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平成２０年度 第１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２０年１１月１７日（月）午後１時３０分～午後３時３０分

２．場所 ： 市議会第２委員会室

３．諮問 ： (1)会津若松市国民健康保険税条例の一部改正（案）について

４．報告 ： (1)平成 20 年度特定健康診査等事業について

(2)平成 19 年度国民健康保険特別会計決算について

出席者 （敬称略） 委員 鹿 又 正 明 （会議録署名委員）

委員 照 井 富 子

委員 武 藤 洋 一

委員 物 江 利 雄

委員 湯 田 和 夫

委員 加 藤 道 義

委員 佐 藤 惇

委員 石 田 高 俊

委員 関 孝 一 （会議録署名委員）

委員 下 村 幸 仁 （議 長）

委員 佐 原 秀 昭

委員 渡 部 耕 三 （以上 16名中 12 名出席）

事務局出席者 会津若松市長 菅 家 一 郎

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

医療給付グループ副主幹 林 智 子

窓口グループ副主幹 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 山 内 斉

医療給付グループ主査 鈴 木 恵 美
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議長 委員定数１７名中出席委員は１２名で、過半数に達しており、協議会が成立して

いる。会議録署名人を鹿又委員、関委員のお二人にお願いする。ご承認を。

まず、諮問の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 内容は二点。一点目は国民健康保険運営協議会委員定数の改正である。

現在の委員定数は、(1)被保険者代表委員、(2)保険医・保険薬剤師代表委員、(3)

