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平成 19 年度 第 4 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 1 月 28 日（月）午後 1時 30 分～午後 3時

2．場所 ： 市役所第二庁舎 2階会議室

3．諮問 ： (1)会津若松市国民健康保険条例の一部改正について

4．報告 ： (1)特定健康診査、特定保健指導について

(2)国民健康保険運営健全化指針進捗状況と今後の取組みについて

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

委員 湯田 和夫（会議録署名人）

委員 佐藤 惇

委員 石田 高俊

委員 下村 幸仁（議長）

委員 佐原 秀昭

委員 渡部 耕三

委員 小柴 誠一（会議録署名人）

委員 庄司 浩（以上 17 名中 12 名出席）

5．事務局出席者 会津若松市長（副市長） 鈴木 清章

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

国保年金課主幹 渡 部 和 子

医療給付グループ副主幹 鈴 木 馨

医療給付グループ主査 吉 田 恵 三

医療給付グループ主査 斎 藤 雅 也

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、本日出席は 12 名で過半数であり、運営協議会は成立して

いる。本日の会議録署名人を湯田委員と小柴委員にお願いしたい。

まず、諮問案件となる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 まず改正の概要から。医療制度改革の中でも大きなものとなる後期高齢者医療制度

が、平成 20 年度からいよいよ開始されることとなる。これまでの老人保健制度が後期

高齢者医療制度に変わることに伴い、これまでの老人保健拠出金に代わって、各医療

保険者は後期高齢者支援金を拠出することになる。今後、この後期高齢者支援金分を、

賦課の段階から明確に国保税の中に位置づけるというのが今回の要点。これまで医療

分と介護分の二つの要素で賦課されてきたのに対し、三つ目の要素が加わることにな

る。枠組み自体が変わるため、これに関する条例の改正がすべての市町村で必要とい

うことになる。

枠組みの変化に連動して新たに税率設定が必要になるが、その考え方として４点挙

げた。まず１点目が、向こう 2 年間の国保運営を維持できるような税率設定とすると

いうこと。新たに創設される後期高齢者医療制度でも同様の考え方を取ることを踏ま

えた。毎年医療費の動向は変わり得るが、それにつれて税負担も波打つようでは困る

ため、最低でも向こう 2 年間程度は変えなくても間に合うような税率設定としたいと

いうことである。２点目は、低所得者に対する負担軽減のための軽減制度の維持。18

年度改正時、それまでの 6 割・4 割軽減から、7 割・5 割・2 割軽減への拡大を図った

が、これは応益割合 45％以上という条件をクリアしなければ維持できないため、応益

割・応能割の調整の中で、これをクリアするような範囲の税率設定とするということ。

３点目は資産割について。お年寄りが多い国保制度の中で、自らの居住用資産も多く

存在することから、そこにどの程度の負担を求めていくかということがあるが、全国

的に見ても資産割は縮小される傾向にあることから、今回もこの点に配慮する。４点

目は県内各市の税負担の状況に配慮するということ。医療環境整備が進み、住民の生

活圏も広域化する中で、広く県内の状況にも配慮する必要があるということになる。

次に、国保税としていくら位必要になるのかという点である。後期高齢者医療制度

創設ほかの医療制度改革効果を踏まえて算定したところ、国保税必要額は 28 億 9 千万

円という試算となった。約 29 億円程度の税収があれば間に合うであろうということ。

これに基づき税率改正案を示した。基礎課税分（医療分）、後期高齢者支援金分、介

護納付金分という三つの枠に分かれていて、現行の基礎課税分（医療分）が新しく基

礎課税分（医療分）と後期高齢者支援金分に分かれていくことになるが、基礎課税分

（医療分）の現行所得割 8.2％に対し、改正案では 6％、新たに出てくる後期高齢者支

援金分の所得割が 2.2％になっている。合計すると現行所得割の 8.2％と同じになる。

資産割は現行 24.5％であるが、改正案ではそれぞれ 15％、5％で合計 20％となり、合

計で－4.5％の提案となっている。均等割は現行の 20,500 円に対して、改正案ではそ

れぞれ 16,500 円、5,500 円、合計が 22,000 円となって、現行の 1,500 円増となって

いる。平等割は、現行の 25,000 円がそれぞれ 19,000 円、6,000 円で、合計では同じ

額になっている。それから介護納付金分についても、先ほどの考え方のもとに、若干
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ではあるが資産割と均等割を調整した。以上のように、軽減制度維持という観点から、

