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＜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　　　鈴木委員、渡部委員を指名する。それでは、国民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　　税の見直しは、前回８月２５日の協議会の時に、概要をお示しした。今回は、その資

　　　　　料よりも、少し具体的な中身をお示する。今日の検討内容を踏まえ、市の原案を作成

　　　　　し、１月下旬に本会へ諮問という形で案を示したい。資料をご覧いただきたい。概要

　　　　　として、経過等記載した。健全化指針を踏まえ、２０年度、２２年度、２年ごとの改

　　　　　定を行ってきた。今回、健全化指針の見直しで、２４年度からの新しい指針において

　　　　　も2年ごとの見直しを行うという方向で、検討している。医療給付費の推計を踏まえ、

　　　　　２４、２５年度の国保税率の見直しをしたい。二番目に基本的な考え方を示した。経

　　　　　費の部分では、２４、２５年度２年間の収支均衡を図るため、見込額を出し、国、県

　　　　　からの歳入の見込額を出し、その差額を国保税の必要額としたい。歳出の見込みでは、

　　　　　１人当りの医療費の動向などを踏まえる。国の医療費の診療報酬の改定等については、

　　　　　情報が入っていないので今のところ踏まえない。２２年１２月に国の国保広域化とい

　　　　　う大きい方向が出たので、それを踏まえ県で広域化等支援方針を定めた。一番目、資

　　　　　産割の縮小は、支援方針の中でもうたわれており、それらを踏まえた見直しにしたい。

　　　　　二番目、応能割、応益割の割合を５０：５０を基本にする。それぞれ４５％～５５％

　　　　　の範囲で、５０：５０に近づける。三番目、県単位の広域化という方向からすれば、

　　　　　他市との均等も図っていかなければいけない。本市は、他市の税率から比べれば低い

　　　　　状況にあり、ある程度平均まで近づけたい。２ページ目、国保税の必要額の算定であ

　　　　　る。一番目が歳出の見込額。２４年度、２５年度それぞれ保険給付費、後期高齢者支

　　　　　援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金、特定健康診査事業費で、

　　　　　税の算定の元とすべき経費の部分をあげている。この他、人件費、事務費等は税の算

　　　　　定の元にはせずに、市からの一般会計繰出金で賄うことから、ここには入れていない。

　　　　　それぞれの算定方式は、保険給付費は、１人当りの医療費が、毎年２.８％程度で伸び

　　　　　ており、被保険者数が逆に１.３％程度減少してきているという現状から、毎年１.

