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平成 19 年度 第 3 回

会津若松市国民健康保険運営協議会会議録

1．日時 ： 平成 19年 12 月 26 日（水）午後 1時 30 分～午後 3時

2．場所 ： 市議会第 2委員会室

3．諮問 ： 諮問案件なし（報告案件のみ）

4．報告 ： （1）会津若松市国民健康保険税条例の一部改正について

（2）平成 19 年度国保ヘルスアップ事業について

（3）後期高齢者医療保険料について

出席者（敬称略） 委員 鹿又 正明

委員 照井 富子

委員 武藤 洋一

委員 物江 利雄（会議録署名委員）

委員 湯田 和夫

委員 加藤 道義

委員 関 孝一

委員 下村 幸仁（議長）

委員 佐原 秀昭

委員 渡部 耕三

委員 猪俣 伊津美（会議録署名委員）

委員 黒田 茂

委員 庄司 浩（以上 17 名中 13 名出席）

5．事務局出席者 健康福祉部長 小檜山 澄 雄

健康福祉部企画副参事 赤 松 章 光

国保年金課長 山 本 光 治

医療給付グループ主幹 渡 部 和 子

窓口グループ副主幹 鈴 木 馨

窓口グループ主査 斎 藤 雅 也

医療給付グループ主査 吉 田 恵 三

医療給付グループ主査 山 内 斉
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議長 委員定数 17 名のところ、本日出席 13 名で、過半数に達しており、協議会は成立

している。会議録署名人は物江委員、猪俣委員にお願いしたい。

まず会津若松市国民健康保険税条例の一部改正について、事務局説明を。

事務局 いよいよ 2 月議会に向けた国保税率の改正提案時期が近づいてきたが、前回説明

の通り、本来なら税率改正案を固めた上、本協議会に諮問を申し上げ、その後何回

かの審議を経て答申という流れになるところ、未だ国からの情報も十分でなく、案

の確定に至っていない。そこで、今回も前回に続き、具体案の提示はできないもの

の、その後の新しい情報等をご提示申し上げ、実質的な税率改正に向けたご審議を

頂いていきたい。年明けには改めて諮問、答申という形でお願いする考えであり、

前後逆転するような流れとなるが、ご了承を。

なお現在、細かい経過措置的な内容についても確定情報が来ていないという事が

あり、2月議会の税率改正提案の後、6 月議会提案までずれ込む細かい事項も出てく

る可能性があると考えており、併せてご理解願いたい。

では、国保税の見直しと医療制度改革の影響についてであるが、国保税率の設定

にあたっては、国民健康保険特別会計の歳入歳出が全体としてどうなるのかという

ことが前提となる。平成 19 年度当初予算の歳入合計が 135 億 4847 万 8 千円。平成

20 年度予算の現時点での推計（変更があり得る）と比較すると、国保税は平成 19

年度 36 億 1277 万１千円に対し、平成 20 年度は 75 歳以上が国民健康保険から後期

高齢者医療に移行するため、28 億 9067 万 9 千円となり、7 億 2209 万 2 千円減の見

込み。また国庫支出金は、保険給付費、医療費の伸びに合わせ伸びる見込み。県支

出金も同様。療養給付費等交付金については、20 年度、前期高齢者交付金に大きく

転換となるが、合計で比較すると、現時点で 5768 万円程増額になると見込まれる。

この前期高齢者交付金は、国民健康保険ほか各医療保険の加入者数に応じて、前期

高齢者（65 歳から 74 歳）にかかる医療費を財政調整するもので、高齢者の多い国

保に、より手厚くなる仕組み。以下、共同事業交付金、一般会計繰入金等があるが、

総額として現時点では平成 20 年度 131 億 4332 万 7 千円となっている。

次に歳出であるが、約 65％を占めているのが保険給付費で、いわゆる医療費にか

かるもの。平成 19 年度の当初予算比較で約 3％の伸びとなる。これは国の推計値を

基にしているが、これに対応する形で、先程歳入で説明の国庫支出金、県支出金が

伸びてくることになる。また老人保健拠出金は、平成 20 年度、大きく後期高齢者支

援金に移行する。これが医療制度改革の大きな変化の一つ。これまでの老人医療制

度は、各医療保険負担が１／２、国・県・市の公費負担が１／２で賄っていたが、

新たな後期高齢者医療制度では、該当者一人ひとりに保険料が課され、これが全体

の 1 割、即ち全体の１／１０が保険料で賄われるという形になる。すると従来５割

だった各医療保険負担は、後期高齢者支援金という名称になって全体の４割に減っ

てくる。これらの結果、本市の国保では、従来の老人保健拠出金と新たな後期高齢

者支援金の比較で、5 億 6285 万 2 千円減るものと推計される。以下、介護納付金、
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共同事業拠出金等があるが、歳出総額として 131 億 4332 万 7 千円となっている。