応益割・応能割間の若干の調整は必要となるものの、総体としては、これまでの説明

の通り、概ね横ばいという提案となっている。

医療制度改革の大きなポイントとして、国保制度をいかに安定させるかということ

があったわけであるが、いよいよ 20 年度、その効果が出てくることによって、本来な

らば上昇するであろう医療費に対して、このように基本的に横ばいの範囲での税率改

正案となったものである。計算上では＋0.5％程度の変動はあるものの、これには限度

額変更による数字の変動も含まれるため、基本的には横ばいの提案となっている。ま

た、今回提案の数字が県内でどの程度のレベルなのかというと、医療分では、均等割

の現行 20,500 円は県内最下位となっている。これが、提案の通り合計で 1,500 円上が

るとすると、下から 3番目に変わる。資産割の 24.5％は中ほどであるが、先ほどの提

案のとおり 20％にすると、全体からみてやや下位の範囲に入ってくる。全体として、

県内 13 市の下位から中ほどの位置に少し近づくというのが、今回の改正内容といえる。

介護分については、順位は変わらないが、やはり県内的にみると、若干中ほどに寄っ

てくることになる。

以上が提案の概要である。なお、先の会議でも申し上げたとおり、本改正案につい

ては、より早い段階で諮問申し上げ、その後いろいろ議論いただいた上で答申となる

のが通常の流れと考えるが、案の確定に必要な国からの情報が遅れる等で、諮問が本

日となってしまい、前後が逆転するような流れとなっていることにご理解をいただき

たい。大変恐縮ながら、これまでの会議でお示しした資料及びそれに基づく議論経過

と、今回の諮問案を改めて結びつけていただき、結論をいただいて参りたいと思う。

議長 では質疑に入る。ご質問等あれば。

湯田委員 前回も申し上げたが、診療報酬の薬価が 1.2％下がり、医療本体と合わせてもマイ

ナス改定になると言われていることからすると、医療費も本来下がっていいと思われ

るが、国保税がそれだけ下がるようにはなっていない。また、前回の会議資料で、75

歳以上が抜けることで、その分の国保税が減り、後期高齢者支援金を拠出することに

なるが、後期高齢者自身の保険料負担が生じることからすると、拠出金が下がっても

いいと思うがどうか。また、無くなるはずの老人保健拠出金が 0 になっていないのは

なぜか。さらに共同事業拠出金が全体の 10％ほどあるが、これはどういったものか。

また、職員人件費や事務費分というのは国保税の対象になるのか。

事務局 まず、診療報酬の動きに対する今回提案の中身について。今回の案は確かに 0.5％

ほどの上昇がある。医療費というのは毎年数％ずつ伸びていく傾向がある中で、国保

税も上がるのが通例であるが、今回については医療制度改革効果が出て、0.5％程度に

上げ幅が止まったもの。0.5％の中身としては、限度額が 56 万円から 59万円に上がっ

たことの影響があるため、これを除けば基本的には横ばいということになる。

また、75 歳以上の方が国保から抜けると、国保税は約 7億 2,000 万円程度減ること

となるが、その一方で、これまでの老人保健拠出金が後期高齢者支援金に大きく転換

していくことで、約 5 億円から 6 億円程度負担が減ることとなり、他の要素も含めた
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全体としては国民健康保険運営の安定に資する内容となっている。なお制度過渡期の