　　　　　５％程度の伸びで見込んでいる。後期高齢者支援金等は、国の試算である、７５歳以

　　　　　上の医療費が４.３％ずつ増大していくということを基本に、過年度分の精算分を含ん

　　　　　だ推計とした。介護納付金は、２０年、２１年の平均の２.５１％をベースに過年度の

　　　　　精算分を踏まえた推計とした。特定健康診査等事業費は、それぞれ３％、５％伸びて



　　　　　いくということで、国、県の補助対象外の部分を推計したものである。二番目、国保

　　　　　税以外の歳入見込は、それぞれ給付費等の試算額に応じた金額を算定した。国庫支出

　　　　　金、県支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、一般会計繰入金、それぞれ

　　　　　の数字を出した。一番目から二番目を引いた額を国保税の必要額ということで、三番

　　　　　目にのせた。２４年度が2,702,260千円、２５年度が2,679,383千円である。今現在の

　　　　　税率で算定した場合、どの程度の金額になるかが四番目であり、2,530,440千円である。

　　　　　その差額が不足をする金額で、２４年度は 171,820千円、２５年は 148,943千円である。

　　　　　この金額をうめるための改定が必要になると思われる。４ページに現在の税率が記載 

　　　　　してある。これ以降は参考資料である。５ページに県内 13市の国保税率の状況が記載

　　　　　してある。一番左側に会津若松市、それぞれ医療分の所得割、資産割、均等割、平等 

　　　　　割、後期高齢者支援金分、介護納付金分の率、金額である。福島から本宮まで、それ 

　　　　　ぞれの数値が入っている。13市の平均が一番右側に載っている。会津若松市は他市か 

　　　　　ら比べて低い、平均よりも低いという状況である。二番目に、平成23年度の 1人当り

　　　　　の国保税の調定額が記載してある。下が一世帯当りで、金額的にも他市から比べて低

　　　　　い。６ページ、税賦課の考え方について。医療給付費の基礎賦課部分、一番左側に医

　　　　　療給付費等の歳出の必要額がある。そこから、国の調整交付金等を引いて、税の基礎

　　　　　賦課総額が出される。

　　　　　その中で、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割が出てくる。後期高齢者

　　　　　支援金の賦課総額、介護納付金の賦課総額も同様である。７ページ、1人あたりの国保

　　　　　税の推移と医療費の推移である。一番上が会津若松市の 1人あたりの国保税で、１８、

　　　　　１９、２０年度までは伸びているが、２１、２２年で減少している。1人あたりの医療

　　　　　費は伸びている。税は減っているが、1人あたりの医療費は増えてきている。８ページ、

　　　　　年齢別の被保数と医療費を記載した。被保数は 0歳～４歳は除き、年齢とともに被保

　　　　　数が伸びている、高齢化が進んでいる。高齢のほうが医療費が高い。今後、医療費が

　　　　　高くなっていくことが推察される。９ページ、保険給付費、後期高齢者支援金の状況、

　　　　　介護納付金の推移を記載した。後期高齢者支援金は、１８、１９年度は老人保健拠出

　　　　　金であり、若干算定の方法が違うことから、２０年度で落ちている。保険給付費は微

　　　　　増していく、後期高齢者支援金、介護納付金についても、少しずつ伸びていく。１０

　　　　　ページ、一般会計からの基準外繰入の推移で、棒グラフの黒い所が基準外の繰入金で

　　　　　ある。基本的には基準外繰入をなくしたいが、18年度を除いて毎年基準外繰入、いわ

　　　　　ゆる赤字の補てんをしてきた。１１ページ、税の所得割の元になる課税所得金額の推

　　　　　移である。かなり落ち込んできている。上の棒が１世帯あたり、下が 1人あたりの所

　　　　　得である。１２ページ、調定額と収納額の推移で、白い棒が調定額、黒い棒が収納額

　　　　　であり、収納率は１９から２０年度で若干落ちており、これは後期高齢医療制度がで



　　　　　きたことによって７５歳以上の方がここから抜けたので、高齢の方は比較的に納付率

　　　　　が高いことから、収納率が一旦落ちている。２０、２１、２２の現年度分は９０％前

　　　　　後で推移し、維持してきている。調定は課税所得の落ちこみにより落ちこみ、それに

　　　　　伴って収納額も落ちこんでいる。１３ページ、所得の区分における課税世帯と滞納世

　　　　　帯で、課税世帯１００万円未満が多く、だんだん減っている。低所得者に多い。滞納