以上により、改めて医療制度改革の効果を見てみると、医療費については、歳出

で約 4 億 1100 万円の圧縮効果があり、歳入で 1 億 8800 万円ほど減ることを含めて

も、約 2億 2300 万円の改革効果が見込まれるものと考えている。

その一方で事務費を見ると、新しい制度に合わせた電算システムの改修等の経費

や、これまで一般会計で行われてきた健診事業が「特定健康診査」として国民健康

保険特別会計に移行してくるといったこともあり、初期コスト含めて約 1億 4900 万

円逆に増えてしまう見込みだが、医療費分と合わせれば、それでも約 7400 万円の効

果額があると見込まれるものである。

これらの要素を、国保税の算定表に当てはめていくと、現時点で国保税の必要額

は約 28 億 9 千万円、現年度分の見込み収納率を 92％と見れば、賦課総額について

は約 31億 4 千万円ということになる。

次に、これを踏まえた条例改正についてである。

現在、医療分及び介護分で構成される国保税の中に、後期高齢者支援金分という

新たな要素を追加することに伴う税率の改正が、今回の内容であるが、税率の設定

にあたり、４つほど考え方を挙げた。まず、低所得者に対する負担軽減に配慮し、

応益割に対する 7割 5割 2割の軽減措置を現行通り維持するため、その条件となる

応益割合 45％以上を維持するという事。２年前の税率改正時に、それまでの 6割 4

割軽減から7割5割2割軽減に拡大を図ったところであり、是非これは維持したい。

次に資産割。資産割については被保険者自ら居住する土地や建物も混在し、課税縮

小の流れもあることから、負担の調整に配慮したい。さらに県内他市の税負担の状

況、また医療制度改革の方向性についても、十分に注意すべきと考えている。

現在の税率は、医療分について所得割が 8.2％、資産割が 24.5％、均等割が 2万

5 百円、平等割が 2 万 5 千円。所得割及び資産割が「応能割」、均等割及び平等割

が「応益割」であるが、先ほどの軽減適用条件で言うと、現在「応益割」が 45.79％

という数字で、7割 5割 2割の軽減ルールが適用できるという事になる。介護分に

ついては現在、所得割が 1.7％、資産割が 5.8％、均等割が 5,500 円、平等割が 6,000

円である。後期高齢者支援金分含め、それぞれの限度額も見直され、医療分につい

ては現在の 56 万円が 47 万円、後期高齢者支援金分については 12 万円となる見込

み。（介護分の 9万円は変化なし）

以上を踏まえ、次回、なんとか具体的な改正案を提示したい。

続いて、前回と重複するが、緩和措置について改めて申し上げる。地方税法関連

の改正時期の関係で、来る２月議会への提案は難しいが、３つの事項がある。世帯

員が後期高齢者医療に移行する事で軽減措置が変わってしまうのを５年間抑える、

同じく単身世帯として国保に残ってしまう人の世帯割を５年間半額にする、また、

従来社会保険の被扶養者で保険料負担のなかった人について２年間『応能割なし／

応益割半額』とする、というもの。

参考として、国民健康保険加入世帯の所得階層別分布を示す。やはり一人世帯、

二人世帯が多く、所得階層も 200 万円（課税所得）以下が多い。まさに国民健康保

険が抱えている問題が見える内容。こういった実態を踏まえて税率改正を進めてい

く必要があると考えている。
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県内他市との比較においては、本市は、医療分の均等割が県内最下位となってい