ため、老人保健拠出金は、予算上一部残ることとなる。

それから、共同事業については、特に小さい町村の場合、大きな医療費がかかるケ

ースがでると保険財政運営に波が生じてしまうため、市町村が共同して助け合うとい

う趣旨で、共同してお金を出し合い、波のあるところに補填していくような事業であ

る。これは大きな団体になればなるほど出すお金と戻るお金は同程度になる。

なお、人件費、事務費については、一般会計からの繰入れで賄うことになっており、

国保税負担には影響していない。

湯田委員 国保税の収納率を 92％とみているが、一方で一般会計からの繰入金が減っている。

収納率をさらに高められれば、国保税の課税も少しは安くなると思うが。

事務局 見込み収納率 92％という点については、納税していただいている方からすれば、な

ぜという思いがあるのは当然と思うが、特に都市部においては収納率が伸び悩むとい

う実態がある。滞納については差押え等の法的な手続きを含めて、加入者の生活実態

把握に努めながら取組みを進めているが、そうした努力の結果、92％という数字にな

っている。引き続き努力をしていくが、働きかけに対して反応がない、お会いできな

いケースが多いというのが気になるところではある。

繰入金の減少については、75 歳以上が抜けていくことによって、その方々に含まれ

ていた軽減対象者が減るということが関係している。軽減によって減収となった額に

ついては、市、県、国から公費支援する制度があり、軽減対象者自体が減ることによ

って、その分を支援していた一般会計の繰入れ分も減るということになる。

湯田委員 保健事業の中に新しい健診事業等が入ってくると思うが、これまでのがん検診等は

どうなるのか。また、新しい健康診査の自己負担はどうか。

事務局 これまでの基本健康診査は「特定健康診査」に名前が変わり、国保特別会計の中で

実施していくことになる。がん検診等については、20 年度以降もこれまで通り一般会

計で実施をしていくことになる。「特定健康診査」の自己負担額については、現在 20

年度の予算編成作業の中で議論をしているところ。現行では集団検診が 700 円、70 歳

以上と非課税世帯については無料。また個別に医療機関で受けるとした場合は 900 円

になっている。

湯田委員 介護納付金分の均等割が 500 円上がる案となっているが、前回会議の資料で介護納

付金支出は 19 年度から 20 年度にかけてむしろ減っていた。高齢者が年々増えていく

中でなぜと思ったが、本日の案で均等割が 500 円上がっているのはどういうことなの

か。

事務局 12 年度から始まった介護保険制度では、第 2 号被保険者（40 歳～64 歳）分の保険

料は、各医療保険から介護納付金として必要額を払い出していくという仕組みになっ

ている。この額については、総体として国レベルで計算され、毎年各保険者に応分の
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請求がくることになるが、介護保険として間に合うだけ集めなければならない一方で、

集め過ぎると翌年の請求を抑えるということで、どうしても波が生じる傾向があり、

ご指摘の通り、介護サービス量は伸びるが、年度間比較では少なくなる年度もあり得

るということになる。

それに対して今回の 500 円の均等割上昇の理由であるが、18 年度、介護分について

の税率改正を行ったにもかかわらず、18年度の決算額をみると、介護分の税収が納付

金に対してやはり 3,000 万円ほど足りず、他の部分から補てんしながら介護納付金を

払い出しているという現状がある。そこで、今回の改正にあわせ、より適正な方向へ

の見直しを図ろうとするものである。均等割の 500 円増の一方で、資産割を 0.8％下

げる案となっており、これで約 300 万円介護分が増額となることが見込まれる。それ

でもなお、先ほどの不足額 3,000 万円には届かないが、今回の改正に合わせて若干の

調整を加え、提案するものである。

武藤委員 収納率が悪いと調整交付金が下がると聞いたが．．．

事務局 調整交付金は、国、県からの交付金であるが、収納率が悪いと減額されることにな

る。市町村規模にもよるが、本市の場合は、92％以上の収納率があれば、計算された

満額が交付となり、90％から 92％未満の範囲となると 5％ほど減額されてしまう。90％

未満になるとさらに－2％となり、7％引かれてしまう。現状としては、92％をやや下

回るため、５％の減額になっている。

議長 収納率について、払える人に払ってもらうのは当然としても、経済状況も思わしく

ない中で、払えないケースも想定される。対策の一つとして、最大 7 割までの軽減制

度があるならばそれを十分に周知し、可能なケースについて手続きを取るよう促して

はどうか。また分納についても、十分な状況把握に基づいて丁寧に対応していけば、

収納率にも効果が出るとともに、医療の安心にもつながるのではないか。

事務局 軽減措置については、これまで 2割軽減のみ申請主義とされていたが、20 年度から

はすべて職権適用になることで、該当になる人については何の手続きも要さずに軽減

となる。また、分納や減免の相談等については、ご指摘のとおり丁寧な対応に努力を

続けなければならないが、働きかけに対して反応がない等、滞納ケースについて接触

が取り難くなっているという問題がある。

湯田委員 国保税に後期高齢者支援金分は追加になるが、資産を持っている人についてはいく

らか安くなるということか。

事務局 単純には言い難いが、固定資産がある方については－4.5％の影響が出てくる。まず

総体を横ばいにする中で、応益割合 45％をクリアするためには、均等割を上げざるを

得ない。ただしこれは、最大 7 割の軽減措置を維持することによって、一定の低所得

者についてはあまり変動のない形で済む。もう一点、限度額の計３万円の増額によっ

て、高所得者については多少高くならざるを得ない。一方、資産割を下げる余地が生
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まれることで、固定資産がある方は減額効果が出てくる。個別のケースで様々な額に