　　　　　世帯数もその割合に応じた形で発生している。１４ページ、改定の経過のデータを記

　　　　　載した。冒頭にも申し上げたが、資料２ページの数字、1ページの基本的な考え方を含

　　　　　めて、今日のご意見を踏まえた形で市の案をこれから作っていきたい。案を作成する

　　　　　にあたり、精査により数字的な変動、経費の圧縮、推計値の修正等はあると思う。一

　　　　　月の下旬には諮問という形で、改定率の案をお示ししたいのでよろしくお願いする。

　　　　　以上で説明を終わる。

会長　　　質疑を受け付ける。保険者が県で、広域的になると、市町村が一体になる。現在、会

　　　　　津若松市は保険料が低く、一体になったときに、急に保険料が上がってしまうという

　　　　　問題がある。そこはソフトランディングしなければならない。また、保険料を上げれ

　　　　　ば、今の厳しい状況の中どうなるのか、という疑問が出てくるかと思う。質疑がなけ

　　　　　れば議題２に移る。（仮称）第２期　会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針の

　　　　　策定について事務局より説明をお願いする。

事務局　　これも、前回８月２５日の時に指針策定の考え方と、今までの指針の取組みの検証を

　　　　　お示しした。今回はそれらを踏まえ、原案という形で作った。今日の検討内容踏まえ、

　　　　　最終的には税の改定と同じように市としての意思統一を図ったうえで、一月下旬のこ

　　　　　の会議に諮問という形でお出ししたい。「第１章　第２期国民健康保険事業運営健全

　　　　　化指針の策定」、策定の主な内容を記載した。「第１節　国保事業健全化に向けたこ

　　　　　れまでの取組みと医療制度改革」、国保財政の不均衡を改善し、将来にわたり市民が

　　　　　安心して医療を受診できるように、平成１８年度に平成１９年度から５カ年間の取組

　　　　　みとして、「国民健康保険事業運営健全化指針」を策定して、４項目の取り組みで取

　　　　　り組んだ。２ページ、「医療制度改革」、今の後期高齢者医療制度を廃止し、新たな

　　　　　後期高齢者医療制度の創設ということで、国は動いている。その改革の中で、国保財

　　　　　政の都道府県単位化を、国では考えている。「第２節「第２期」会津若松市国民健康

　　　　　保険事業運営健全化指針の策定」　、平成１９年度以降、一般会計からの基準外繰入

　　　　　れにより、収支均衡を図り、本来の独立採算から乖離した状態が続いている。平成２

　　　　　４年度以降も継続した国保財政の改革を図っていく必要がある。平成２４年度以降の

　　　　　国保事業の運営方針として「第２期」会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針を

　　　　　策定し、引き続き国保財政の健全化を行う。３ページ、「第３節　健全化指針の策定

　　　　　期間」、今の健全化指針も５年間の計画であり、新しい指針も、２４年から２８年ま



　　　　　での５年間の指針にしたい。「第４節　国保運営健全化に向けた基本的視点」、今ま

　　　　　での４つの取組みを継続して実施していきたい。４つの視点について。「１　国民健

　　　　　康保険税の適正賦課と収納率向上へ向けた取組み」　がまず１つ。「２　医療費適正

　　　　　化への取組み」が２つ目。３つ目が「３　健康づくりへの取組み」、４つ目が「４　

　　　　　その他の取組み」である。基本的に内容的には今までの指針と変わらないが、４ペー

　　　　　ジの健康づくりへの取組みの（１）番目「（１）疾病状況や医療費、健診結果等の分

　　　　　析による健康課題の明確化と生活習慣病予防のための取組み」を新たに重点的に取組

　　　　　んでいきたい。５ページ、「第２章　国民健康保険の現状と課題」、第１節には医療

　　　　　費の推移を記載した。１番目、国民医療費の推移、国民医療費は今まで増加してきた。

　　　　　２番目、「国民健康保険医療費等の推移」、国民医療費のうち国民健康保険全体の医

　　　　　療費も年々増加してきている。６ページ、「第２節　医療費の動向」　、これからの

　　　　　医療費の動向である。１番、「高齢化の進行と国民医療費」、高齢化が進行すると、

　　　　　高齢になるほど医療費が高くなるので、医療費も当然増大をしていく。今後とも国民

　　　　　医療費は増大をし続けていく見込みである。「本市の国民健康保険医療費の動向」、

　　　　　本市の国民健康保険も国と同様に上がり、医療費が増大していくと思われる。被保険

　　　　　者数は減少している。８ページ、「１人当りの医療費の増加要因」、高齢化率が高ま