るのをはじめ、全体に低めの税率設定となっている。その中で、資産割が相対的に

中位から上にあるといったところ。

昨年度策定した国民健康保険運営健全化指針において、２年ごとに国保税率の見

直しをしていく旨方針付けしているが、当然今回の見直しにあたっても、21 年度

の保険給付等の見通しを踏まえる必要がある。21 年度は、20 年度の保険給付費か

ら更に 3％程度伸びる予測となっており、額としては 2 億 6348 万 5 千円の増と見

込んでいるが、その財源としましてまず一つ想定されるのが、今年度平成 19 年度

と平成 20 年度の剰余金が出た場合。これについては少しでも国民健康保険の準備

金に積み立てて、税負担の平準化に役立てたい。それから、保険給付費の１／２に

あたる国・県支出金、収納率の結果が影響する財政調整交付金等も、有効な財源に

なっていくと考える。

議長 説明が終わったが、各員ご意見、ご質問を。

湯田委員 診療報酬改訂があると聞くが、やはり医療費は伸びるのか。

事務局 現段階において最終的な確定には至っていないが、薬価が 1.2％ほど下がり、医

療本体については逆に 0.38％上げる余地があるという判断のもとに、詰めが行われ

ている模様。しかし医療費自体については、毎年数％上がるという基調があり、18

年度は医療制度改革の中で 3.16％の診療報酬引下げがあって、僅かながら黒字が出

たが、今回については伝えられる下げ幅以上の上昇基調があると思われる。

加藤委員 今の件については、以前の段階では 3.6％下げるということだったが、その後の

検討の中でやはり下げる環境にはないとされ、医療本体の部分は上げる形となって

きた。ただ、薬価に関しては実勢価格に比べ高い部分があるため、下げる方向とな

っている。0.38％の上昇は金額にして約 300 億円とされている。一方、2,200 億円

の社会保障費削減という国の財政方針のために、組合健保等の被用者保険が 1,000

億円協力せざるを得ないといったこともあって、医療費の伸びは、後期高齢者制度

ができてもなお、伸びていくということは十分予想されるところ。

議長 20 年度、高齢者が後期高齢者医療に移行することで、国保税に約 7億 2千万円減

の影響が出るということであるが、単純にこの部分を除いてみると、どのくらいの

伸びになるものか。

事務局 この数値については、全体の歳入歳出を見込んでいく中で、合理的な範囲で整理

したものであり、ご質問の点については、さらに所得推移状況等を見極めながら、

後日お示ししていきたい。

武藤委員 医療分の限度額が 56 万円から 47 万円に下がるというが、19 年の 4月に上げたば

かりだと思う。その辺の説明を。
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事務局 ご指摘のとおり、19 年 4月から 53 万円が 56万円となった。今回、後期高齢者支

