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＜＜＜＜議議議議　　　　　　　　事事事事＞＞＞＞    

会長　　　　　　　　　議事に入る。出席委員は１２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　　　武藤委員、佐藤委員を指名する。

　　　　　それでは、（仮称）第二期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針の

　　　　　策定（案）について事務局より説明をお願いする。 

事務局　　はじめにこれまでの取組み状況について説明する。本市では国保財政の不

　　　　　均衡を改善するため、平成１８年に１９年度から５ヵ年計画として現在の

　　　　　「国民健康保険事業運営健全化指針」を策定した。４つの項目の取組み方

　　　　　針に基づいている。１番目国民健康保険税の適正賦課と収納率向上への取

　　　　　組み、２番目医療費適正化への取組み、３番目健康づくりへの取組み、４

　　　　　番目その他の取組み、である。５年間取組んだが、１９年度以降も一般会

　　　　　計からの基準外繰入れを余儀なくされている。国保財源は、国県の交付金、

　　　　　被保険者からの国保税、総務省によるルールにしたがった一般会計からの

　　　　　基準内繰入れ、の３つの大きな収入に基づいて運営するのが原則である。

　　　　　現実的には歳入よりも、医療費がほとんどである歳出が多い場合には、基

　　　　　準外の一般会計からの繰入れを行っている。一般会計から基準外のお金を

　　　　　頂くということは、国保加入者以外の市民の方からの負担を頂いている状

　　　　　況であり、できるだけ減らしていきたいというのがこの健全化の主旨であ

　　　　　る。２４年度以降も継続して健全化に取組んでいく必要があり、さらに国

　　　　　の医療費制度改革も実施されるということであることから、これらの動向

　　　　　も踏まえた形で次年度以降の運営指針を策定しようというものである。国

　　　　　の制度改正の内容は、今ある後期高齢者医療制度を廃止し、国保制度にま

　　　　　とめる、という基本方針を出している。この改革の中で保険財政の安定化、

　　　　　市町村間の保険料負担の公平化という観点から、国保の運営自体も県単位

　　　　　化を進める原案が示されている。原案の中で年度が示されており、５年後、

　　　　　平成２５年度以降に第一段階として今の後期高齢医療を県単位の財政運営

　　　　　は継続して国保に合体する。さらに５年後３０年度以降で全年齢を対象と



　　　　　した都道府県単位の国保の運営をする、という内容が示されている。原案

　　　　　が出された当時は今年度中に法案提出というようなことで話があったが、

　　　　　今のところ法案は提出されていない。法案の提出が遅れれば、その実施年

　　　　　度が遅れていくというのが現状である。国のこうした動きを捉えまて、県

　　　　　では、去年の１２月に県の市町村国民健康保険広域化等支援方針を定めた

　　　　　ところである。こういった部分も含めて市としては健全化に取組んでいく。

　　　　　１９年度から５ヵ年取組んでおり、その検証を２ページ以降でしている。

　　　　　平成１９年度から平成２２年度までの国保財政状況について。国保税率に

　　　　　ついては、１９年度に２０と２１年度の税率を０．５％の引き上げ、２１

　　　　　年度に２２、２３年度の税率を２．５９％の引き上げをした。収納率は、

　　　　　平成２０年度に後期高齢者医療制度に比較的収納率の高い高齢者の方が移

　　　　　行したという部分もあり、一旦落ち込んだが、２２年度には現年度の収納

　　　　　率も９０％台に戻り、ほぼ横ばいで推移している。しかし課税所得の減少

　　　　　により、国保税の収入額が減収になっているという現状である。また、医

　　　　　療費に対して国県からの支出金あるいは支払基金等からの交付金があるが、

　　　　　これが当該年度概算払い翌年度精算という部分もあり、お金の出入りより、

　　　　　歳出に見合う歳入の確保ができない状況があった。歳出では、保険給付費