　　　　　り、高齢化の進行は医療費の増加に大きく影響を及ぼしている。年齢ごとの医療費の

　　　　　状況を改めて記載した。９ページ、「４　生活習慣病と医療費の状況」、生活習慣病

　　　　　に基づく病気の割合が高い、生活習慣病の占める割合は年々大きくなっており、医療

　　　　　費を増大させている。１０ページ、１人当りの医療費を抑制していくためには、生活

　　　　　習慣病の予防への取組みをさらに強化していくことが重要である。１１ページ、「第

　　　　　３章　会津若松市国民健康保険特別会計の現状と課題」「第１節　平成１９年度から

　　　　　２２年度までの国保財政状況」、「１　歳入」、国保税収入は大幅な減収となってい

　　　　　る。１２ページ、「２　歳出」、保険給付費は、毎年３％程度の伸びと想定していた

　　　　　範囲内となった。１３ページ、こうした歳入歳出の状況により、平成１９年度以降は

　　　　　毎年一般会計からの基準外繰入れを実施し、収支の均衡を図った。「第２節　国民健

　　　　　康保険を取巻く構造的課題」、一般会計からの基準外繰入れが続き、医療費も減少は

　　　　　せずに増加の傾向にあり、収入の確保が大変重要である。国が進める都道府県単位化

　　　　　への環境整備の取組みも必要である。１５ページ、それぞれの取組みを改めて一つず

　　　　　つ記載した。１番目、「国民健康保険税の適正賦課と収納率の向上」についての取組

　　　　　みについて。「１節　国民健康保険税率について」「１　国民健康保険税率の改定状

　　　　　況」、国保税率を保険給付費等に見合うように見直していくことが必要である。１６

　　　　　ページ、国保財政の収支均衡を図れる国保税率の見直しを行う、県内他市との均衡も

　　　　　踏まえた税率とする必要もある。国保税率の改定も引き続き２年ごとに行うこととす



　　　　　る。「２　国民健康保険税賦課のための資格管理の適正化への取組み」、被保険者の

　　　　　的確な把握と早期適用という、継続した取組みであり、「（１）被保険者の適用」

　　　　　「（２）退職被保険者等について」「（３）適用適正化調査」により、資格管理の適

　　　　　正化を図っていく。取組方針と目標値は、「◆平成２４年度以降も後期高齢者医療制

　　　　　度と同様に引き続き２年ごとの保険給付費の推計などをもとに国保税率の見直しを行

　　　　　います。」「◆国保税を適正に賦課するため、資格管理の適正化を図ります」である。

　　　　　１７ページ、「第２節　国民健康保険税の収納率向上への取組み」「　１　国保税収

　　　　　入の状況」「（１）調定額と収入額の推移」、収納率は、２０年度以降ほぼ横ばいで

　　　　　推移している。市民の相互扶助で成り立っている国保制度では、被保険者の信頼を得

　　　　　つつ国保事業の健全な運営を行う観点から、きめ細かな納税相談が必要であり、納税

　　　　　モラルの問題もある。収納の確保については、収納率の維持、向上が必要である。国

　　　　　保税の調定額は、厳しい状況が続いている。１９ページ、「（２）国保税の滞納状

　　　　　況」、所得金額別の滞納人数、年齢別の滞納人数等記載している。滞納者は低所得者

　　　　　層や高齢者に集中せずに、それぞれの階層に一定程度存在している。２０ページ、

　　　　　「２　収納率向上のための具体的な取組み」、相互扶助の制度趣旨や国保税負担の公

　　　　　平性の確保などの観点から、収納率の向上のための取組みを進める必要がある。

　　　　　「（１）納税相談の推進」「（２）分納者に対する対応」、２１ページ、「（３）国

　　　　　保税完納推進月間の設定」「（４）一斉電話催告：臨時窓口の定期開設」「（５）国

　　　　　保推進員の収納強化」「（６）口座振替の加入促進」、これらは、前の指針からの継

　　　　　続した取組みである。「取組方針又は目標値」、現年度分の収納率目標値を９０．８

　　　　　９％以上とする。９０．８９％は、「福島県市町村国民健康保険広域化等支援方針」

　　　　　で規模別の収納率の目標値が設定されている。過年度分の国保税も、可能な限り収納

　　　　　に努める。２２ページ、「第５章　医療費適正化への取組み」「第１節　レセプト点

　　　　　検調査」「１　レセプト点検調査の現状と取組み」、レセプト点検調査は現在非常勤

　　　　　職員９名で行っている。レセプト点検は医療費適正化対策の基幹業務である。「２　

　　　　　レセプト点検調査効果額の推移」、目標値であった１％以上を確保している。２３

　　　　　ページ、取組方針と目標値は、「◆レセプト点検調査による財政効果額が診療報酬明

　　　　　細書請求書額の１％以上になるように取組んでいきます。」「◆第三者行為による求