はなるが、概括的にはそういったこと。

湯田委員 健診の自己負担金は協議会に諮るのか。例えば、水道料、保育料等はそういった形

を取るようであるが．．．

事務局 関係の医療機関等に意見を求めた経過もあるが、今回提案の国保税率については、

複雑な後期高齢者支援金の計算等の他に、特定健診の自己負担がいくらであるといっ

た算定要素も含めて、お示しした税率設定につながっている。その意味で、現在この

自己負担について別立てで諮問を申し上げるまでの考えにはないが、それ自体この会

議の考え方によるところでもあるので、お考えがあれば伺って参りたい。なお、後ほ

ど特定健康診査・特定保健指導について、策定中の実施計画案の中身をご説明するこ

ととしている。

鹿又委員 税率改正の考え方に、向こう 2 年間を維持できる程度の税率設定とし、準備金残高の

推移も踏まえるとあるが、この残高はどこに出てくるのか。また、国保税必要額が 28

億 9 千万円というが、その根拠はどこに。

事務局 医療費は年毎に動きがあって正確な推計は難しく、大きな病気の流行等あれば特別

な対応が必要になることもあり得るが、基本的には、過去何年間かの推移や厚生労働

省が示す医療費の推計等を十分踏まえ、20 年度、21 年度の医療費の上昇をカバーでき

る程度の税率設定をすることになる。関連して準備金の推移も重要になるが、本市に

おいては、18 年度はなんとか赤字を回避し、４千万円ほどの黒字になった。その中の

２千万円強の金額を準備金に積み立てたため、残高は２千万円を若干超えた数字にな

っている。細かい中身であるが、前回会議資料及び今回の国保運営健全化指針進捗状

況報告の中でお示ししている。２点目の 28 億 9千万円の背景については、前回会議で

の説明内容となるが、制度改革に関係した大きな歳入歳出の動きを推計した結果であ

る。お年寄りが国保から抜けることでの国保税減（約７億円）、後期高齢者支援金の創

設（約 14 億円）、老人保健拠出金の激減（約 20億円）等があり、最終的に国保税とし

て 29 億円程度あれば、新年度の医療費は賄えるであろうという判断に至った。さらに

これを基に、所得状況等の情報を入れながら税率を算定したものである。

武藤委員 国保税を納められなくて資格証を渡している人はいるのか。

事務局 一年以上滞納が続き、なお改善が見られない方について、法に基づいて、資格の存

在のみを証明する「被保険者資格証明書」を発行している。厳しい措置との指摘を受

けるが、19 年 10 月の資格証明書の発行数は 100 名となり、無反応者が増えていると

いった背景を含めて、発行数は増加傾向にある。

武藤委員 医療機関では一旦 10 割かかると思うが、医者に行けず死亡したケース等はないか。



7

事務局 まず、資格証明書保持者で接触が持てる限りにおいては、医療が必要なケースがあ

れば、一時的に通常の保険証に差し替えるという対応を用意しながら、積極的に相談

を促している。後で 7 割が戻るとはいえ、目の前医者にかかるお金がないケースも心

配されるため、そうした対応をしているが、その結果、これまで資格証明書を持った

まま亡くなったというケースはない。

武藤委員 報道等によれば、亡くなるというケースもあると聞く。市行政機能の中でそうした

ことを防ぐネットワーク的なものがあればとも思うが。

事務局 行政全体で様々な接触機会を捉えながら、とにかく率直な相談を働きかけたい。

議長 生保との連携も考えられてよいと思う。

湯田委員 後期高齢者医療制度創設の背景は、高齢者が年々増加して医療費が増え、現役世代

も容易でないというので、高齢者自身も応分の負担をというものかと思う。加えて来

年度は診療報酬が全体として若干引き下げになる。被保険者代表という立場から言う

と、ケースによって色々とは思うが、このような時に国保税が安くならないのはなぜ

かという疑問がある。そうでなくても、税制改正で収入が変わらなくても税が上がる

といったことがあるわけで、今回いくらかでも下がるという方向にならないものか。

市民の理解得られなければ、ますます滞納が増えて大変になっていくと考えるが。

今年度の予算と比較した場合、医療費は伸びているのか。その辺も合わせて．．．

