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現在、委員定数１６名のうち出席委員は１１名であり、過半数に達し

ているので、この協議会は成立していることを申し添える。

次に、会議録の署名は船窪春子委員、渡部弘志委員の２名の方を指名

する。

それでは、議事に入る。はじめに、諮問案件の「会津若松市国民健康

保険税条例の一部改正」について事務局の説明を。 
国民健康保険税介護納付金課税限度額を現行９万円から１０万円に改

正しようとするものである。会津若松市条例の改正条文については、国

民健康保険税条例第２条第４項及び第１１条第１項である。

これは、地方税法の一部改正に伴うものである。現在、国民健康保険

税は医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分として課税されている。

医療分というのは、医療費に対して支出していく中心的な要素である。

後期分は、後期高齢者医療制度の会計の支援にまわるものである。これ

は、以前の老人保健制度へも支出していたわけであるが、後期高齢者医

療制度が始まってから明確に分けられたものである。介護分は、介護保

険を維持するために国保税として徴収し、介護保険会計の支援にまわし

ていくものである。

この改正の根拠となるのは、地方税法施行令第５６条の８８の２の改

正である。

介護納付金の対象者は、介護保険の第二号被保険者である４０歳～６

４歳までの方々である。この第二号被保険者の介護保険料については、

それぞれ加入している医療保険を介して徴していくこととなっているの

で、国保税の一部として課税する際の限度額を法令に沿って１０万円に

改正しようとするものである。

施行期日については公布の日から施行、適用区分については平成２１

年度以降の国民健康保険税から適用する。参考として条例改正が及ぼす

具体的な影響については、介護納付金の課税対象世帯（４０歳～６４歳

の方が含まれる世帯）は１１，２８９世帯、その中で限度額まで達して

いる世帯は４７３世帯、割合にして４．１９％である。今回、限度額が

変わることによって最大で１万円上がることとなり、影響総額について

は約４百１０万円程度と見込んでいる。

以上で説明を終わる。よろしく御協議をお願いしたい。

事務局の説明が終わったわけだが、質問等があれば。

附則のところで、この条例は公布の日から施行するとあって、適用区

分は４月１日からと遡って適用することとなっているが問題は無いのか。
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今回の改正は限度額を上げるという内容であるため、これが遡って適

用されるというのは問題ではないかという心配があるが、国保税の賦課

処分の時期は７月なので処分を遡るわけではなく、むしろその準備作業

として前段に当協議会でご審議をいただき、さらに６月の定例議会でご

審議をいただくという今回の流れが正当なものであると考えている。

今回の限度額の改正については地方税法の一部改正によるものだとい

う説明であるが、所得割・資産割・均等割・平等割については触れなく

ていいのか。

今回の改正については、所得割・資産割・均等割・平等割の算定方式

自体に変更はなく、算定した結果としての上限を変更するものである。

改正の趣旨は、税負担の公平性の維持および中間所得層の負担の軽減

を図るためということになると、所得の多い人はたくさん保険料を支払

わなくてはならないということになるのか。

今回の改正は、その意味になる。ちなみに、平成１９年度は国保会計

から介護納付金として支出した金額は約７億円であり、それに対して介

護分としての収入は６億８千万円程度で２千万円程足りていない。その

分については、医療分や市一般会計から補填せざるを得ない状況となっ

ている。そのため、今回約４百万円程度とはいえ、地方税法の改正に合

わせて限度額を上げざるを得ないという判断をしたところである。

所得の多い世帯は最大で１万円上がるということになるのか。

その通りである。現在、限度額９万円の対象世帯のうち最大で１万円

上がる世帯もあれば、所得に応じてそれ以下で収まるという世帯もある。

地方税法に合わせて、市の限度額も上げなければ違反ということにな

るのか。

市町村の判断で限度額を決めることが出来る。ただし、実態としては、

全国的にほとんどの自治体が地方税法の改正通りに限度額を上げる動き

である。ちなみに、県内では全市町村が限度額を引き上げるということ

である。

今回の限度額引き上げの背景には、介護報酬の引き上げというものが

あったのではないか。また、医療分の限度額を引き上げる動きもあるの

か。さらに、限度額を引き上げることによって滞納が増えるという収納

率の方にも影響があるのではないか。

国レベルで、介護サービス側の報酬への配慮という動きがあったので、

それにつながる要素もあったかもしれない。しかし、医療分の限度額を

上げるという改正の動きがあるかということについては把握していない。

また、限度額が上がることによって収納率の方にも影響があるのでは
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ないかということについては、重大なものとして受けて止めている。国

