
平成２３年度　第４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２４年１月２３日（月）　午後１時～午後２時

２．場　　　　所　：　會津稽古堂　研修室第３

３．諮　　　　問　：（１）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

　　　　　　　　　　（２）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．委員会出席者　　　会　長　　戸田　　典樹（議長）

　　（敬称略）　　　　副会長　　武藤　　裕一

　　　　　　　　　　　委　員　　中川　　長則

　　　　　　　　　　　委　員　　生亀　　光衛

　　　　　　　　　 　 委　員　　佐藤　　ふみ子

　　　　　　　　　　　委　員　　鈴木　　利栄

　　　　　　　　　　　委　員　　秋本　　千恵子（議事録署名人）

　　　　　　　　　　　委　員　　加藤　　道義

　　　　　　　　　　　委　員　　長谷川　壮八

　　　　　　　　　　　委　員　　筒井　　章　

　　　　　　　　　　　委　員　　関　　　孝一

　　　　　　　　　　　委　員　　佐々木　孝一

　　　　　　　　　　　委　員　　渡部　　耕三

　　　　　　　　　　　委　員　　馬場　　洋一（議事録署名人）

　　　　　　　　　　　委　員　　小柴　　誠一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上１６名中１５名出席）

５．事務局出席者　　　健康福祉部長　　　　　　赤松　章光

　　　　　　　　　　　健康福祉部企画副参事　　岩澤　俊典

　　　　　　　　　　　国保年金課長　　　　　　長谷川　健二郎

　　　　　　　　　　　国保年金課副主幹　　　　長谷川　孝洋

　　　　　　　　　　　国保年金課副主幹　　　　吉田　恵三

　　　　　　　　　　　窓口グループ主査　　　　酒井　康之

　　　　　　　　　　　医療給付グループ主査　　柳沼　秀夫

　　　　　　　　　　　医療給付グループ主事　　小泉　里奈
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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　　　秋元委員、馬場委員を指名する。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。「（１）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）」及び「（２）会津若松市国民健康保険税条例の一部改正（案）について」、

　　　　　関連があるので、一括して審議をお願いする。事務局より説明をお願いする。

事務局　　まず、「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（案）につい

　　　　　て」。健全化指針は、前回１１月１８日と前々回８月２５日に指針策定の考え方、い

　　　　　ままでの取組み状況の検証などを踏まえ、原案をお示しした。今回市の案として皆様

　　　　　にお示しをしたい。内容的には、前回お示しした原案とほぼ同じだが、一部変わった

　　　　　部分もあるので、改めて説明する。資料は、「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（案）について」と「原案」である。策定（案）を見ていただ

　　　　　きたい。「１　国保事業健全化に向けたこれまでの取組み」。市では、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、健全化指針を

　　　　　策定し、４項目の取組みで財政の健全化に取組んできた。（１）国民健康保険税の適

　　　　　正賦課と収納率向上への取組み、（２）医療費適正化への取組み、（３）健康づくり

　　　　　への取組み、（４）その他の取組み（ジェネリック医薬品使用拡大など）、である。

　　　　　しかし、平成１９年度以降、一般会計からの基準外繰入れが、余儀なくされている状

　　　　　況にある。現在の健全化指針は、２３年度までの計画だが、次年度２４年度以降も継

　　　　　続した財政の健全化を図っていく必要があり、新たな第２期の健全化指針の策定とい

　　　　　う動きになった。「２　国による医療制度改革」。国では、今の後期高齢医療制度を

　　　　　廃止し、新たな制度を創設する検討をしている。この改革の中で、国保の財政運営の

　　　　　都道府県単位化が検討されている。国保の新しい制度は、今のところ平成２５年度以

　　　　　降に第一段階として、今の後期高齢医療制度対象である７５歳以上の都道府県単位化、

　　　　　さらに、５年後平成３０年度以降ということで、全年齢を対象とした都道府県単位化

　　　　　の案が示された。それらの動きを受け、福島県においては、平成２２年に「福島県市

　　　　　町村国民健康保険広域化等支援方針」を策定した。これらも踏まえた形で、健全化指

　　　　　針を策定していく必要がある。２ページ、「３　これまでの取組みの検証」、

　　　　　「（１）国保財政状況」について。歳入は、国保税率の引上げを２年ごとに行った。
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　　　　　収納率対策も行い、収納率は、平成２０年度に一旦低下したが、平成２２年度におい