公益代表委員が、法令により同数とされていることから各５人、また「加えること

ができる」とされる(4)被用者保険等保険者代表委員が２人となっている。合計１７

人であるが、これを１７人「以内」と規定しようとするもの。

被用者保険等保険者代表委員２人のうち、１人は健康保険組合分野から推薦をい

ただき、市内の三菱伸銅健康保険組合の方にお願いをしてきた。もう 1 人は、政府

管掌健康保険から、運営主体である社会保険庁の出先となる会津若松社会保険事務

所長にお願いをしてきたが、こちらについては、組織の改変等も絡み、ご当人が７

月末に退職をされており、以後、委員としては空席になっている。

医療制度改革に関連してこの 4 月に退職者医療制度が原則廃止となったことがま

ず背景にあるが、そもそも被用者保険等保険者代表委員を加えることができるとさ

れたのは、20 年以上前に退職者医療制度ができたことによる。被用者が退職後国保

に入ることでお年寄りが国保に集中し、医療費負担に不都合が生じることから、一

定条件の退職者については、若いときに所属した社会保険サイドから費用負担がな

されるという財政調整制度が連動している。この制度ができた段階で、被用者保険

の保険者代表も入れることができるとされ、この 2 人にお願いしてきた経過にある

が、今回の医療制度改革の中で、4 月に退職者医療制度が原則廃止となった。もう

一つは、政府管掌健康保険が、報道等にあったとおり、全国健康保険協会管掌健康

保険、通称「協会けんぽ」に変わった。以前の政管けんぽは、各地域の社会保険事

務所が窓口になっていたが、年金問題等が絡み、社会保険事務所は年金事務に集中

することとなり、医療保険事務は社会保険事務所からなくなった。協会けんぽの事

務は、福島市の事務所に移管され、併せ、社会保険事務所のこれまでの各市町村国

保運営協議会に関するかかわりについては、今後辞退するという考えが社保庁から

示された。さらには、今後医療制度改革の中で、後期高齢者医療制度の大きな見直

しとともに、国保制度も都道府県の枠に収めて行くような厚生労働大臣私案もある

ということで、今後も大きな変動の余地が考えられるので、これまで 17人としてい

た定数については、17人「以内」とし、今後枠組みの変化があっても、ある程度対

応できるような形にしたいというのが今回の改正案の内容。今皆様にお願いしてい

る委員としての任期は今年の 12 月末なので、この任期の満了に合わせて、次期委員

からこの改正案に沿って新たな委員をお願いして行きたいと考えている。

二点目が出産育児一時金支給額の改正。

これも医療制度改革にかかわる内容。これまで被用者保険では法令で 35万円と額

を規定し、国保もこれに合わせる形で同額を条例規定し、全国的にほぼ一律支給さ

れていたところ。これが今回 3万円上がる方向になったため、これに連動するもの。

理由は、一つは市民・国民としての公平を保とうとする意味。もう一つが 3 万円と

いう額の理由になるが、分娩時に児が脳性まひとなる事故が発生した場合、医療の



3

過誤の有無に関わらず補償して行くことによって、出産をめぐる様々な負担を回避

し、産科医療環境の改善を図る意味で、「産科医療補償制度」という保険事業が始ま

ることとなった。3 万円は 1 月から始まる保険料相当分。医療機関から制度のほう

に保険料として支払われるものが、現実的には妊産婦が負担する分娩費用の一部と

なると考えられることから、出産育児一時金として 3 万円を加算するという考え方

になる。なお、一定条件下で 3 万円加算としているのは、この制度に加入する医療

機関等における分娩に限るという意味。この制度準備が国レベルで急ぎ足で進めら

れてきた関係で、10月末段階でこの制度に加入する全国の分娩医療機関は 95％ほど

で、残る５％ほどはまだ制度に加入していないので、区別の必要が出てきている。

具体的には、条例施行規則にこの条件をうたうことになる。勿論国では 1 月のスタ

ートに向けて鋭意作業を続けており、結果的に 100％に近づいて行くとは思われる。

これに係る予算への影響は、改正での変動を踏まえても、当初予算の範囲内で間

に合うと見込まれるため、補正予算措置は不要と考えている。適用は 21年 1 月 1日

以降の分娩からとなる。

議長 説明が終わったが、まず一点目の委員定数の改正について、意見を。

湯田委員 特に支障はないと思うので、改正案は妥当と思う。

議長 17 名「以内」ということだが、今後 17名に戻すような見通しはあるのか。

事務局 特にない。一方で、今回社会保険サイドの委員を明確にはずした自治体もあるよ

うである。本市としては敢えてこれを０にする必要もないと考えたが、協会けんぽ

からのご出席含めて 17 名が必要ということでもないと考え、「以内」という柔軟な

形にした。仮にどうしても意見が必要という場合は、委員として委嘱をしなくても、

別の規定の中で、意見をいただく意味の出席を願うことが可能なため、「以内」とい

う形で今後もカバーできると判断した。

武藤委員 社会保険事務所の名称は変わったのか。

事務局 名称はそのままだが、健康保険関係業務がなくなり、現在の年金記録問題等含め、

年金業務に集中する形となった。

湯田委員 今までの政管健保の窓口機能は全く残っていないのか。

事務局 今までのことがあるので、窓口で全く知らないということにはならないと思うが、

事務的には各県に一箇所、福島市の協会けんぽの事務所に移った。

湯田委員 直接関係はないとしても、事業所において支障を来たすことはないものか．．．

加藤委員 この件は、社会保険庁を解体するということから始まったわけであり、現在社会
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保険事務局というのが福島にあるが、そこが各社会保険事務所の統括事務所になっ