保税負担は軽いものではないと認識しているので、極力納税相談の機会

を充実させていきたい。

他に質問・意見等が無ければ、当協議会の答申内容としては先程諮問

された内容のとおりでよいか。

（異議なしの声） 
それでは、答申については本日の議事が終わるまでに事務局において

書面での作成をお願いする。議事が終わった時点において委員の皆様に

提示し、確認後に答申したい。

続いて、「会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針について」事務

局より説明を。 
会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針の進捗状況と今後の取り

組み２００８について説明をする。

この指針は、平成１９年２月に国保税の適正賦課と収納率向上への取

り組み、医療費適正化、健康づくりへの取り組みなどを柱として、国保

財政の収支不均衡を改善するために策定したものである。

はじめに「保険給付費の推移」については、１９年度は対前年比で３．

４５％の伸びを示しているが、概ね想定の範囲内であった。「国保税収入

額の推移」は、１９年度は対前年度比０．０９％とほぼ同額で横ばいで

あった。「国保税収納率の推移」は、１９年度は全体で対前年比１．０３％

の増、現年度分については０．４１％、滞納分については０．５０％の

増と近年三ヵ年は着実に収納率を伸ばしてきている。しかしながら、１

９年度は約９千万円の基準外繰り入れが発生した。

平成２０年度の国保財政については、保険給付費は１％程度減少する

見込みである。その一方で、比較的に収納率の高い傾向にあった７５歳

以上の高齢者が後期高齢者医療制度へ移行したことなどにより、収納率

については低下する見込みである。また高額医療費共同事業や保険財政

共同安定化事業において、拠出金が交付金を約２億円上回ったため、国

保財政に収支不均衡をもたらす結果となった。従って、一般会計からの

基準外繰入れを避けられない状況にある。

次に、国民健康保険税の適正賦課と収納率の向上についてであるが、

国保税については２年ごとに税率を見直す方針としているので、本年度

において２２年度の税率改定について当運営協議会で審議いただく考え

である。

「収納率の向上」については、現年度分（一般被保険者分）の収納率

の目標値を９２％以上としている。これは、現時点での国の財政調整交



付金の算定において、現年度分の収納率が９２％以上であれば、算定後

の調整交付金が減額されないこととなっているため目標として定めたと

ころである。１９年度においては、退職被保険者分を含めた現年度分と

しては９２．１２％と目標を上回っているが、一般被保険者分としては

目標値に届いてない状況である。ただ、滞納繰越分については収納率２

０％を超えれば財政調整交付金の減額率が２％縮減されることとなって

いるため、１９年度の滞納繰越分は２１．０７％なのでこれに該当する

ことになる。

次に、滞納分析であるが、まず所得金額別の滞納人数の割合では、所

得金額０円の階層が３７．２８％、１００万円以下が２６．９７％、１

００万円～２００万円が２４．３６％、２００万円以上が１１．３９％

であり、必ずしも所得の低い方に偏っているのではなく、それぞれの階

層に一定の割合で滞納者が存在している。また年齢別では、５０歳代が

２７．８３％と最も高く、次いで４０歳代が２０．４％と続いている。

なお収納体制については、全国的には国保税（料）の収納をコンビニ

エンスストアなどに委託している自治体も増えてきている。また多重債

務者を支援することで、過払金を国保税に充当するということに取り組

んでいる自治体も出てきている。本市においても消費生活相談の中で対

応している状況であるが、今後も市税担当部局で連携を図り様々な対策

を検討していく。

続いて、医療費適正化への取り組みを説明する。まず、レセプト点検