援金分という３つ目の要素が国保税の中に入ってくるために、限度額を調整しない

と、高所得者は合計で 70 万円台といった最大税額になってしまうが、国の考え方と

しては、高所得層の税負担もある程度の限度が必要とだということがあり、全体と

して限度額が調整されたものである。その中で医療分限度額については下げること

になるということ。

なお、先ほどの高齢者が抜けた後の税収ということに関連するが、歳入歳出を整

理していって最後に残った税収の必要額が、現状の 75 歳以上の税収を除いた金額と、

ほぼ総枠として合致するということ。これは、医療費の上昇傾向を含めても、現状

程度の課税によって概ね賄えるのではないか、つまり、３つ目の要素を含めても、

総枠としては横ばい程度で収まるのではないかという意味である。先ほど、医療費

については 2 億円強の医療制度改革による財政効果があると報告をしたが、本来そ

れに対応するような税収を上げる必要があるところ、医療制度改革効果によって、

そこまでの課税が必要ないという判断ができるという意味である。加えて、軽減適

用の維持、さらに全体バランスの中での資産割の調整といったところをポイントと

して、改正案策定に向けた作業を続けているところ。

猪俣委員 所得割、資産割、均等割、平等割の考え方はどうか。

事務局 これらは相互に関連しており、一方を動かすと他方を調整する必要が出てきたり

するが、例えば先ほどの軽減の関係でいうと、最大 7 割という手厚い軽減制度を維

持するためには、応益割合を一般医療分総額の 45％以上とするよう注意が必要とな

る。これは、所得割及び資産割に対して、均等割及び平等割を相対的に一定以上に

保たなければならないという事であり、総枠の変動あるいは県内他市の状況等も勘

案しながら、注意深く調整していく必要がある。

議長 国民健康保険加入世帯の所得階層別分布の説明があったが、所得なしの世帯が

5,880 世帯とある。これは増加傾向にあるのか、それとも減少傾向にあるのか。こ

の部分が今後注意を要する部分と思うがどうか。

事務局 所得なしの世帯であるが、これには実は未申告も含まれる。概ねの傾向で言えば

この層の世帯の割合というのはそれほど大きな変動はない。ただし所得全体として

は、景気状況等によって若干ずつ下がってきていたというのがこれまでの傾向。

議長 所得があっても未申告というケースについてはどうなのか。

事務局 詳しい分析ではないが、大きな変動はないと考えている。

湯田委員 未申告者というのはどれくらいいるのか。そういうことで通るのか。



6

事務局 ここに資料を持ち合わせていないが、住民税対象者未申告の割合よりは低いはず。

武藤委員 従来の国保税に加えて、今度後期高齢者医療の分がかかると、やはり全体として

は上がるのか。

事務局 総体として言えば、歳入と歳出を整理していった結果、最終的に税として必要な

額は現状とそれほど変わらない、つまり総体としてはそれほど上げなくても間に合

うのではないかという見通しを持っている。個別には、均等割ほかが動いてくると、

世帯によって動きが出てくることにはなる。

渡部委員 低所得・少人数世帯が多いということであるが、世帯割と均等割は、経過措置が

あるにしてもかかってくるということか。また、後期高齢者医療制度に関係する経

過措置の一つとして、被用者保険の被扶養者について 2 年間は所得割と資産割を賦

課しないというが、この場合の所得割というのは誰に属する所得割なのかが分かり

にくい。

事務局 被扶養者であった方の軽減について、例えば 78 歳の夫と 72 歳の妻がいた場合、

78 歳の夫は年齢で単純に後期高齢者医療制度に移るが、妻は一人で国保制度に 75

歳になるまでは残る。夫が社会保険で妻が被扶養者だったとすれば、これまで妻の

分の保険料負担はなく、夫の社会保険料負担で全部賄われていたことになる。とこ

ろが夫が別制度へ移ってしまえば、それまで扶養されていた妻の保険料負担が国保

の中で発生することになる。これに対する経過措置として、2 年間、妻にかかる所

得割と資産割を賦課せず、均等割と世帯毎の平等割は半額とするとされている。こ

れは、後期高齢者医療で新たに負担が発生する被扶養者についても同じ。さらに政

府方針として凍結措置の追加が打ち出された。

渡部委員 夫婦で後期高齢と国保に分かれていく場合、軽減があるとは言え、夫婦合わせる

と軽減とはならないということか。

議長 現在の議論であるが、後の議題となる後期高齢者医療についても入ってきている

ので整理したい。この際一緒に議論したほうが分かりやすいように思うので、合わ

せてよろしいか。

では、議題 3の後期高齢者医療保険料について事務局説明を。

事務局 新たな特別地方公共団体として福島県後期高齢者医療広域連合ができ、11 月 22

日に臨時議会が開かれて、以下の内容が確定した。

20・21 年度の平均医療費推計約 2,040 億円／年、被保険者数約 27 万 8 千人を基

に設定された保険料率は、所得割が 7.45％、均等割が 4万円。これに基づく一人当

たり平均保険料が 67,100 円と推計されている。国から示されていた昨年の資料では、

これが 7 万円を超えるような数字であったが、所得状況等必要な要素を踏まえた結

果、福島県においてはこのような数字となった。さらに軽減制度等を加味すると、
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一人当たりの平均は 56,200 円に下がるという推計になっている。これは全国的に見