ている。そこから健康保険事務が離れて、いわゆる協会けんぽになるということ。

武藤委員 協会けんぽの事務所というのは福島にあって、支部的なものはないと？

事務局 全国健康保険協会はいわゆる公法人として本部が東京にあり、各都道府県に一箇

所出先が設けられた。福島県では福島市になるが、そのさらに細かい支所というの

はない。こういった体系の中で、各協会けんぽ加入事業所が、福島の事務所とやり

とりをしながら、関係する事務をしていくということになった。

渡部委員 全体で 17 人「以内」とする際、(1)から(4)の各区分は無しになるということなの

か、確認したい。

事務局 17 人以内とする一方で、法令にいうとおり(1)から(3)の委員を同数とする規定を

加えることによって、これまで同様、各同数になるような仕組みとしている。

議長 確認するが、(1)から(3)の委員が仮に各 2 人ならば(4)が 11 人ということもあり

得るということか。

事務局 基本的には、現状各 5 人が割り当たっている(1)から(3)の委員が軸となるので、

それが比較少数になるということは現実的にはないと考えている。

関委員 結局、被用者保険の社会保険事務所サイドの動きに対応した、連動措置的な意味

かと思う。今後、何かあった場合は協会けんぽから出席願い、意見をお聞きするこ

とも可能ということなら、理解できる妥当な案と思う。

武藤委員 (4)の区分を 2人「以内」とすることではどうなのか。

事務局 それも可能ではあるが、条例というのはある程度慣用形等を踏まえるものであり、

今回の内容は、そうした検討を経たもの。ご指摘のとおり、各５と規定しておいて、

２だけ「以内」とすることも可能ではあるが、より一般的なのがこの案のような形

であると、検討の結果判断したところ。

議長 一点目については改正妥当という議論であったと思う。当協議会として諮問どお

り了承することとしてよろしいか。 （異議なしの声）

では、二点目の出産育児一時金について協議願いたい。

湯田委員 産科医療補償制度について、保険内容、補償条件、保証金は一時金か分割かなど、

もう少し詳しく説明願いたい。

事務局 背景は、産科医不足等が心配される産科医療環境改善のための国レベルの政策。
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制度の運営組織として、財団法人日本医療機能評価機構があたることとなる。これ

は 10 年ほど前にできた、医療機関の機能の客観評価等を行う第三者機関であるが、

これを運営組織として関係事務が動いて行く。掛け金は１分娩あたり 3 万円。これ

は、事故の発生率や、必要な補償金の額等を踏まえて、どの程度保険料が必要か割

り出されたものと思うが、対象となる補償金額は 3 千万円という設定になっている。

一時金として 600 万円、以後 20 回に分けて年額 120 万円、合計 3千万円の総額とな

る。事故・障害の中身等で条件付けされてくるが、大枠としてはこのような内容。

議長 3 万円そのものは、本人即ち国保被保険者が医療機関に払うのか。現行の分娩費

用支払いでも、保険支給される出産育児一時金と別に、種々の共済的な手当てがあ

って、その結果として、35 万円を実質上回る出産費用の負担に対応できているとい

う実態があると思う。今回の 3 万円が補償制度のほうに回らずに、分娩に係る諸費

用に充てられてしまうような懸念がないか。

事務局 おっしゃるとおり、分娩そのものは一律 35 万円とは限らず、より安いこともあれ

ば、高いこともあろうかと思う。しかし、現行の一時金 35万円は、実際バラツキが

ある分娩費用の中で、中庸的な金額として設定されたものと考えられ、それはそれ

とする一方で、新たに分娩医療機関が保険機構に収めていく 3 万円を、実質的に負

担することとなるであろう妊産婦に対し、一時金に加算して支給するというのが国

の考え方。従って、補償制度に加入した医療機関が掛け金を払うのは、妊産婦側の

費用負担以前の大前提となる。

議長 実際に分娩によって脳性まひとなる人の数に対し、一律 3 万円の保険料が国全体

でどの程度になって、3 千万円の補償金の支払い含めてどのように運用されていく

のかといったところがはっきりしないように思う。医療機関そのものは、現行の制

度の中で苦労が多く、十分な産科医療ができないという問題があって、その対応策

としてこの制度が考案されたというのは私も評価するし、必要と思うが、お金の流

れがはっきりしないと、産むほうも懸念は残ると思う。

事務局 示されている情報に限りはあるが、補償を必要とするケースがどれだけあって、3

千万円という補償金額に対してどの位の掛け金の額が妥当なのか、これまで専門的

な計算がなされたと思う。今後、事故の発生率等、具体的に見えてくる要素に応じ

て掛け金も調整されて行くであろうし、補償金そのものも見直しがあり得るとされ

ているが、あくまで現時点での推計に基づいて、国レベルでの専門的な調査準備の

結果、設定されてきたものと考えている。

議長 例えば、産科医療体制の充実といったところにも多少お金を投入しながら、産む

ということに対して総合的にサポートをしていくような方向性はあるか。

事務局 医療事故に係る補償の意味合いに加え、原因究明等を踏まえて、より大きな意味

で産科医療環境そのものを改善して行くという方向性も含めた補償制度という風に
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説明されている。