　　　　　償を着実に推進します。」。「第２節　重複・頻回受診者への訪問指導について」、

　　　　　取組方針と目標値は、「同一月内に複数の医療機関で受診している被保険者のうち、

　　　　　重複・頻回受診者として適正化が見込まれる方を対象として保健師による訪問指導を

　　　　　行います。」。２４ページ、「第３節　被保険者資格管理の適正化に向けて」「１　

　　　　　国保資格喪失後受診に対する取組み」、これについては、速やかな届出ということで

　　　　　の啓発を行ってきた。不当利得の請求にも取組んだ。「２ 退職者医療適用への取組



　　　　　み」も行った。取組方針と目標値は、「◆国保資格喪失後の受診による保険給付費の

　　　　　返還を着実に進めていきます。」「◆退職者医療の適用に関し、適正な資格管理を行

　　　　　います。」２５ページ、「第６章　健康づくりへの取組み」「第１節　疾病状況に応

　　　　　じた健康づくりへの取組み」、生活習慣の改善を図る取組みがますます重要となって

　　　　　きている。こうした観点から、特定健康診査等の受診率の向上を図りつつ、国保加入

　　　　　者の疾病状況や医療費の分析を十分に行い、最も多い疾病件数を未然に防ぐ特定保健

　　　　　指導を主要な取組みとして実施しながら、市民の健康増進を図るとともに医療費の削

　　　　　減をしていきたい。「１　疾病状況や医療費、健診結果等の分析による健康課題の明

　　　　　確化」、分析をしながら課題を明確にしていきたい。「２　生活習慣病予防のための

　　　　　取組みの充実」、保健師による訪問活動など、保健活動の充実を図る。「３　特定健

　　　　　診等、がん検診の受診率向上」、これまでと同様の取組みを継続していきたい。２６

　　　　　ページ、「４　特定保健指導の充実」　、特定健康診査の受診者に対する保健指導で、

　　　　　メタボ該当者についての保健指導の内容。継続した取組みである。「５　特定保健指

　　　　　導対象者以外への保健指導の実施」、該当者ではないが、それに近い方々への健康指

　　　　　導である。継続した取組みである。「６　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

　　　　　群）の状況」、全体の約３割がメタボリックシンドローム及びその予備群の状態にあ

　　　　　る。２７ページ。「第２節　特定健康診査と特定保健指導実施率の向上に向けて」、

　　　　　「１　特定健康診査の状況」、特定健康診査は、「会津若松市特定健康診査等実施計

　　　　　画」を策定し、平成２４年度に特定健診の実施率が６５％、特定保健指導が４５％と

　　　　　いう、国の目標値に合わせた実施計画を立てた。しかし受診率は伸びず、目標に及ば

　　　　　ない状況である。実施率は、平成２０年度が３７．５４％、２１年度が３６．５４％。

　　　　　２２年度が自己負担額を無料にしたこともあり、４１．３５％で若干伸びている。世

　　　　　帯別の受診状況は、若年層あるいは男性の方の受診率が低く、その受診率向上が大き

　　　　　な課題。２８ページ、「２　特定保健指導の状況」、なかなか目標に及ばない状況で

　　　　　あり、２１年度が２１．２６％、２２年度が１５．３２％である。「３　特定健康診

　　　　　査等実施率向上に向けた取組み」、自己負担額無料化を継続する。がん検診業務との

　　　　　一体化を図り、市民に分かりやすい、受診しやすい体制の充実を図る。各医療保険者

　　　　　の特定健診の実施状況により、後期高齢者医療制度の支援金の負担の加減を行うとい

　　　　　う制度については、後期高齢者制度を廃止ということになっており、この制度をどう

　　　　　するかという部分、国では検討されているようだが、今のところ具体的な改正内容が

　　　　　示されていないことから、国の方針にとらわれずにこれまでの実績を踏まえた実施計

　　　　　画ということで見直していきたい。集団健診を毎年３％、施設健診を毎年５％ずつ伸

　　　　　ばし、２８年度に５０％以上にしたい。取組方針と目標値は、「◆医療費分析を進め、

　　　　　保健指導等により市民の健康増進と医療費の削減を目指します。」「◆平成２８年度



　　　　　における特定健診受診率の目標値を５０％以上とします。」「第３節　その他の健康

　　　　　づくりへの取組み」、これは継続した取組みである。「１　ウォーキング事業の普及

　　　　　拡大」、３０ページ、「２　市コミュニティプール（♪～る）の利用による健康づく

　　　　　り」、「３　生活習慣の改善と食育の推進」。取組方針と目標値は、「◆各種健康づ