事務局 18 年度の医療費については、18年 4 月に大きな（3％超）診療報酬減額改定があり、

その結果として 2％弱の医療費の伸びに止まった。逆に言えば、マイナス改定があっ

たけれどもやはり 2％弱伸びたというのが 18 年度の結果。以後も同様に医療費の伸び

というものはあり、20 年度に向けては 3％強の伸びを見込んでいるが、そうした中で

いくら抑制できるのかということが焦点になっていた。本市レベルでいうと 2 億円台

半ばの改革効果が現れ、さすがにマイナスということにはならないものの、ほぼ横ば

いというかたちで抑制されたというのが今回の中身である。診療報酬の減額や高齢者

の応分の負担等を踏まえた上で、こうした見通しとなっていることにご理解をいただ

きたい。

議長 意見も出尽くしたようなので、諮問に対する答申案の取り扱いについて協議する。

付帯意見等を盛り込む場合は、ここで協議したい。付帯意見がない場合はこの場で

答申ということも可能かと思うが、文章調整で時間を要する場合は、議論を踏まえた

答申案を作成した上、改めて全委員に配布・確認していただき、それを受けて後日、

正副会長が答申するという方法が考えられる。

（「事務局において答申案調整後、各委員に配布し、確認を受けてから答申とする方法で」という

出席委員多数の意向を受けて．．．）
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議長 それでは、付帯意見について考え方をまとめたいと思うが．．．

湯田委員 資産割は下がるとしても、均等割が増えるというのは、低所得者にとって負担が増

えるということで、気になるところ。

渡部委員 新しく後期高齢者支援金分ができる関係で、限度額は、従来の医療分 56 万円に対し

て、改正案では医療分 47 万円、後期高齢者支援金分 12 万円となるわけであるが、こ

れについて他市の動きは把握しているか。

事務局 限度額は法令で上限が定められるが、確定はこれから。一方税率は、それぞれの市

町村において、様々な事情を踏まえながら必要な税収が確保できるような設定をして

いくこととなるが、今のところ概ね横ばいと聞いている。なお、決定の時期について

は、会津若松市としては従来、ある程度前もっての決定・周知を旨としてきた観点か

ら、今回も前の年度となる今この時期にご審議をいただいているが、多くの市町村は、

その年度の所得が確定する６月に本算定と称して税率を決めてきたという経過がある

ため、６月に最終的に決定という団体も多いはず。

武藤委員 基礎課税分というのは後期高齢者にならない人の医療分と思うが、47 万円という限

度額設定で金額的に集まり過ぎるようなことにはならないのか。

事務局 限度額の設定については、国で、高齢者の医療費及びそれ以外の方の医療費を十分

検討した上設定してきたわけで、もちろん地域によってばらつきはあり得るとしても、

それなりに順当な額が集まるような限度額設定になっていると考える。

武藤委員 後期高齢者医療制度に、申請で加入しないこともできるとあるのは？

事務局 従来の老人保健制度は、基本的に医療費が１割負担で、75歳以上の方に加え、65 歳

から 74 歳までの一定の障がいがある方も加入することができた。今回の制度改正で、

今老人医療制度に入っている方は、自動的に新しい後期高齢者医療制度に移ることに

なるが、障がいがあって申請して入った人については、入りたくないと言えば移らな

いこともできるということ。これは、後期高齢者医療制度では一人一人に保険料がか

かり、それほど医者に行かないといった人については、移らない方がいいという判断

もあり得るということで、選択の余地が残されたもの。

議長 付帯意見としては、これまでのご意見等を集約すると、収納率の向上、低所得者へ

の配慮、後期高齢者医療へのスムーズな移行への配慮、といったことになるかと思う

がどうか。

加えての意見等がなければ、税率の設定案については了承とした上、以上の点につ

いて事務局において文案整理を願いたい。
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次の議題、特定健康診査、特定保健指導について事務局説明を。