湯田委員 補償の範囲だが、未熟児として生まれた場合とか、先天的な原因の場合は対象外

で、あくまでも分娩による脳性まひということか。

事務局 今後、政令規定の中で具体的に確定してくる内容になるが、ご指摘のとおり、分

娩には直接関係ない、例えば未熟児等の場合は対象にならない。

湯田委員 補償金の一時金と年間 120 万円、これらは課税対象か。また、この制度で訴訟に

発展するようなケースは減るのか。

事務局 税については確認の上、改めてお知らせしたい。訴訟回避という点ではそもそも

そういったことも意図されたと理解する。皆無になるかといえば、いろいろなケー

スがあろうから、一概には難しいとしても、そういったものを減らすことで産科医

の負担を減らし、数の減少を押し止めるという方向での効果はあると考えられる。

湯田委員 一時金について条例を改正しても、現予算の範囲でできるということだが、資料

のこれまでの傾向からすると、むしろ 250 万円位の不要額が発生するように読める。

減額補正をしてもいいのではないかと考えるがどうか。

事務局 ご指摘に関してはそのとおり。ただし国保特別会計の運営に当たっては医療費と

いう非常に大きなお金の動きがあり、今後のインフルエンザの流行等、予想が難し

い面もある。一般的には、そうした大きな枠の中で年度末に向けて動向を見極めて

いくべきものと考え、個別にこの部分だけでの補正措置を講じるという考えはない。

湯田委員 新聞で、地域ごとに異なる出産費用の実態を反映させ、都道府県別の額設定とす

る考え方があるという記事を読んだ。併せて一時金の支払い方法も見直すというが、

今回の 38万円が今後減る場合もあるということか。

事務局 今後の流動性がないわけではないが、国がいろいろと動きつつある情報を出して

きている面がある。厚労大臣は、出産に関しては負担や心配をかけないようにした

いといっており、その一環として来年度は全妊婦健診に公費負担するとしている。

出産費用についても現物支給として、現在一旦本人が払っているものを払わずに済

む方法にすべきだという。具体的にそれが実現できるかは今後の問題であるが、そ

ういった中の情報の一つと理解すべきかと思う。

議長 市全体として少子化に歯止めがかかるように、こうした制度と併せて、福祉政策

全体の中で努力いただきたい。

これまでの議論で、二点目の出産育児一時金についても特段の反対意見はないよ

うに思うが、諮問どおり了承することとしてよろしいか。 （異議なしの声）

続いて、報告案件「平成 20 年度特定健康診査等事業について」事務局説明を。
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事務局 これまで市で実施してきた基本健康診査が、本年度から特定健康診査となり、実

