）  平成３０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６、資料７をご覧ください。まず、資料６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９６億４，６７３万２千円、また、資料７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９，９３１万４千円としています。まず、事業勘定から説明させて

いただきますので資料６をご覧ください。平成３０年度から国保広域化に伴い、

歳入では、国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交

付金の科目が廃目となり、新たに県支出金の保険給付費等交付金が新設されま

す。歳出では、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、老人保健拠出金、介護

納付金、共同事業拠出金の科目が廃目となり、国民健康保険事業費納付金が新

設されます。それでは、歳出について説明しますので、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４６１万５千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，

３８２万４千円を減額しています。平成２８年１０月から２９年９月分の診療

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８０件を見込んで

おり、葬祭費は１件５万円で１８０件を見込んでいます。第３款国民健康保険

事業費納付金は、３０年度から新設のため、２４億３１２万６千円を増額して

います。第４款保健事業費は、前年度より４２８万９千円を減額しています。

主なものとしまして、保健衛生普及費で医療費通知の送付を年６回から年３回

にしたことにより経費の減額となっています。第５款公債費は、一時借入金利

子で前年度と同額です。第６款諸支出金は、保険税の還付金等で５２万４千円

を増額しています。第７款予備費は前年度と同額です。 
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       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、税率を変更する予定ですので、６，１

９４万３千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款県支出金は、６５億７，５

１１万４千円を増額しています。特定健康診査等負担金は前年度の補助率は１

／３でしたが、３０年度から国庫支出金の分が移行となり、補助率が２／３に

なるため、１，２０２万円を増額しています。保険給付費等交付金は、３０年

度から新設で、７０億８，９９１万円を増額しています。普通交付金６９億１，

０８２万４千円は、歳出の保険給付費から審査支払手数料を除いた額で県から

支払われます。第４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

５４万６千円を減額しています。第５款繰入金は、前年度より１億６，１００

万８千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７款諸収入

は５０万円の増額で、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説明しますので、資料７をご覧く

ださい。歳出について説明しますので、２ページをご覧ください。第１款総務

費では、前年度より１，５９８万６千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、１，２１０万１千円を減額して

います。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２，９８３万３千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１０万５千円の減額です。第３款繰入金は、

前年度より１８７万５千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２万４千円

を減額しています。合計歳入歳出とも前年度より２，８０８万７千円を減額し

ています。主なものとしまして、山田診療所の休診による経費の減額です。 

以上で平成３０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。 

（会 長）  ありがとうございました。それでは、ご質問等ございませんでしょうか。 

       他に質問等が無いようですので、５番目、平成３０年度の保健事業について

説明をお願いします。 

（事務局）  資料８、平成３０年度伊賀市国民健康保険保健事業についてご報告させてい

ただきます。脳ドックにつきましては、募集人数を４００人から４２０人に増
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員し、医療機関も２医療機関から３医療機関で実施する予定でございます。そ

して、検査項目の見直しを行い、腹囲測定や尿検査等の特定健診の検査項目を

追加し、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。また、今年度、受診券を発行させていただきました４００人の中で、

１２月末で３３１人の方が受診されており、予約をされていない６９人の方に

対して、１月１２日に受診勧奨を送付しました。次に、簡易人間ドックにつき

ましては、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６１０人に対し、受信者は５８９人でした。最後

に、特定健康診査については、例年、三重県健診あり方検討調整会議で三重県

医師会との協議により、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計

画しております。ただ、今年度まで心電図検査と末梢血一般検査を伊賀市追加

項目として実施してきましたが、来年度から健診項目が統一化され、全市町で

実施する予定でございます。単価案としましては変更ありませんが、心電図検

査と貧血検査がそれぞれの単価となるため、今年度より２３０円上がる予定で

す。自己負担額につきましては、昨年度と同額でございます。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、３０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。 

（会 長）  ありがとうございました。ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

       無いようですので、議事の６番目、事項書４番目のその他ですが、何かござ

いますか。無いようですので、本会議を終了させていただきます。次回の国民

健康保険運営協議会は、来年度以降にご通知をさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。 

       本日はありがとうございました。 

 