　　　　　一番大きいが、平成１９年度の実績8,265,274千円、平成２２年度の実績

　　　　　が8,393,602千円であり、この間128,328千円の伸びであった。

　　　　　１．５５％伸びているが、毎年３％程度伸びという想定の範囲内という状

　　　　　況である。これは国による医療制度改革による医療費の抑制効果が一番大

　　　　　きい。その他人口減少で国保の加入者が減っているという部分もある。さ

　　　　　らには健康づくり、健康意識の高揚、ジェネリック医薬品の使用拡大等の

　　　　　効果もあったのではないかと思われる。このような歳入歳出の状況である

　　　　　ことから、収支不均衡が毎年起こっている。収支不均衡については、基準

　　　　　外の繰入れを行っており、平成１９年度が約9,000万、平成２０年度が

　　　　　18,000万、２１年度が25,000万、２２年度が11,500万である。健全化指

　　　　　針の中の４つの取組みについて、方針と目標値を定めており、それぞれの

　　　　　検証を行っている。１番目の国民健康保険税の適正賦課と収納率向上への

　　　　　取組みの中で、国民健康保険税の適正賦課について。方針は、まず19年度

　　　　　には後期高齢者医療制度の改革をも含めて税率の見直し、20年以降は2年



　　　　　ごとに税率の見直しをする取り組みをする方針。評価と課題は、税率は後

　　　　　期高齢者医療制度の保険料率の見直しと同様に、平成20年度22年度に2年

　　　　　毎の改定を実施した。しかし、課税所得の大幅な減少により国保税収アッ

　　　　　プにつながらずに減収となった。本市の国保税率は、県内他市と比べて低

　　　　　い状況にあり、国保事業県単位化を踏まえると、ある程度県のレベルぐら

　　　　　いまで引き上げていく必要もあり、課題を検討していく。次に収納率向上

　　　　　への取組みについて。目標は、現年度分９２％で設定している。これは９

　　　　　２％以上であれば、財政調整交付金が減額されないルールがあったため。

　　　　　現年度の収納率は平成19年度については９２％以上であった。しかし、後

　　　　　期高齢医療制度が始まって比較的収納率の高い高齢者の方が移行されたこ

　　　　　とに伴い、８９％台に一旦下がり、その後努力した結果、平成２２年度は

　　　　　９０％台に回復した。調整交付金の減額制度が、今回県が「国保事業広域

　　　　　化等支援方針」を定めたことによって無くなったため、９２％には今後は

　　　　　しばられなくてもよいという状況である。税収の確保と納税モラルの維持

　　　　　のために収納率向上の対策は必要であり、今後とも担税力がありながら未

　　　　　納となっている滞納者への対応については、収納体制の充実を図っていき

　　　　　たいという考えである。取組み２番目、医療費適正化への取組みでについ

　　　　　て。レセプト点検は、レセプト自体に誤りが無いかどうかということで、

　　　　　まず一次点検は国保連合会でチェックし、戻ってきたものを、それぞれの

　　　　　保険者が独自に点検をし、医療費請求に誤りが無いかをチェックする。こ

　　　　　の点検による財政効果を請求額の１％以上になるように取組んでいく。第

　　　　　三者行為による求償、交通事故等の場合だと、本来保険で払うべきではな

　　　　　く、加害者が払うべきという考え方がある。一旦国保で立替えたとしても

　　　　　加害者からお金を頂くというのが第三者求償であり、これを着実に行う。

　　　　　評価課題では、レセプト点検調査については、現在９名の専門員を配置し

　　　　　て点検を行っており、毎年１％以上の効果を確保している。今後はレセプ

　　　　　ト電算化もあり、方法を模索しながら取組んでいく。第三者行為の求償事

　　　　　務に対しては、適切に取組んでおり、今後も取組んでいく。次に、同一月

　　　　　複数の医療機関で受診している被保険者のうち、重複・頻回受診、複数の

　　　　　病院を渡り歩いている方の適正化を図るために保健師による訪問指導を行

　　　　　う。



　　　　　レセプト点検の調査からリストを抽出し、保健師と連携を図りながら訪問

　　　　　指導をしてきた。次に国保資格喪失後の受診、社会保険に入った後で国保