施主体も各医療保険者となった。健診の目的も、これまでは病気の早期発見にあっ

たが、特定健診においてはメタボリックシンドロームに着目した健診内容として、

問題のあったケースについて保健指導により生活習慣改善を行い、脳梗塞、虚血性

心疾患といった大きな病気の原因となる生活習慣病を減らそうという方向に変わっ

てきた。本年度、本市が国保保険者として特定健診を実施してきた結果について、

以下に報告したい。なお、今年度の集団健診は先月 24 日に終了しているが、医療機

関等で受診できる施設健診については、今月の 29 日までの実施期間となっているの

で、確定値でなく見込み値になっている部分がある。予めご了承を。

まず、実施期間は前年度に比較して１～２ヶ月開始が遅れ、7 月からの開始とな

った。これは、自己負担額等を記載した受診券が必要となる関係で、自己負担額を

確定させるために、市県民税の確定を待たなければならなかったという事情による。

21 年度についても同様に 7月からの実施となると考えている。

続いて対象者数。国規定では年度末までに 40 歳から 74 歳に到達する被保険者を

対象とするとしているが、もう一つ、4 月 1 日時点でその健康保険に加入している

という条件がある。これによると年度途中で国保に加入した人が健診を受けられな

くなってしまうので、市としてはこれも、申請をもとに任意で受診券を交付し、健

診の機会を提供してきた。10 月末現在で受診券の総交付枚数は 25,228 枚。うち 4

月 1 日現在で国保資格を取得していたのは 24,682 名。受診状況は、集団健診は 10

月までの確定数で 4,527 名。施設健診の 10、11 月については数字が確定していない

が、見込み数で 4,867 名となっている。

当初計画では受診目標を45％に設定していたが、本年度の受診見込みは9,394件、

38％台に止まる見込み。集団健診では前年度の国保加入者の受診数と比較し伸びて

いるが、施設健診は減っている。原因は受診期間が短くなったということがある。

もう一つは、以前は受診券がなくても、ついでにという受診もあったが、今年から

は受診券が必要になったということで、忘れていって健診が受けられなかったり、

紛失してそのままになったりという場合もあると捉えている。次年度は、受診券が

必要という旨の周知徹底をし、受診率向上に努めていきたい。

次に特定保健指導状況。7、8月の健診結果をもとにしているが、メタボ該当者数

は 3,109 名の受診者中 507 名で 16.3％。予備群は 384 名で 12.4％。保健衛生協会デ

ータでは、会津若松市の該当率は県平均より若干低い。特徴的な点は、女性に比べ

男性の該当率が非常に高いことで、2倍以上。1人あたりの医療費も同様となってい

る。今後、メタボ改善率が医療費の抑制にどの程度効果が出るか、また年代別や疾

病別等に分類してメタボ該当の傾向を分析した上で、効果的な保健指導につなげて

行けたらと考えている。保健指導レベル判定は、生活習慣病の発症レベルに応じて

積極的支援、動機付け支援という 2 通りに分類されている。現在治療中の人は対象

外となるので、判定の人数よりはかなり少なくなっている。この該当者には、市か

ら特定保健指導の利用券・案内を出し、希望者に保健指導を実施して行く予定。今

年度の集団健診では、各会場で受診者一人ひとりに保健師から保健指導を独自実施

しており、生活習慣病の予防改善等の必要性について、一通り指導を行ったところ。
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議長 説明が終わった。何かあれば。