については財政効果率が１％を超える自治体が優良と言われているが、

本市においては１６年度以降１％を超えている状況である。平成２０年

度には、従来の臨時職員による点検体制を非常勤の「診療報酬明細書点

検専門員」とすることで点検体制の強化を図った。また、国保資格喪失

後受診による保険給付費の返還を着実に進めるとともに、資格管理でも

適正な事務処理を心掛け、医療費の適正化に努めている。

次に、健康づくりへの取り組みについて説明する。平成２０年度から

は、従来の健康診査から特定健康診査に変わり、それぞれの保険者が実

施するという形になった。２１年３月末現在の受診率は３６．７％であ

り、全国平均を１０％程度上回っている状況だが、本市の計画において

目標として定めた４５％には届いていない状況なので、今後更に受診率

を上げる取り組みを強化していく。なお、年齢別・性別の受診状況では、

若年層及び男性の受診率が低い状況にある。また、特定健康診査の結果、

メタボリックシンドローム該当率は１６．３９％、予備群の該当率は１

４．３８％であり、合わせると３割を超える結果となっている。昨年度
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の実施結果を踏まえながら、メタボリックシンドロームの削減に努め健

康づくりを図っていく。その他の健康づくりとしては、引き続きウォー

キング事業の普及拡大や「河東学園小学校」のコミュニティプールを利

活用した取り組みも進めていく。

その他の取り組みでは、県の「医療費適正化計画」と整合性を図ると

ともに、各事業所に対する健康づくりへの取り組み強化等の要請を行っ

ていく。また、それに伴い市職員自らも積極的に健康づくりへ取り組ん

でいるところである。なお、ジェネリック医薬品に関する情報提供につ

いては、利活用に関する課題を踏まえながら情報提供のあり方について

各関係機関との協議を進めていく。

続いて、これらの取り組みを元にした国民健康保険給付費の見通しを

説明する。平成２０年度は、前年度比で１％程度保険給付費が減少して

おり、医療制度改革の効果が一定程度現れていると言える。ただ、今後

の推計に当たっては１人当たりに要する医療費は年々上昇していること

などを踏まえ、２１年度は前年度比４．１３％、その後も３．１％程度

の伸びを見込んでいる。国保財政収支の見通しとしては、国保税率を現

行税率のままとし、保険給付費を先程のとおり増大していくと見込んだ

場合、厳しいながら収支均衡の範囲の中での運営が可能と考えているが、

仮にインフルエンザ等の感染症が大流行するなど他の要素等が加わるこ

とで収支均衡に大きな影響を及ぼすということも十分あり得ると考えて

いるところである。従って、今後も国保税率の適正化はもちろんのこと、

収納体制の更なる強化、健康づくりなどに取り組んでいくことが重要で

あると考えている。

質問等あれば。

資格証を交付されている滞納世帯の中に子どもがいた場合はどのよう

にしているのか。

納期限から１年以上特別な事情もなく滞納すると、保険証の代わりに

資格証明証を交付することになり、医療機関の窓口では一旦全額自己負

担となって、後日申請により患者負担分を除いた額を払い戻しするとい

うことになる。このことに関しては、先ごろ景気の動向もあり中学生以

下については区分して保険証を交付するという制度面での配慮が加わっ

た。なお、従来から本市においては子どもがいる世帯に対しては資格証

明証を交付するということはしていなかった。

事情があって滞納している世帯と支払能力があるのに滞納している世

帯でも中学生以下の子どもに対しては同じ扱いなのか。

子どもに関しては同じ扱いである。滞納者に支払能力があるか否かに
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ついては納税相談などを通して現場で判断していくしかないと考えてい

