
平成２２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２２年５月１８日（火） 午後１時～午後２時

２．場 所 ： 会津若松市役所栄町第２庁舎２階会議室

３．諮 問 ： 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２０～２１年度国民健康保険事業の運営状況について

（２）平成２２年度特定健康診査事業等の取組みについて

５．委員会出席者（敬称略）

会 長 戸田 典樹（議長）

副会長 武藤 裕一

委 員 長谷川 慶一郎

委 員 湯田 学 （議事録署名人）

委 員 船窪 春子

委 員 阿達 勝

委 員 加藤 道義

委 員 星 智

委 員 長谷川 壮八

委 員 筒井 章 （議事録署名人）

委 員 関 孝一

委 員 佐々木 孝一

委 員 渡部 耕三

委 員 渡部 弘志

委 員 小柴 誠一

（以上１６名中１５名出席）

６．事務局出席者

会津若松市長 菅家 一郎

健康福祉部長 赤松 章光

健康福祉部企画副参事 加藤 明男

国保年金課長 長谷川 健二郎

国保年金課副主幹 小林 雄司



国保年金課副主幹 吉田 恵三

医療給付グループ主査 入岡 直子

窓口グループ主査 酒井 康之

医療給付グループ主事 渡部 史
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＜会長選出＞

事務局 平成 22 年度第 1 回目の国民健康保険運営協議会を開催する。初めに会長を選出し

たい。いかがお取り計らいすれば良いか。

武藤副会長 今まで会津大学短期大学の下村先生にお願いしてきた。今回も公益を代表して戸

田教授にお願いしてはどうか。

各委員 異議なし

事務局 それでは、会長に会津大学短期大学の戸田典樹先生にお願いしたい。拍手により

ご承認いただきたい。

（各委員から拍手・・・・戸田新会長承認される）

＜議 事＞

会長 議事に入る。出席委員は１５名であり、過半数に達しているため、ここに協議会

が、成立していることを報告する。

会議録署名委員については慣例により、会長の指名推薦としたい。

各委員 異議なし

会長 湯田学委員、筒井章委員を指名する。

それでは、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より説明を

お願いする。

事務局 国民健康保険税条例の一部改正（案）について２点説明する。

１点目は、国民健康保険税のうち、基礎課税分の課税限度額を現行の４７万円

から５０万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額を１２万円から１３万円に、

それぞれ引き上げたい。

２点目は、被扶養者であった者の国保税の軽減期間を当初は２年間の限定であっ

たが、これを当分の間継続するものである。

課税限度額は、地方税法施行令により課税の限度額を定めているが、同施行令の

一部を改定する政令が平成２２年３月３１日に公布、４月１日に施行されたため、

これに伴い市国保税条例に定める課税限度額を引上げるものである。

これは、被保険者の税負担の公平性の維持や、上限を引き上げることにより中間

所得層の負担を軽減する目的がある。

２点目の保険税軽減措置の継続は、被用者保険の被保険者が 後期高齢者医療制

度に移行することにより、新たに被用者保険の被扶養者から国保被保険者になる者

に国保税が課税されるため、これらの者の所得割、資産割については課税せず、均
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等割を２年間半額となる措置を講じてきたが、国は現在平成２５年度から後期高齢

者医療制度に代わる新たな高齢者医療制度の施行に向けて検討しており、これらの

軽減措置も、後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間継続することになった。

改正に伴う影響額は、平成２２年４月１日現在、２０，４０７世帯のうち影響を受

ける世帯が７４０世帯、３．６２％であり、年間 約１,５００万円の国保税収入

が増えると試算している。

会長 質疑を受け付ける。

（質疑特になし）

会長 当運営協議会の答申は「諮問どおり了承する」でいかがか。

各委員 異議なし

会長 答申書は、本日の運営協議会終了までに事務局において書面での作成をお願い

する。議事が終わり次第、委員の皆様に提示し確認後に答申する。

会長 それでは（二）平成２０～２１年度国民健康保険事業の運営状況について事務

局より説明をお願いする。

事務局 これまでの国保事業は、平成１８年度に策定した「国保事業運営健全化指針」

に掲げた４項目の取組方針を踏まえて、各種取り組みを進めてきた。

平成２０年度は、後期高齢者医療制度の開始により７５歳以上の約１２，５０

０人が後期高齢者医療制度へ移行したため被保険者数が減少した。また調定額が

約８億５千万円、１世帯当たりの所得金額が前年度比で４４，９１１円減少した。

長引く景気の低迷により１人当たりの所得金額も前年度比で２，５０６円減少

している。

国保税の収入額は、前年度比で約８億７千万円減少し、現年度分の収納率が、８

９．７１％であり、前年度比で２．４１％低下した。収納率の低下は、比較的収納

率の高かった７５歳以上の移行に拠るところも大きかったと考えている。

一方の保険給付費は、前年度比で１．０１％減少した。これは、高齢受給者自己

負担割合の２割への引き上げが凍結され、国が１割相当分を助成する措置を講じた

ためである。

平成２０年度は収支不均衡に陥ったため、一般会計から１億８千万円の基準外繰

入れを行った。

平成２１年度も厳しい運営状況にある。保険給付費は前年度比較で想定してい

た３％の範囲内に収まったものの、国保税収入や療養給付費等交付金の大幅な減

少により、収支不均衡の状況にある。

そのため２億５千万円の一般会計からの基準外繰入れを行う補正予算を計上し、

平成２２年３月２６日に専決処分とした。
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平成２２年度以降の見通しであるが、現在国は、新しい高齢者医療制度の創設