湯田委員 今月で期間終了となると、目標の受診率に対して現在の数値、38％程度でほぼ終

わってしまうのかと思うが、これは昨年と比較してどんな状況か。また、受診率が

あまりにも低いと、後期高齢者支援金のペナルティを課せられるというが、その辺

はどうなのか。

事務局 昨年の国保被保険者受診率は 35％台なので、国保としては 3％程度伸びている状

況。後期高齢者支援金は、受診率だけでなく特定保健指導でメタボ該当者をどれだ

け減らせるかも勘案される。結果が良ければ逆に支援金は安い金額で済むというこ

ともあるので、5 年後に向けて何とか成果を高めて行きたい。

湯田委員 健診の自己負担が、生保世帯と住民税非課税世帯以外は、後期該当者でも 1,000

円かかったが、昨年までは 70 歳以上の基本健診は無料だったのでは．．．

事務局 自己負担以外に、対象年齢も 35 歳からだったのが 40 歳からとなるなど、変わっ

た点がある。自己負担については、非課税世帯は無料で据え置き、それ以外は施設

1,200 円、集団が 1,000 円の自己負担をいただくこととした。保険者事業とされる

中で、一定の利用者負担を設ける必要があると判断したもの。

湯田委員 後期該当者は、自己負担に見合った分を補助するといったことはないのか。

事務局 後期高齢者医療は保険者が広域連合であり、広域連合としては 1,000 円自己負担

の前提で事業化してきているので、会津若松市としてはそれに従ったところ。広域

化の流れの中で均衡の問題があると考えた。

湯田委員 他市の場合はどうか。

事務局 中には独自に無料化しているところ、500 円のところ等があり、すべて統一され

ている状況ではない。

湯田委員 そういう面で、有料化が受診率に影響しているのかも．．．

議長 保健指導含め、今後どの程度実績が上がるかを見て、市としても何らかの打開策

を考えざるを得ないということか。まだ初期ということで推移を見極める必要はあ

ろうが、ペナルティが課せられることを考えれば、少し独自に負担しても受診率を

高めていくというほうが得策ということが出てくるかも。

事務局 ペナルティの考え方自体に各自治体の反発も多く、変更の可能性もないわけでは

ないと考えているが、今後ご指摘のような点も踏まえて行く。
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武藤委員 後期高齢者医療制度が全面改正という話を聞いたが。

事務局 大臣私案としてそのような話が出て、多少衝撃が走ったようでもあったが、制度

自体に反発が多いということから、問題意識が示されたものと思う。基本としては

５年後に見直しをするというのが制度改革の考えだったが、それを前倒しして、今

後１年程度で国民が納得できるような形で大きな見直しをして行きたいということ

が政府方針として決まった模様。年齢を区切らないでの費用調整、国保保険者の枠

組み拡大等が検討項目として示されている。ハードルはいろいろあろうが、そんな

こと含め、今後 1年かけて大きな見直しが行われると伝えられている。

議長 続いて「平成１９年度国民健康保険特別会計決算について」事務局説明を。

事務局 歳入決算額は 13,142,296 千円 歳出が 13,137,510 千円 繰越が 4,786 千円とな

っている。

歳入の部だが、まず国保税は 18 年度と比較し 3,617 千円の増。収納率は現年度分

が 18 年度比較で 0.4％伸びて 92.82％。税率変更がなく、課税所得が減っている中

でも前年度を上回った。国庫支出金及び療養給付費等交付金は、18 年度と比較する

と、それぞれ約 2 億円の減、約 2 億 8 千万円の増となっている。一般的に勤めを辞

めた一定条件の人が国保の退職被保険者ということになり、その人たちの医療費に

見合う療養給付費等交付金が入ってくる。つまり 19 年度については、退職被保険者

に係る医療費が伸びたということ。一方で一般被保険者にかかる国からの支出金が

減っている。被保険者数自体が減ってきている中で、いわゆる団塊の世代の退職が

増えているので、国からのお金は減ったが、退職者分が増えている。共同事業交付

金は 6 億円ほど増えているが、18 年度は 10 月の制度開始以後の分の決算だったの

に対して、19 年度は１年分に伸びたということ。繰入金は前年度比 119 百万円増え

ているが、19 年度は基準外繰入金が 9千万円ほど発生したことによる。

一方歳出だが、保険給付費が 278 百万円増えている。医療費に相当する部分だけ

見ると 18年度比 3.45％の伸びだが、予算自体は 3.8％の増で見込んでいたのでその

範囲内で収まったことになる。保険事業費は、昨年の協議会でも報告したヘルスア

ップ事業等にとり組んだ経費も含まれている。諸支出金は 179 百万円減っているが、

18 年度繰越金の決算額 293 百万円のうち、2 億円ほどは前年度基準外繰入をした分

であり、その部分を一般会計に戻している関係で 18 年度の諸支出金決算額が大きか

ったということ。これらを受けて 19 年度は 4,786 千円繰越となったところである。

湯田委員 滞納状況について、件数、金額とも減っている。今後とも一層の努力を。

ここで、下村会長から健康福祉部長へ答申（答申書朗読、手渡し）
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議長 その他、何かあれば。