　　　　　くり計画などに基づく取組みを着実に推進していきます。」。３１ページ、取組みの

　　　　　４つ目、「第７章　その他の取組み」、「１　ジェネリック医薬品の取組み」、平成

　　　　　２３年度からは、隔月にジェネリック医薬品に切替えた場合の効果額を明示した

　　　　　「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」を送付している。「２　医療機関と介護

　　　　　機関の連携」、継続した取組みである。３２ページ、「３　市民への医療機関情報提

　　　　　供」、継続した取組みである。取組方針は、「◆ジェネリック医薬品の情報提供と利

　　　　　用促進を図ります。」「◆医療機関と介護機関の連携促進のため、関係機関へ働きか

　　　　　けます。」◆県による医療及び医療機関に関する情報の PRに努めます」。３３ページ、

　　　　　「第８章　国民健康保険給付費の見通し」「第１節　国民健康保険給付費の推計」

　　　　　「１　これまでの保険給付費の推移」、毎年３％程度の伸びと想定した範囲内で推移、

　　　　　「２　平成２３年度国民健康保険給付費の推計」、平成２３年度も、８月診療分まで

　　　　　の実績において前年度を下回るペースで今のところ推移しており、平成２２年度と同

　　　　　程度の保険給付費となる見込みである。３４ページ、「第２節　国民健康保険給付費

　　　　　の推計方法」、推計方法を記載して推計をしている。参考資料の表の２つ目、会津若

　　　　　松市１人当り医療費　を見ていただきたい。増減率が、２．８５％ということでそれ

　　　　　ぞれ伸びていくということで推計している。その下の表、被保険者数、この推計が－

　　　　　１．２５％、－１．２６％、－１．２８％で、被保険者数が減ってる状況で推計した。

　　　　　医療費は、１．５６％、１．５５％・・・といったかたちで伸びていく推計である。

　　　　　３６ページ、「第９章　国民健康保険財政収支見通し」　「第１節　国保財政運営方

　　　　　針」、市民が将来にわたり安心して医療を受けることができる環境を整えるため、健

　　　　　康づくりなど総合的な取組みを着実に進めながら保健給付費の伸びを抑制するととも

　　　　　に、一般会計からの基準外繰入れによらない健全な国保財政運営を目指す。「第２節 

　　　　　国保財政収支見通し」、１番目の収支見通しが表に載っているような状況である。国

　　　　　保税は財政収支見直しの中で、必要額がここに計上されているという数字である。３

　　　　　７ページ、「２　歳出の見通し」　、歳出の見通しは、３８ページ表の２５のとおり。

　　　　　「３　実質収支」、毎年２０，０００千円程度の収支にしていきたい。３９ページ、

　　　　　「第１０章　進行管理」「第１節　進行管理」、毎年の進行管理をし、必要に応じて

　　　　　修正を加える。「第２節　市民への指針の公表」、情報提供に努める、という指針で

　　　　　ある。今回は原案であり、今後、市としての意思統一を図り、１月の下旬の会議で改

　　　　　めて諮問をしていきたい。税の見直しも含めて、今日だけの説明で、ここですぐに意



　　　　　見というのもなかなか出ないであろうから、特に指針について、例えば、こういった

　　　　　ふうに付け加えたらどうか、というような意見をいただければ参考としたい。

会長　　　質疑を受け付ける。。

佐々木委員　先ほどの説明の中で、人は減っているが、給付費は増えている。３７ページ、３８

　　　　　ページ、歳入と歳出の見通しを見てみると、歳出の方は増えている。後期高齢につい

　　　　　ては、将来的には、また２年毎に見直しても、負担を増やさざるをえない状況か。

事務局　　非常に難しい問題である。おそらく会津若松市だけではなく、全国の国保が抱えてい

　　　　　る課題かと思う。国が広域化を出した１つの要因は、財政的に厳しい国保自体が、退

　　　　　職なさった方が多く入ってらっしゃる保険であること、年齢がどうしても高くなる。

　　　　　医療費の負担が大きいが収入が少ない、という構造的な問題もある。ある程度まで上

　　　　　げたとしても、それ以上は当然負担のしようが無いと思われる。これから先もずっと

　　　　　上げていくのか、という質問に対しては、今の制度が変わらなければ、上げていかざ

　　　　　るをえない状況にはある、ただ、当然制度改正あるいは国の負担の部分、今のところ

　　　　　半分は公費、半分は税という基本的な部分があるが、公費を増やしてほしいというこ

　　　　　とは、どこの国保からも要望ということで国に出しており、国の制度改正を求めてい