　　　　　の保険証でもって受診している方等があれば、その時の受診分の給付費の

　　　　　返還を頂くことになるので、着実に進めていく。退職者医療の適用。これ

　　　　　は、該当者の医療費の財源は、支払基金から頂く部分であるため、資格の

　　　　　適用を適正にしていく。喪失後の受診は、加入している保険の変更があっ

　　　　　た場合には、速やかに届出をしていただくという啓発を行う。その後喪失

　　　　　後の受診が見受けられた場合には、医療機関の過誤調整、あるいは直接保

　　　　　険給付費を返還してもらうということに取組んでいる。退職者医療の適用

　　　　　についても、職権による適用が可能であるので、職権による適用を行いな

　　　　　がら事務の適正化に務める。３番目、健康づくりへの取組みについて。特

　　　　　定健診は、平成１９年度に実施計画を策定し、目標値６０％以上、特定保

　　　　　健指導、健診の結果でもって保健指導をして、生活習慣病の患者及び予備

　　　　　軍の削減を図っていくことが目標。実施率は平成２０年度が３７．５４％、

　　　　　平成２１年度が３６．４９％だった。２２年度からは保健師を配置し、実

　　　　　施率向上に努めているが、２４年度の６５％は厳しいという状況である。

　　　　　これは全国的にも同様の傾向があるようで、国保、協会けんぽとも、実施

　　　　　率が目標になかなか達していない。これは今後も取組む必要があるという

　　　　　認識である。国保ヘルスアップ事業、これは１９年度に河東地区において

　　　　　モデルとして行い、２０年度以降、円滑に進めることができた。また、１

　　　　　９年度に健康づくりに関する推進会議を庁内に設置し、健康づくり計画に

　　　　　基づく取組みを着実に推進するということで、庁内で健康増進課をはじめ、

　　　　　さまざまなところで健康づくりを行っている。４番目のその他の取組みに

　　　　　ついて。まず医療機関と介護機関の連携体制のあり方の検討について。介

　　　　　護保険制度ができて医療から介護、あるいは介護から医療、あるいは在宅

　　　　　というような形での連携体制が現在できてきた。今後もさらに働きかけを

　　　　　していきたい。また、国保のみならず市内の民間事業所に対し、健康づく

　　　　　りへの取組み強化などの要請を行う。市役所としても健康づくりに向けた

　　　　　取組みを強化する。市内の民間事業所については、県が「会津地方地域・

　　　　　職域連携推進協議会」を設置しているので、それらを通じて健康づくりへ

　　　　　の取組みを呼びかけている。市役所では受診率は１００％あり、保健指導



　　　　　の利用の向上に取組んでいる状況である。県による医療及び医療機関に関

　　　　　する情報のＰＲはインターネット等によって公表されている。市も継続し

　　　　　てＰＲに努めていきたい。ジェネリック医薬品について。情報提供につい

　　　　　ては、平成２２年度に希望カードを送付した。数量シェアが、平成２２年

　　　　　度１２月現在で２５．７％、今年６月現在で２６．７％と増えている。金

　　　　　額シュアは、２２年１２月現在で１０．８％である。今年度はジェネリッ

　　　　　ク医薬品を使った場合にどれだけ医療費が下がるか、個人ごとに通知する

　　　　　など、ジェネリックの使用拡大に取組んでいく。新たな国民健康保険事業

　　　　　運営健全化指針の策定の基本的な考え方だが、新たな指針は次年度平成２

　　　　　４年度～２８年度までのやはり５ヵ年の計画とし、現在の４つの取組みは

　　　　　継続して取組み、内容は、検証結果と課題を踏まえて、新たに策定をして

　　　　　いきたい。特に次の項目について、新たな特に充実した形で取組んでいき

　　　　　たい。新たな健康づくりへの取組み（医療費削減への取組み）について。

　　　　　国保加入者の疾病状況や医療費等のデータを分析し、健康の課題を明らか

　　　　　にして、生活習慣病を予防する病気にならない取組みを行うことにより、

　　　　　市民の健康増進結果として、医療費を削減したい。大きな２つの視点から

　　　　　実施する。一つは、日常生活からの健康づくり、生活習慣病予防への取組