事務局 このところの報道でご承知のことと思うが、資格証明書のことで報告する。内容

は、子どものいる世帯で保険証がない、いわゆる資格証明書が交付されている世帯

が全国で約 18,000 世帯ある。子どもの数で言うと約 33,000 人と伝えられている。

資格証は、滞納者との接触機会を得る意味で、通常の保険証と引き換えに発行す

る、資格があるということだけを証明する証明書。それをもって医療機関に行く場

合は、一旦 10 割を窓口で払って、市町村の窓口で保険給付分である 7割を払い戻す

必要が出てくる。これに関して、簡単に本市の滞納状況をまず示す。16 年度から 19

年度にかけての滞納世帯数は全体で5千世帯台。現年度分だけを見ると3千世帯台。

年毎にそれぞれ幾分か少なくなってきており、滞納が若干ではあるが改善されてき

ている。しかしその一方で、短期証、資格証の発行はともに増えてきている。市の

臨戸訪問等の接触努力に対して、無反応の方が増えてきている実態がある。反応が

いただけないということに関して、どうしても資格証書を一旦発行する必要がある

というケースが増えているということ。ただし、新聞等で心配されている子どもの

医療受給については、本市の場合、緊急的な対応に間に合わない恐れがあることを

考慮し、高校生以下の子どもがいる世帯については、資格証明書の交付がない状況

となっている。法令上は、規定に応じた資格証明書の発行義務を市町村は負ってい

るわけであるが、個々のケースごとに様々な接触努力をした結果として、上述のよ

うな状況となっているので、ご報告したい。

議長 発行数増加の背景には経済状況もあろうかと思うが、会津若松市の状況を心配し

ていたところ。さらに言えば、福祉医療の対象者についても配慮が求められるので

はないか。自身の経験の中でも、そうした対策を講じるべきとする政策判断に関わ

ったことがあったが、重要な点と思う。

事務局 一つの情報としては、19年度 100 件の資格証発行があったうち、様々な接触の努

力に対して無反応者が 96 名であった。これが資格証発行の実態の一面であるが、今

ほどご指摘の福祉医療を受けている人、これは少なくとも何らかの市役所との接触

があると考えられるので、現実的には資格証発行をほぼ回避できているのではない

かと考えている。なお、改めての確認作業含めて、今後注意して行きたい。

議長 前回の税率改正答申の際も、低所得者に対する配慮を付帯意見としてお願いした

ところ。所得 200 万円以下の層の滞納が改善されていない様子が本日の資料から読

めるが、ここはいわゆるワーキングプアといわれる層でもあり、そういう方々は自

宅にも満足に戻れないといった就労環境の場合もあろうかと思う。そこはより丁寧

な対応で、資格証から脱するような方向へ目を配っていただきたい。

湯田委員 郡山市では今年度から国保税の資産割を廃止したと聞いた。資産所有者は固定資

産税を課されているわけで二重課税になると思う。本市の場合も廃止するなり、税

率を減らすなりできないものか。また、軽減割合を 6，4割から 7，5，2、割に変更
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したとも聞いたが、本市の場合はどうか。

事務局 郡山市の状況はご指摘のとおり。会津若松市は、先の税率改正のときに議論いた

だいたように、基本的には下げる方向とすべきという判断で、20 年度からは、従来

の 24.5％に対して 20％に下げたところ。一概に廃止となると他の部分に負担が行っ

てしまうので、精査する必要はあるが、今後も税率改正の際は同様の方向性をもっ

て、ある段階までは進むのではないかと考えている。

軽減については、6，4割、ないしは 7，5，2割という軽減適用のルールが、応益

割と応能割の税率のかけ方によって決まってくるが、本市の場合は、18年度の改正

でその辺の調整を図った結果、7 割引までの軽減適用ができることとなった。つま

り、既に会津若松市は 18 年度から 7,5,2 割の軽減適用ができており、今回の改正で

もそれを維持したところ。

議長 以上で議事を終了する。