る。

他に質問等がなければ、「平成２１年度特定健康診査事業等について」

事務局より説明を。 
平成２１年度の特定健康診査等、各種健診について説明をする。

まず、胸部検診・肺がん検診・胃がん検診・大腸がん検診の各種健診

における検査内容・検診方法・自己負担費用額等については別紙お知ら

せのとおりである。

特定健康診査については、それぞれの保険者が検診を実施するという

ことになっていることから、国民健康保険加入者については市が実施す

るということになる。対象者は、４０歳から７４歳までの人となる。検

査内容としては、身体計測・腹囲測定・尿検査・血液検査等である。ま

た、対象者へは特定健康診査の受診券を６月下旬に送る予定である。な

お、後期高齢者や４０歳以上の医療保険未加入の人を対象として、同じ

検査内容で健康診査を実施することになっている。

また、６５歳以上の人で生活機能評価受診券が送付された人を対象に

生活機能評価を実施する。これは、身体計測・血圧測定・血液検査・心

電図検査等など主に介護保険に関連する検査内容となっている。

その他、肝炎ウイルス検診・歯科検診・女性検診等についても、案内

のとおり実施することとなっている。

また、集団検診の日程等については、案内において日程及び会場が特

定されているが、同会場で胸部検診・肺がん検診・胃がん検診・大腸が

ん検診・肝炎ウイルス検診・特定健康診査・健康診査・生活機能評価を

受けることが出来る。 
施設健診については、指定医療機関において受けることができるが、

医療機関によって受診可能な検査内容が違うので希望する検査内容等に

応じて受診者が直接指定医療機関に申し込むことが必要となってくる。

特定健康診査・健康診査に関しては、医療保険未加入の生活保護世帯

の人・後期高齢者で健康診査と生活機能評価を同日に受診する人・市県

民税が非課税の人は自己負担額が無料になる。

質問等あれば。

昨年度も社会保険等の被扶養者の人は市の特定健診を受けられたのか。

社会保険等の被扶養者の方であっても、受診券があれば受診すること

が出来た。 
昨年度は、一部事業主が特定健診の受診券を出していなかったという

話を聞いたことがある。平成２０年度は、４０歳代の受診率が７．０４％
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ということだったが具体的に受診率を上げる取り組みというのはあるの

か。

受診率を上げるための取り組みとしては、広報紙等を通して周知徹底

を図っていくことはもちろんのこと、年度途中に未受診者に対しては個

別に案内等を一人一人の手元に届けるようなことを考えている。

それは、昨年度も実施していたのか。

平成２０年度については、未受診者に対する個別の案内というのは実

施していなかった。昨年度は、年度途中に市政だよりに再度掲載しただ

けに止まっていた。

特定健康診査になって、心電図検査がなくなってしまったが心疾患の

病気も多いので取り入れるべきではないか。

心電図検査については、国が定める制度上の必須項目になっていない

ことから実施していない状況である。しかし、医師が心電図検査を必要

だと認めた場合は受診することが出来るということから、本年度につい

ても同様の対応で実施していきたい。

集団検診に行ったら、どんな検診をやってもらえるのか。

問診の後、身体計測・腹囲測定・尿検査・血液検査を行っている。さ

らに、希望する人ということになるが各種がん検診等も受けることが出

来る。 
市民にとっては、どんな検査を受けることが出来るのかということが

重要である。そこが分かり難いから受診率が上がらないのではないか。

個別にどんな検査が受けられるかという案内は出すのか。 
一人一人にお送りする受診券の方に、具体的な内容については記載し

てある。

広報紙に折り込まれている「各種健診のお知らせ」には全て網羅され

ていて各自読めば分かる内容にはなっているが、中味が細かくて一般の

人には理解しにくいものである。もっと分かりやすい案内というのは出

来ないのか。

もう一点、本市の自己負担額の費用については、県内各市町村と比較

してどうなのか。

まず分かりやすい案内という件に関しては、今後も努力していく。ま

た費用については、昨年度調査した時点では本市は標準的な設定となっ

ている。

全般的なことになるが、一般的な市民は市政だよりを細部まで読んで

いる人は少ないということを認識していただきたい。もっと、区長や高

齢者等を通して口コミで広げるような努力をしていただきたい。
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他に質問等あれば。

平成２０年度の特定健診の受診者は、約９，２００人ということであ

ったが対象者は何名だったのか。

対象者は、２万７千人弱であった。

集団健診の会場内の案内図や順路等などが案内の中にあれば親切だと

思うので提案させていただきたい。

がん検診については、国民健康保険に加入している人に限らず受診す

ることが出来るのか。

特定健康診査・健康診査以外のがん検診については、加入している医

療保険の種類に関わらず受診することが出来る。

それでは議事を全て終了したので、議長の任務を解かせていただく。

円滑な審議に、ご協力いただき感謝する。

ここで、佐原副会長から健康福祉部長へ答申（答申書朗読、手渡し） 

上記の会議録が、平成２１年５月２２日に開催された、平成２１年度

第１回会津若松市国民健康保険運営協議会の記録に相違ないことを証明

するために署名する。

平成 年 月 日

会津若松市国民健康保険運営協議会

副会長

委 員

委 員
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