ると平均よりも低い。当然一人当たりの保険料については、被保険者の所得状況に

よって変わるため、これは総体としてみた場合ということ。国民健康保険税のよう

な資産割、一世帯あたりの平等割というものはない。なお県内的には医療費が極端

に低いという町村もあって、暫定的に 6 年間だけの措置にはなるが、20％以上医療

費が低い４町村について、不均一保険料が設定される。

お配りしたパンフレットは対象となる世帯すべてに郵送となるもの。年明けにな

るが、該当者全員にお送りする予定としている。

湯田委員 後期高齢者の新制度には、国民健康保険と同様、医療給付のほかに高額給付、葬

祭費、移送費といったものはあるのか。

事務局 ほぼこれまでの給付サービスに類するものはあると考えていただいてかまわない。

ただし葬祭費については、市町村毎に額を設定しており、会津若松市国保では 3 万

円となっているが、県内の現状としては 3 万円、5 万円が大体半々位で、福島県後

期高齢者医療では 5万円ということで確定したもの。

湯田委員 所得割 7.45％の対象となる所得は、公的年金の場合公的年金控除があるが、その

後の金額か。それとも老年者控除、配偶者控除、扶養控除等も加えた後となるのか。

事務局 算定方法は国民健康保険と同じで、旧ただし書所得を課税対象としており、公的

年金控除と 33 万円の基礎控除のみ。それ以外の各種控除は含まれない。

湯田委員 軽減措置については、たとえば単身だと国民年金の基礎年金だけの場合など該当

になると思うが、配偶者に高額所得があった場合とか同居の息子に高額所得があっ

た場合などはどうか。

事務局 保険料はすべて個人個人にかかってくることになり、個人の所得がベースになる

が、軽減判定ではこれまでの国民健康保険と同じで世帯員の状況が関係してくる。

ご質問のような場合や、世帯員が国保と後期高齢者医療制度に分かれること等によ

って、軽減該当から外れるケースも出てくるため、先ほどの説明のような経過措置

が考えられている。

湯田委員 社会保険の被扶養者の場合、6 ヶ月間の凍結措置があるというが、その後はどう

なるのか。

事務局 凍結措置は 2点あり、1点目は、国民健康保険の 70 歳～74 歳の医療機関での窓口

負担を 1 割から 2 割にするとされていたものを、1 年間そのままするというもの。

2 点目が、後期高齢者医療制度において新たに保険料負担が発生することになる社

会保険の被扶養者について、半年間保険料ゼロ、残る半年間は 9 割引にするという

もの。そもそも 2 年間所得割はゼロ、均等割は半額という緩和措置があるが、さら
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に半年間はゼロ、残る半年間は 9 割引、つまり 4 万円の半年分の 9 割引で 2 千円に

するというものである。その後は半額になり、さらに本来の額に戻っていく。

湯田委員 凍結措置の後も軽減対象になる場合は軽減になるのか。

事務局 軽減は、引続き条件に合いさえすれば適用になる。

湯田委員 保険料の応益割：応能割の基本 50：50 に対し、今回約 60：40 となったというが、

なぜそうなったのか。

事務局 50：50 の基本に対して、国の財政調整措置の関係で、全国各地区の所得レベルの

違いが加味されることとなっている。一般には関東圏が高齢者層においても所得レ

ベルが高いという実態があるようだが、そうした所得実態に応じて、50：50 に調整

を加えていくという仕組みになっていて、具体的には「所得係数」という形で計算

に含められ、その結果として、福島県の保険料の均等割は 59.52%と設定された。所

得割額は 40.48％。さらにその結果、保険料率が 4万円、7.45%という数字になって

きたもの。

湯田委員 そうすると、低所得者が多くて、先ほどの資産割にウェイトがかかってくるとい

うのと同じような意味か。

事務局 直接的に理屈としてつながっているものではないが、所得レベルが低い分、均等

割が相対的に高くなるとともに、国の財政調整支援が入るということ。

議長 後期高齢者医療制度に移行する単身者の場合、国民健康保険税と比較して高くな

るのか低くなるのか、また無所得の人の場合その辺どうなのか、この点分かれば。

事務局 厚生年金の平均的な受給額は現在 200 万円を少し超える金額だが、比較のために

単身世帯として計算してみると、現行国保税は 74,900 円となるのに対し、後期高齢

者医療制度で先ほどの保険料率を適用すると、67,000 円になる。また、公的年金 153

万円以下、つまり課税所得として０になるような人の税額を比較すると、現行会津

若松市国保税においては、軽減が適用になり 13,600 円（均等割平等割の 7 割引）、

これが後期高齢者医療保険料になると、40,000 円の 7 割引で 12,000 円になる。そ

れぞれ単身者で比べれば、現行会津若松市国保税よりは幾分か安くなっていくこと

になる。ただし、2人世帯で後期高齢者医療制度に移っていくとすると、2人の合算

額と、これまでのその世帯の国保税との比較になるから、それはおそらく国保税よ

り高くなっていくという結果になると思う。

議長 各委員のご心配は、報道にもあるようであるが、新制度に単身者等が移行してか

ら負担が増えて、保険料はもとより医療機関受診の際の医療費も含めて耐えられる

のか、そもそもそうした制度としてどうなのかということにつながっていると思う。
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実際本市の場合どうなるのかなど、まだ分かりにくい点があると思うので、今後、