　　　　　み。加入者の疾病状況を分析し、最も多い疾病あるいは最も費用を要する

　　　　　疾病、を未然に防ぐ取組みをする。保健師による保健指導、健康相談体制

　　　　　の充実を図りながら、病気にならない取組みをしていく。生活習慣の改善

　　　　　の仕組みとして、若年層からの取組みが重要である。また、高齢者の、病

　　　　　気にならない元気で暮らせる地域づくりを促進していく。２番目は特定健

　　　　　康診査、がん検診の推進について。特定健診の受診率を引き上げ、特定保

　　　　　健指導につなげる。特定健康診査とがん検診業務を一体化して推進してい

　　　　　きたい。最後に、策定までのスケジュールについて。今回は全体の概略を

　　　　　説明した。次回１１月ぐらいに原案を持ってご審議を頂きたいと考えてい

　　　　　る。その後１２月ぐらいに成案を持って諮問という形でお諮りをして、成

　　　　　案という形にしたいと考えている。

会長　　　質疑を受け付ける。

筒井委員　レセプト点検による収支効果１％以上。１％という数字は、国からの指針

　　　　　みたいなものはあるのか？



事務局　　国でレセプト点検効果１％増というものと、収納率アップ１％増というも

　　　　　の、それぞれ目標がある。

筒井委員　１％の目標に対し、１％になるような努力は行っているのか？

事務局　　９名の点検専門員を配置し、１％に到達するよう推進をしている。

　　　　　あくまでも結果なので、誤りが減れば１％には当然いかないということも

　　　　　ある。

　　　　　電子化が進めば一次チェックで大きな部分がかなりチェックされる。今後

　　　　　も１％を続けるのかどうかは、検証したい。

筒井委員　点検専門員は市の正職員か、委託職員か？

事務局　　正職員ではなく、特別職という形で委嘱している、非常勤特別職という身

　　　　　分で雇用している職員である。

筒井委員　ある民間の団体では、医療機関に入って請求事務を行い、一方で診査する

　　　　　側にも入って検査を行っていた。両方の側に入ってるということは、多少

　　　　　問題があると思う。今後電子化になればクリアになる問題だと。同じ企

　　　　　業がやっていることがあるということだけ理解していてくれればと思う。

事務局　　市の二次審査に関しては、外部の業者に委託するのではなく、自前で職員

　　　　　を雇ってチェックをしている。

会長　　　９２％の収納率とのことが、これは過年度も含めてか、現年度だけか？

事務局　　現年度分である。

会長　　　現年度の減免は対象になるのか？

事務局　　減免自体は収納率を計算する際の最初の分母の部分からなくなる。

会長　　　減免できる人にはできるだけしてもらったほうが収納率がアップする。

事務局　　収納率だけを見ると現実的にはそうなる。ただあくまでも目標は収入を増

　　　　　やすとことで、収納率だけが高ければいいということではないことから、

　　　　　減免を増やしていくという考え方にはたっていない。

会長　　　一方で９２％クリアすれば補助金がもらえるけれども、一方では減免を多

　　　　　くすれば財源が確保できないという問題が生じるバランスがある・・・。

事務局　　今までは９２％をクリアしないと調整交付金が減額されるということだっ

　　　　　たが、２２年度から、県で広域化支援を定めれば、県内どこの保険者もペ

　　　　　ナルティを受けないと国から示されており、県においては広域化等支援方

　　　　　針を定めていることから９２％にしばられる必要はないというのが今の現



　　　　　状である。

関委員　　ジェネリック医薬品の差額通知について。一般的に先発品とジェネリック

　　　　　品の値段が違うことは周知のことだと思うが、ジェネリック品の中でも価

　　　　　格差ががあることも理解してほしい。何を基準にして差額通知を出してい

　　　　　るかについて、誤解の無いように、「（差額について）概ね」という表現

　　　　　をするとの説明を事務局から事前にうけた。差額について十分な説明がな

　　　　　いと、通知を受け取った方とトラブルになる事例もあることから、理解い

　　　　　ただけるような通知をしてほしい。

事務局　　差額はジェネリック品の一番高いもので比較する。また、現実的には、医