　　　　　ては現年度分は上昇している。しかし、課税所得の減少があり、国保税収入額は減少

　　　　　している。歳出では、一番予算規模の大きい保険給付費部分は、平成１９年度から平

　　　　　成２２年度の比較で、１．５５ポイントの伸びで、ほぼ想定内での推移になっている。

　　　　　歳入の減少で収支不均衡があり、毎年一般会計からの基準外の繰入れで、その均衡を

　　　　　図ってきた。「（２）４項目の取組みの検証」。「①国民健康保険税の適正賦課」。

　　　　　３ページ。平成２０年、平成２２年度と２年ごとの改定をした。課税所得が減少した

　　　　　ことによって、税収のアップには、つながっていない。本市の国保税率を県内他市と

　　　　　比較すると低い状況にあり、国保事業の県単位化を踏まえると、県内他市の税率のレ

　　　　　ベルも考慮すべきと考えている。「収納率向上への取組み」、３ページ、一旦平成２

　　　　　０年度に８９％台に下がったが、平成２２年度には９０％台、現年度の収納率が回復

　　　　　してきている。市民の相互扶助で国保は成り立っているので、被保険者の信頼を得る

　　　　　ためにも、また健全な事業運営を行う観点からも、収納率対策は非常に重要であり、

　　　　　今後も収納体制の充実を図っていきたい。「②医療費適正化への取組み」。レセプト

　　　　　点検、第三者求償への取り組みについてである。４ページ。重複・頻回受診者への訪

　　　　　問指導、国保資格喪失後の受診に対する医療費の返還といった、医療費の適正化に取

　　　　　組んできたところであり、今後もこれらについて、取組んでいく必要がある。「③健

　　　　　康づくりへの取組み」。５ページ、主に特定健康診査の受診率の向上に取り組んだが、

　　　　　平成２４年度の目標である６５％までには届かない。平成２２年度で４０％程度まで

　　　　　は伸びてきたが、目標までには届いていない。「④その他の取組み」、ジェネリック

　　　　　医薬品情報提供などに努めてきた。７ページ。「４　新たな国民健康保険事業運営健

　　　　　全化指針の基本的な考え方」。新たな指針は、平成２４年度～２８年度までの５ヶ年

　　　　　の計画とする。今の取組みである４つの取組みを、継続して取組んでいく。特に、次

　　　　　の項目について内容の充実を図る。「新たな健康づくりへの取組み」、「①日常生活

　　　　　からの健康づくり、生活習慣病予防への取組み」に特に意を用いたい。加入者の疾病

　　　　　状況を分析し、最も多い疾病件数や、最も費用を要する疾病を未然に防ぐ取組みを、

　　　　　実施していきたい。そのため、保健師等による保健指導、健康相談体制の充実を、

　　　　　図っていきたい。以上、概略を説明した。「会津若松市　第２期　国民健康保険事業

　　　　　運営健全化指針」原案を見ていただきたい。項目を中心に説明する。１ページ「第１

　　　　　章　第２期国民健康保険事業運営健全化指針の策定」。これまでの取組みを記入した。

　　　　　「１　これまでの取組み」は、先ほど申し上げたような内容である。「２　医療制度

　　　　　改革」も、先ほど説明したような内容である。２ページ。「第２節　「第２期」会津
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　　　　　若松市国民健康保険事業運営健全化指針の策定」、策定期間は、平成２４年度から平

　　　　　成２８年度までの５ヶ年、基本的視点が３ページ目以降に記入してある。「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」、「２　医療費適正化への取組

　　　　　み」。４ページ。「３健康づくりへの取組み」、「４　その他の取組み」。５ページ。

　　　　　「第２章　国民健康保険の現状と課題」、「第１節　医療費の推移」が５ページに記

　　　　　入してある。６ページ。「第２節　医療費の動向」が、６、７ページに記入してある。

　　　　　８ページ、「３　１人当たりの医療費の増加要因」、年齢別に見ると、高齢化にとも

　　　　　なって、１人当たりの医療費の費用が上がっている。９ページ、「４　生活習慣病と

　　　　　医療費の状況」、本市の疾病分類別医療費を見ると、循環器系疾患が最も多く、これ

　　　　　ら生活習慣病予防への取組みが、１人当たりの医療費の抑制につながっていくという

　　　　　ことが、１０ページに記入してある。１１ページから、「第３章　第１節　国保財政

　　　　　状況」、先ほど申し上げた「１　歳入」の状況、税の改定は引上げはしてきたが、課

　　　　　税所得は減少しているという現状で、歳入が減少してきているという状況である。１

　　　　　２ページ。課税所得の推移等の表が記入してある。「２　歳出」の状況。保険給付費

　　　　　は想定の範囲内という状況である。１３ページ「第２節　国民健康保険を取り巻く構

　　　　　造的な課題」が記入してある。１５ページからそれぞれの取組みに関する項目になっ

　　　　　ている、「第４章　国民健康保険の適正賦課と収納率の向上」、「１　税率の改定状

　　　　　況」が１５ページに記入してある。１６ページ、「２　税率の改定方針」、「３　資

　　　　　格管理の適正化への取組み」、１７ページの上の取組み方針は、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年ごとの保険税率の見直しを行う。「第２節 