を検討しており、今年度中に方向性を示し、平成２５年度から新高齢者医療制度

が開始される見通しにある。

また県では、国保広域化等支援方針の策定に向けた準備を進めている。

国保事業は保険給付費が年々増加する一方で、高齢者や失業者などの低所得者が

多く加入する制度であるため、歳出の増大に見合う歳入の確保が困難であるという

構造を抱えていることから、今後も国県の動きを十分に踏まえながら対応していく。

会長 質疑を受け付ける。

加藤委員 療養給付費等交付金の減額内容は。

事務局 これは退職者等被保険者の保険給付費等に対する交付金であり、年度途中での

保険給付費の動向により概算払いされ、翌年度に精算される。平成２１年度の交

付金は、保険給付費の２億３千万円の減少に対し、約４億５千万円減額され交付

された。この大幅な減額が収支不均衡の大きな要因となった。

会長 平成２２年度特定健康診査事業等の取組みについて説明をお願いする。

事務局 平成２０年度の特定健康診査等の実施率は 目標率４５％に対して ３７．

５％ で目標を下回り、平成２１年度も同程度になる見込みである。

昨年１０月に実施したアンケートで、受診しない主な理由として、「現在通院し

治療中であるため」「時間がとれない」「健康に自信があるから」「検査や結果に不

安があるから」などの意見が寄せられた。

平成２２年度においては、以下の５項目を中心として取組んでいく。

１ 自己負担額を無料とする。

２ 実施期間の延長し、集団、施設健診とも６月開始とする。

３ 昨年度に引き続き、年度途中において受診勧奨を行う。

４ 集団健診会場において農家などの協力のもと、地元産野菜などを販売する。

これは「健康は食から」をコンセプトに、実費程度の価格で販売を行うもので

あり、受診率の向上とともに、食と健康を結びつけていく。

５ 地区保健委員会など関係団体へ出向き説明会を開催し、地域での周知をお願

いしていく。

なお平成２１年度の現時点における受診結果は、対象者２４，８５５人に対し、

９，３１６人が受診した。

会長 質疑を受け付ける。

長谷川（壮）委員 平成２２年度の目標率は。
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事務局 平成２４年度における国の指標が６５％であるため、平成２２年度は、５５％、

２３年度が６０％、２４年度が６５％と５％刻みで目標を設定している。

加藤委員 後期高齢者医療制度が平成２４年度までに廃止される見通しにあるが、平成２

４年度までに６５％を達成しない場合のペナルティ制度は継続されるのか。

事務局 後期高齢者医療制度に代わる新制度の創設により、国保制度も大きく変わる可

能性があるため、ペナルティ制度についても、変更が有り得ると考えている。

被保険者の健康を守るという視点で、受診率のアップを図りたい。

長谷川（壮）委員 特定健康診査の平成２０年度の実施率が３７．５％ ２１年度も同程度であり

上昇していない。目標達成は現実的に無理ではないか。

事務局 平成２４年度の目標値である６５％は国が示す指標である。未達成の場合のペ

ナルティもあり、計画策定の段階では指標どおりとする必要があった。

全国平均の実施率は本市を下回っており、今後の国の考え方を注視していく必

要がある。

しかしながら、国保の保険者としては、被保険者の健康を増進させていく責務

があることから、今後も実施率の向上のための取り組みを強化していく。

長谷川（壮）委員 もう少し広報に力をいれた方が良い。

事務局 個別に受診券やチラシを郵送しているが、今後も様々な機会を捉えて広報活動

に取組んでいく。委員各位のアイデアがあれば随時お聞かせ願いたい。

湯田委員 土日での実施により受診率も上がるのでは。

事務局 平成２０年度に一部実施したが、大きな効果はなかった。なお他市の事例もあ

ることから今後さらに検討していく。

赤松部長 特定健康診査等については、土日や夜間での実施も検討したものの、平成２０

年度ではさほどの効果が認められなかった。今年度は集団健診の会場で農家の協

力のもと、食と健康をコンセプトに、地産地消にもつながる野菜の販売を実施す

る。また今年度から国保年金課内に保健士を配置し、健康増進に向けて総合的な

対策を講じていく。受診率の向上につながることを期待している。

船窪委員 野菜等の販売に向けた準備や各関係団体への説明会などは進んでいるのか。

事務局 説明会は大部分の地区において終了している。野菜等の販売についても現在関

係団体等と出店に向けた協議をしている。
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長谷川（慶）委員 平成２１年度も実施率が３７．５％程度になるようだが、職業別の実施率等の

データはあるのか。農家と一般サラリーマン、公務員など職業によって健康に対

する意識が異なるのではないか。職業別の対応策も講じる必要があるのでは。

事務局 個人情報でもあり、職業別の統計はとっていない。受診率の向上のためには対

象者本人の意識づけも必要であり、難しい側面もある。

阿達委員 若い人ほど受診率が低い。

事務局 全国的にも年齢が高いほど受診率も高い。男性よりも女性の方が高い。

会長 これで報告案件を終了する。

委員各位は、答申案を確認願いたい。

（各委員確認）

この答申案でよろしいか。

（異議なしの声あり）

会長 では、この内容により答申する。

ここで、私の議長の任を解かせていただきます。円滑なるご審議にご協力いた

だき感謝する。

（この後、戸田会長より、赤松健康福祉部長に答申）

上記の会議録が、平成２２年５月１８日に開催された、平成２２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２２年 月 日

会津若松市国民健康保険運営協議会

会 長

委 員

委 員
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