　　　　　師がジェネリック品の使用を認めなければ使用できないことについても、

　　　　　通知に書いてある。

鈴木委員　未納について。資料によると担税力がありながら未納となっている滞納の

　　　　　方がかなりいて、多年層に渡っているということだが、実際未納者による

　　　　　未納分というのはパーセンテージでどの位になっているのか。

事務局　　滞納部分を含めると、収納率は現年度分だと９０％程度、過年度部分も含

　　　　　めると７０％程度となる。納入が滞ると、累積してしまう。担税力がある

　　　　　場合は、差し押さえ等も実施しているが、資産等がなければ、滞納が重な

　　　　　る方もある。

赤松部長　国保の場合は医療機関での受診など、命に関わる部分であることから、家

　　　　　計や家族の状況を見極めて、保険証の資格証での対応や差し押さえなどは

　　　　　制度としても段階的に、慎重におこなっている。徴収率は、市税より国保

　　　　　のほうが低い。参考まで。

会長　　　他に意見がなければ議事２に移る。会津若松市健康保険税について事務局

　　　　　より説明をお願いする。

事務局　　平成１９年度２月に策定した健全化指針の中で、健全運営のために２年毎

の国保税率の見直しを行う方針を定め、１９年度と２１年度に見直しを

行った。今年度、２４年度以降の指針を策定する予定であり、税率の適用

期間、税率について検討する。税率改正の基本的な考え方、（１）番目、

基本的な考え方は、国保特会の歳出総額から、国保税以外の歳入額（国県

交付金、支払金等からの交付金）を差し引き、国保税の必要額を算出し、

税率を設定する。その手順が細かく書いてある。①番目、保険給付費、後



期高齢者支援金、介護納付金、特定健康診査等の費用など歳出総額を算出

する。保険給付費に対する国県の補助金交付金等の歳入額を試算する。差

し引いて国保税の必要額を算出し、収納予定の率を加えまして税率を設定

する。その他の要素が（２）番目に書いてあり、国による新たな制度設計、

課税限度額の改正の動向、特定健診の受診率向上に向けた取組み、歳出の

削減効果のあるジェネリック医薬品の使用拡大効果、③番目が、国の広域

化支援方針に基づいた、県内他市の税負担の状況、である。また、算定方

法のうち資産割が縮小される傾向があり、配慮する。２ページ。応能・応

益割の負担割合は、それぞれ５０％を標準としつつ、それぞれが４５～５

５％の範囲内を目指すことにしている点について検討する。収納率は県の

広域化支援方針の目標値、９０．８９％に近づくよう取組む。県内他市の

税率の状況を見ると、本市は比較的下位であり、将来県単位になることか

らも、ある程度他市との平準化も必要である。４ページと５ページ、国保

税の算定について、市のホームページから抜粋した。国保税額は医療給付

費分、後期高齢者支援金分、介護保険納付金分の３項目に分かれている。

各項目ごとに所得割・資産割・均等割・平等割がある。別紙で２２年度の

必要額の決算ベースの数字がある。歳出が12,886,305千円、歳入は、国保

税以外の歳入の合計額が10,153,672千円、差し引き必要額が2,732,633千

円となります。収納率（９０％）を考慮し、賦課総額は3,036,259千円に

なる。決算額としては、税の決算額が2,635,246千円であり、不足が

97,387千円ほど出ている。２２年度は、基準外の繰入れを115,572千円し、

赤字の補填をした。前年度からの繰越、次年度への繰越があり、この数字

となった。この23年度、24年度以降を計算して税率を計算していく。今回

は概略の説明をしたので、次回は資料を追加しながら、具体的な税率につ

いて案を示したい。12月までに庁内での調整をし、12月あるいは1月の運

営協議会の中で諮問をする考えである。

会長　　　質疑を受け付ける。

赤松部長　資料４ページ、「世帯の一年間の国民健康保険税額」の表の補足説明につ

　　　　　いて。医療給付費分、国保の医療費を賄うために加入者の方からいただい

　　　　　ている。後期高齢者支援金分、７５歳以上の方が県後期高齢者医療広域連

　　　　　合に各保険者が、７５歳以上の方々の医療費を賄うために納めるもの。介