事務局 特定健康診査、特定保健指導に係る実施計画の策定が必要となっている。予算関連

で流動的な部分があるが、現時点での計画案について説明したい。

「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」となり、各市町村において

計画策定が義務付けられているが、背景としては、医療費が増大し、特に生活習慣病

に関わる部分が伸びてきていることから、生活習慣病及びその予備群を減少させて、

医療費抑制を図るということが根底にある。

健康診査で新たに腹囲を測るという項目が追加され、他の健診結果と合わせてメタ

ボリックシンドローム、または予備群となった人について保健指導を行っていくとい

うのが大まかな内容。計画は 5年間が一期となり、その後見直しが入る。

本市の現状であるが、国保加入者は、17年度から 18 年度にかけて 1, 060 人減少し

ている。少子化の影響があると思うが、団塊の世代含めて退職被保険者は増加してき

ている。医療費は、16 年度から 17 年度に 9.7%伸びたのに対して、診療報酬のマイナ

ス改定で 18 年度は 1.94％の伸びにとどまった。金額にすると約 1 億 5,200 万円であ

るが、これが 3％、4％となれば、金額も相当なものになる。一人当たりの医療費では、

18 年度の本市国保の場合 250,668 円。これは国平均を 2,786 円、県平均を 744 円それ

ぞれ下回っている。

健康診査の状況としては、18 年度の「基本健康診査」受診率が 39.5%。その結果、

要指導、要医療の合計は全体の９割を超えるが、これは、そもそも現在治療中の人が

多く受診しているということがある。

これらを踏まえた本市の目標値であるが、20年度の特定検診受診率は 45％を目標に

したいと考えている。これは 18 年度基本健康診査の受診率 39.5％をもとに、一定の

改善を意図するもの。また保健指導の受診率については 10％。健康診査受診者中で問

題のあった人のうち、10％に保健指導を実施していきたいという内容である。5 年後

の 24 年度では、特定検診受診率が 65％、特定保健指導受診率が 45％、メタボリック

シンドロームの該当者・予備群の減少率が10％と設定したい。国の基準が背景にあり、

これをクリアしないとペナルティがあるとされているため、なんとか 24年度の目標値

に向けて 20 年度から取組みを進めたい。なお、それぞれ人数にすると、20 年度特定

検診受診者数が 11,819 人、保健指導 281 人。24 年度では特定検診が 16,036 人、保健

指導が 1,710 人となる。

これまで基本健康診査は、「集団健診」が財団法人福島県保健衛生協会に委託、個別

の医療機関で受ける「施設健診」については、会津若松医師会に一本化して委託して

きた。20 年度以降も同様とする考えで現在協議を続けている。健診のやり方がこれま

でと大きく変わるということはないと思っている。実施時期、実施会場等は、決まり

次第明らかにしていきたい。

特定保健指導については、当面市保健師の直営対応で行っていく考えであるが、24

年度の 1,700 名余については無理もあり、将来的には委託を増やしていく必要がある

と考えている。保健指導の具体的な中身については現在協議中である。

あわせて、参考までに受診券の様式を示すが、これまでは市政だより等で受診等に
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係る周知を行っていたのに対して、今後は一人一人に受診券が届くことになるため、