より整理されたものが提示されればと思う。

武藤委員 後期高齢者医療該当数は 20年 4 月でどの位おられるのか。

事務局 17,000 人ほどと推計している。

武藤委員 本市の国民健康保険加入者はどの位で、後期高齢者 17,000 人は、そのうちどの位

になるのか。

事務局 本市の国保加入者は 5万人強であり、その 30 数％というところ。

湯田委員 国保の医療費自己負担の関係で、一般世帯、高所得世帯、また低所得者も 2 つに

別れるといった世帯区分があるが、なかなか分かりにくい。これについて説明を。

事務局 細かい内容なので、機会を改めて資料を提供したい。

湯田委員 「移送費」というのがあるが、これはどういう場合に該当になるのか。昨年はど

のくらいの件数があって金額はどうであったか。最近の新聞報道に、北海道のどこ

かで暴力団が絡んだような莫大な移送費の請求があり、問題になったかと思うが．．．

議長 少し議題から離れてきたかとは思うが、可能な範囲で事務局説明を。

事務局 移送費は国民健康保険特会の中で項目として存在するため、毎年最小限（千円）

を予算措置しているが、近年執行がない。これは医療的見地から緊急的に移送する

必要があるとした場合に保険給付されるものだが、新聞の件は、生保制度中のある

部分を悪用した事例と思う。国民健康保険とはまた別の内容である。

湯田委員 通院の場合は該当するのか。

事務局 一般的に通院の場合は該当しない。

議長 国民健康保険の場合の移送費は厳密な審査がされているはず。生活保護の医療扶

助の中の移送費に係る新聞の件はまた別で、審査が少し緩かったということらしい。

湯田委員 後期高齢者医療制度は高齢者にあまり知られていない。該当者に対する周知方法

はどのように考えているか。

事務局 お手元のパンフレット資料を該当者すべてに送付する手はずとなっている。ただ

し対象者が高齢者ということからすると、なかなか理解も難しい面があると思うし、

最終的には 1 人 1 人それぞれの事情に応じた不安をお持ちと思うので、いかにそれ
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に応えられるかが鍵と思っている。ついては、該当者との重要な接点となる医療機

関すべてに対し、窓口で少しでもそうした不安をお持ちの方が見受けられれば、と

にかく市役所への連絡を取ってみてほしいという意味の、ご案内をいただきたいと

いうお願いをしているところ。連絡さえあれば、その方の個別事情に応じた丁寧な

対応ができると考えている。説明会等では限界があり、最終的には個別にどう接点

を持つかということに集中しているところ。

議長 意見も大体出尽くしたようなので、議題２の国保ヘルスアップ事業について説明を。

事務局 河東地区をモデルとして現在実施中の国保ヘルスアップ事業は、この協議会でのご

報告・ご意見等を踏まえながら、これまで取り組みを進めてきた。

前回報告以降、今日までの内容であるが、教室型では 9 月から 12 月まで毎月 10 数

名の参加となっている。11 月の血液検査は 21 名の方に受けていただいた。結果は次

回の報告となる。自主参加メニューでは、市開催のウォーキング教室、食生活教室、

講演会等にそれぞれ積極的に参加いただいている。個別支援型は個別相談等を重点的

に実施、通信型は主に電話、Ｅメールを使い支援をしてきた。これらの最終的な評価

についても、1 月以降に報告したい。なお、農繁期と重なったこの季節、やはり河東

という地域性もあって、なかなか参加が難しい面があったことが課題として残る中で、

血液検査は成果状態の確認ができることから、高参加率だったと言える。参加者が個々

に行う実践の記録は、面倒さがネックとなっているようであり、記入しやすさ等の工

夫、習慣化への支援等が必要と感じられる。また、メタボリックシンドロームの診断

基準等が理解し難く、周知方法の検討が必要。

これらを踏まえ、来年度開始の特定健診・特定保健指導に向けて準備を進めたい。

武藤委員 対象者は何人であったのか。

事務局 河東地区で 6、7 月に 40～74 歳の健康診査を実施し、その中からこれに参加する人

を募った。健診自体は 2,000 名弱の受診であったが、事業参加は最終的に 34 名となっ

た。

武藤委員 特定健診は、参加者が少ないなど効果が出なかったとき、10%費用負担がかさむ等の

仕組みにすることを、国で検討中といった記事をどこかで見たが。

事務局 国保は、市が運営主体として該当者の受け皿づくりをしっかりとやる必要あるが、

あくまで参加は強制ではないので 個々人の意向次第となる。ただし参加率が低い等、

問題があると後から財政面でペナルティが来ることもあるので、一層周知を強化しな

がら事業を充実させていく必要があると考えている。

議長 そういう意味では、このヘルスアップ事業は大事な事業ということ。

それではこれで本日の議事を終了する。