　　　　　くことが当然必要である。

鈴木委員　収入はこれ以上あまり望めない、そうすると経費の部分で減らすしか無い。たしか長

　　　　　野だと思うが、ずいぶん前に医療費をいかに減らしたらいいかということで、その地

　　　　　域全体で住民の意識も改革しながら、施設又は保健師等の努力によって、医者に行く

　　　　　回数を減らした、実際保険税を全体的に安くすることができたという例がある。どち

　　　　　らかというと制度を改革して、負担を強いるのを少なくするという考え方よりは、今

　　　　　後いかに経費を減らしていけるかというほうに力を入れたほうがいい。その方法だと

　　　　　少なくとも自分たちの範囲である程度解決できる。制度改革までいかなくても、現行

　　　　　制度の中で少しずつ変えようとする気持ちというのは、基本的に必要である。ここで

　　　　　特別に健康管理ということが出てくるが、本格的に重点をおかないと、基本的な問題

　　　　　は解決できないと思う。

事務局　　大変貴重な意見であり、今回の新しい指針の中で、新たな目玉の部分もある。全国的

　　　　　に見ると、長野県の医療費が低いということで、その取組みが注目されている。本市

　　　　　では、上越市における保健指導について研究している。特に生活習慣に基づくような

　　　　　ところの健康づくりについて新たな取組みを記載した。国保財政としては、歳出を減

　　　　　らす歳入を増やすということが、一番の財政健全化の基本であり、歳入を増やすこと

　　　　　が難しいのであれば、歳出を減らすといことが当然必要になる。

佐藤委員　静岡県では小学生から給食にお茶をだすと報道で聞いた。お茶の成分に、脳溢血など、

　　　　　脳の病気を抑えるような効果があるそうだ。本市で推進することもできるのではない



　　　　　か。

加藤委員　一時期診療報酬が下がっている。来年の診療報酬改正には数％を上げていくという話

　　　　　はあったが、今のところ震災後はそういった流れにはならないで、逆に診療報酬を抑

　　　　　えていく傾向になってきている。また、高齢者の医療費が伸びてきている。岩手県と

　　　　　宮城県と福島県の日赤の協力によって、肺炎球菌ワクチンが無償で打ってもらえる。

　　　　　肺炎球菌ワクチンは老人の肺炎の発症を抑えるので、市町村では老人医療費がかなり

　　　　　抑えられた、というデータがある。今後、５年に１回である程度の効果が得られるの

　　　　　で、お年寄りの肺炎の発症を抑えていけると思う。

長谷川委員　要望としては、資料は、前もって配布してほしい。

事務局　　今回は資料の説明を中心とした会議の場であり、当日の資料の提示としたが、資料の

　　　　　事前配布に心がけていきたい。

渡部委員　税の見直しに関する資料の 14ページ、国保税率改定の経過ということで、医療分、後

　　　　　期高齢者支援金分、介護分となっているが、右側の端の列、賦課限度額が一般的には

　　　　　だんだん後期高齢者、介護分のように賦課限度額は上がっていくものだと理解してい

　　　　　たが、医療分は途中１８～２０年度が低い。２０年度は 47万円であり、金額が少ない

　　　　　のは？

事務局　　20年度に後期高齢という制度が新設され、従来の医療分が20年度に2つに分かれたイ

　　　　　メージである。20年度は、賦課限度額は、前年まで 53万円だったものが、47万円と

　　　　　12万円の合算額59万円になったというイメージで捉えていただきたい。所得割の数字

　　　　　も同様である。前年まで８．２％だったのが６％と２．２％になった。

秋本委員　健康づくりへの取組みとして、健康増進課でウォーキングの無料指導を行っている。

　　　　　内容もよいので、有料化し、市の収入とすれば、少しではあるがゆとりが出ると思う。

赤松部長　ウォーキング指導は各地区の保健委員会が中心で、ボランティアで行っている。また、

　　　　　多くの市民がウォーキング等で健康になれば、国保を中心にして医療費が下がる。そ

　　　　　のため、無料で実施することで、多くの参加を得ることが手段の一つと思っている。

　　　　　今後も手法は研究したい。

会長　　　他に意見がなければ、これで議事を終わらせていただく。その他、事務局からあるか。

事務局　　次回第 4回目の国保運営協議会は、今日の皆様からのご意見を踏まえ、庁内でさらな

　　　　　る検討をし、年明け大体 1月の下旬ないし日程によっては2月の上旬に開催したい。

会長　　　質問がなければこれで議長の任を解かせていただく。
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