ある程度受診率の向上が期待できると考えている。

湯田委員 健診は 75 歳以上の人も含まれるのか。

事務局 ここでいう特定健診等は、あくまでも 40 歳から 74 歳までの国保の加入者が対象で

あるが、75歳以上の人についても広域連合から事業委託がある見込みであることから、

国保加入者と同様の健診機会提供を行っていきたい。

議長 続いて、国民健康保険事業運営健全化指針進捗状況と今後の取り組みについて、事

務局説明を。

事務局 19 年 2月に、国民健康保険事業の運営方針となる会津若松市国民健康保険事業運営

健全化指針を策定したが、1年を経てその後の動き等を整理したので報告する。

まず 18年度の決算についてであるが、保険給付については前年度と比較して 1.94％、

金額で約 152 百万円伸びている。国保税の収入額は、18 年度決算額が 3,688,923,478

円で、前年度と比較し 2億 6,900 万円ほど増えている。これは 18 年度に国保税率の改

正があったことが影響している。収納率は、現年度分が 91.71％、滞納繰越分が 20.57％

で、全体では 74.82％になり、前年と比較して 2.94％伸びている。その結果、一般会

計からのルール外繰入金（例：17 年度 202,183 千円）が解消され、決算額の推移に記

載のとおり、18 年度は 40,182 千円の黒字となった。このうち約２千万円を準備金に

積み立てたため、現時点の準備金残高は約２千百万円となっている。

さらに、国保税率の見直しについては、今日までご審議をいただいたとおりであり、

概要を盛り込んでいきたい。

資格管理の適正化、収納率向上についても記載の通りであるが、収納率については

先ほどのご質問にもあった通り、調整交付金の減額に関係してくるため、18 年度

91.71％の現年度分収納率に対して、20 年度 92％を目標に向上を図っていきたい。滞

納人数は全体で 3,655 人。うち所得金額 0 の層が全体の 4 割となっているが、100 万

円以下に 25％、100 万から 200 万円の層に 22.95％、その他が 11％となっており、各

層にそれなりに滞納者がいるというような状況。年齢別にみても、50 歳から 59 歳が

27.8％、40 歳から 49歳が 19.7％と続き、各年齢層にそれぞれ滞納者がある。

医療費適正化への取組みとしては、主にレセプト点検調査の現状ということで示し

ているが、18 年度は 1.08％の財政効果率で、前年度比較で 0.02％伸びており、県内

平均を上回っている。国保連合会において 20 年度からパソコンでレセプトが見られる

ようなシステムを開発しており、この利用によって業務の効率化が図られると考えて

いる。

健康づくりの取組みの部分では、先ほど説明の特定健康診査等実施計画の内容に通

じるが、特に健診の現場において特定健康診査のほかに介護保険関係の生活機能評価、

さらにがん検診等が重なってくるため、受診者にとり無駄のない受診ができるような

体制づくりを、庁内国保年金課、健康増進課、高齢福祉課による推進会議を設置して

進めているところ。他には、ウォーキング事業について、19年度は東山地区、河東地
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区、北会津地区をモデル地区として普及拡大に取り組んできた。河東学園に設置され

たコミュニティプールは、平成 19 年 5 月の供用開始以降 12 月末現在の利用者数が

30,591 人、児童の利用を除いても 21,975 人ということで、さらに健康づくりへの利

用を進めたい。

その他の取組みとしては、都道府県が策定する医療計画及び医療費適正化計画に基

づいて必要となる対応項目、さらには市役所自体の取組みとして、市職員の要指導、

要医療者削減を先導的に進めることなどを盛り込んでいきたい。

湯田委員 医療費のお知らせのハガキがあるが、実際医療費の抑制効果はあるものか。

事務局 国民健康保険では年６回出しているが、例えば 10万円の医療費なら自己負担が 3万

円、残り 7 万円が保険から出ているということになるし、100 万円なら給付は 70 万円

ということで、国保税がこのように使われているという理解の助けにはなると思って

いる。さらに自分の受診の状況や回数も改めて確認することができる。

議長 医療費通知の事務経費と医療費減少分との比較などはできるものか。また、通知業

務は入札か。

事務局 医療費通知については、調整交付金に影響することもあって、しっかりと行ってい

るが、医療費との関係の検証は難しい。通知業務は、データ連携の必要上国保連合会

に委託している。

鹿又委員 ジェネリック医薬品を使いたい場合の手続きは。

事務局 18 年 4月に処方箋の変更があり、ジェネリック医薬品でも可の場合、その旨チェッ

クをする欄が新たに設けられた。なお、医師に直接確認しても問題ないと思う。ジェ

ネリック医薬品では対応できない場合もあるとは思うが、なお処方箋を確認いただけ

ればと思う。

湯田委員 後期高齢者医療制度で、社会保険の被扶養者だった場合は 4 月から 9 月までの 6 ヶ月

間は免除で、さらに 10月から翌年 3月までは 9割引というが、その分は各保険者が支援

金ということで拠出するのか。また、社会保険の被扶養者だけで、国保加入者は減額に

ならないのは不公平と感じるがどうか。

事務局 減額分は国が負担することとなる。社会保険の被扶養者だけかという点では、おっし

ゃるような指摘がなされていると聞いている。国保加入者については従来全員に均等割

がかかっていたからというが、なぜという指摘はあるようである。

議長 以上で本日の議事は終了する。