　　　　　護保険納付金分は本市の介護保険に納めるもの。これらが、所得割等４つ

　　　　　の項目からなっている。資産割については、中には、山林を所有し、活用

　　　　　していないが面積が大きく、固定資産税が高額になるが、収入がない土地

　　　　　もある。このような土地まで固定資産税率にならって、後期高齢者支援金

　　　　　分で頂いてよいのか、県内でも資産割を止めた市があり、全国的に縮小、

　　　　　廃止の方向である。

筒井委員　国保から生活保護への移行について、経年変化は。

岩澤企画副参事　生活保護への移行は、被用者保険から直接生活保護という方は少な

　　　　　い。仕事を辞め、国民健康保険に入り、収入が少なくなったために、生活

　　　　　保護という流れが一般的である。概数で年間で申請件数で２２０～２３０

　　　　　件あり、１６０から１８０世帯程度が国保から生活保護になっている。

事務局　　１９、２０、２１の３ヵ年では、１９年度は生活保護で移行したのは１３

　　　　　８件、２０年度が１６０件、２１年度は若干多くて３１３件。国保での減

　　　　　少分をベースとすると、１９年度は７７５５件減った中で生活保護が１３

　　　　　８件。２０年度は６２４４件減った中で生活保護が１６０件。２１年度は

　　　　　５９９４件減った中で３１３件、である。

渡部委員　資料４ページ、歳出で保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業拠出

　　　　　金など金額が大きいものは、どういったものに拠出しているのか。

事務局　　後期高齢者支援金と介護納付金は、決算ベースの上から２番目の数字であ

　　　　　る。それ以外が保険給付医療分である。上の給付費につきましては、直接

　　　　　市から支払っている歳出の部分、その下の例えば共同安定化事業は、一旦

　　　　　それぞれの保険者で拠出し、再度配分する。歳入にもあるが、共同安定

　　　　　化・高額医療、ある程度の医療費の高いものについては、一旦お金を集め、

　　　　　医療費がかかったところにまた戻している。上の共同事業拠出金と、下の

　　　　　共同事業交付金というのは、それぞれ因果関係がある。税と歳出の区分の

　　　　　考え方という部分が、後期高齢支援金分は支援金と、その下にある事務費

　　　　　拠出金に充てられる財源であり、介護納付金分は介護納付金に充てられる

　　　　　財源である。それ以外は医療給付費分だという認識でよい。介護納付金支

　　　　　援金も、一旦支払基金で一旦集められて、配分されるような仕組みになっ

　　　　　ている。後期高齢者支援金には、後期高齢の医療を支えるために、国保以

　　　　　外の、例えば社会保険・共済保険の拠出金で、後期高齢を支援する仕組み



　　　　　になっている。

佐藤委員　国が決めていることだが、働いていない人も、後期高齢の負担をしなけれ

　　　　　ばいけないことに疑問を感じる。

事務局　　国保自体が高齢者あるいは低所得者が多い。もともとの国保自体が、社会

　　　　　保険等に入っていない方が入るという保険制度なので、所得の無い方から

　　　　　もいただくという制度になっている。所得のある方だけになると、逆に対

　　　　　象者が少なくなってしまう。国の負担を増やし、所得の無い方は無料とす

　　　　　るという考え方もあるが、国もお金が無い状態である。逆にこれから先、

　　　　　高齢者が増え、所得が無い人が増えるのだから、負担はもっと広く求める

　　　　　べきだという声もある。

会長　　　資料から、本市は大変安い保険料だと思う。心配なのが、５年後、１０年

　　　　　後に保険料が上がった場合に反発があるのではないかと思う。今後、皆さ

　　　　　んのご意見も伺いたいし、市の提案も頂きたいと思う。

　　　　　それではこの議題を終わり、他事務局のほうからあるか。

事務局　　今の健全化指針の進捗状況を取りまとめたものの、最新版、本編と概要版

　　　　　をお配りしたのでのちほどご確認願う。

会長　　　ご質問なければこれで議長の任を解かせていただく。
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