　　　　　収納率向上への取組み」。１７、１８、１９、２０、２１ページまで、それぞれ滞納

　　　　　の状況とあるいは収納対策の具体的な中身が記入してある。取組み方針は、２１ペー

　　　　　ジ、現年度の収納率目標値は９０．８９％以上とする。２２ページから「第５章　医

　　　　　療費適正化への取組み」。レセプト点検等、それぞれの目標、これはいままでの取組

　　　　　みと同様の取組みを継続していきたい。２５ページ。この部分、若干ボリュームを増

　　　　　やした。「第１節　疾病状況に応じた健康づくりへの取組み」。本市の疾病状況が記

　　　　　入してある。２６ページ、１人当たりの医療費は、高血圧性疾患が一番高い。

　　　　　「（２）高額な医療費の状況」。１件につき３００万円以上の高額なレセプトの件数

　　　　　が５４件あり、年間２億円を超えている。医療費が高額となっている方の約７割が、

　　　　　高血圧性疾患や糖尿病、高脂血症など生活習慣病の基礎疾患がある。「（３）人工透

　　　　　析患者医療費の状況」ということで、人工透析の患者は、１２２名おり、うち６割が

　　　　　２型糖尿病を有している。２型とは先天性ではないということである。それらの人工

4



　　　　　透析に至らせない取組みも不可欠、ということである。それらを踏まえ、２７ページ、

　　　　　生活習慣病予防への取組みの充実が必要だという流れになっている。加えて、特定健

　　　　　診、がん検診の受診率向上にも合わせて、取組んでいかなければならない。２９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」。３１ページ、

　　　　　特定健康診査受診率は平成２５年度に６５％という数字でいままで取組んできたが、

　　　　　目標値と現実の値があまりにもかけ離れていおり、今回は、平成２８年度における特

　　　　　定健診の受診率の目標値を５０％としたい。３３ページ、「第３節　その他への健康

　　　　　づくりの取組み」、ジェネリック医薬品、介護機関の連携等に取組んでいく。３５

　　　　　ページ、「第８章　保険給付費の見通し」。３６ページ、保健給付費の推計が記載し

　　　　　てある、表の２段目の１人当たりの医療費を、いままでの結果から見ると、大体年間

　　　　　２．８５％程度の伸びがある。一方、被保険者数は減っていて、マイナス１．２ない

　　　　　しマイナス１．３％ぐらいの現状がある。これらを合わせると、保険給付費は１．

　　　　　５％から１．６％の推移であろうと推測している。３８ページからは、「第９章　国

　　　　　民健康保険財政収支見通し」、歳出に見合った歳入を確保していきたい。４１ページ、

　　　　　「第１０章　進行管理」。進行管理を行い、年度の状況を見ながら、時点修正を行っ

　　　　　ていきたい。また、市民への指針の公表は積極的に行っていきたい。以上、「健全化

　　　　　指針案」に対する説明は終わります。続きまして、「会津若松市国民健康保険税条例

　　　　　の一部改正（案）について」について説明する。前回、前々回と概要を示してきた。

　　　　　今回は具体的な市の改正案をお示しをする。税率は、条例事項でございますので、答

　　　　　申をいただいた後には２月の定例会に提案する。「１　概要」、「健全化指針」を踏

　　　　　まえ、「後期高齢者医療制度の保険料率の改定」と合わせて、今まで、二年ごとの改

　　　　　定をおこなってきた。今後、平成２４年度からの「第２期健全化指針」におきまして

　　　　　も、二年ごとの見直しをおこなうという方針で、検討をしているので、今回平成２４

　　　　　年、平成２５年度の税率を改正をしたい。「２　国民健康保険税率改正の基本的考え

　　　　　方」は、平成２４年度、平成２５年度の２ヶ年の収支均衡を図るために、保険給付費

　　　　　などの歳出見込み額と、それに伴う国県支出金などの歳入見込み額を試算し、その差

　　　　　額を国保税の必要額とする。なお、診療報酬改定は、今回この案の中には、含んでい

　　　　　ないが、今のところ全体で、０．００％で、総額的には変わらないという「診療報酬

　　　　　の改定」がある模様である。（２）福島県市町村国民健康保険広域化等支援方針を踏

　　　　　まえた見直しを行う。①資産割りは、縮小していきたい。②応能割・応益割の割合は、

　　　　　国の標準割合である５０％：５０％を基本としたい。③県内他市の平均税率に近づけ

　　　　　ていきたい。２ページ、３　国民健康保険税必要額は、１　歳出見込額を、保険給付
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　　　　　費から特定健康診査事業費までそれぞれ積算した。平成２４年度は、１１，２０８，

　　　　　４２８千円、平成２５年度は、１１，３７１，０９９千円である。推計方法は、「①

　　　　　保険給付金」、毎年１．５％程度増大ということで見込んだ。「②後期高齢者支援金

　　　　　等」「③介護給付金」「④特定健康診査等事業費」は、ここに記載の通り推計した。

　　　　　「（２）国保税以外の歳入見込額」は、「国庫支出金」から「一般会計繰入金」を積

　　　　　算した。この「一般会計繰入金」というのは、いわゆる、ルールに従った形での繰入

　　　　　金の部分であるが、それぞれ平成２４年度は、８，５７５，７５３千円、平成２５年

　　　　　度は８，７７３，２６８千円という積算になっている。それぞれの推計方法について

　　　　　はここに書いてある通りである。歳出見込額から国保税以外の歳入見込額を引いた数

　　　　　字が、国保税の必要額になる。「（３）」平成２４年度が２，６３２，６７５千円、

　　　　　平成２５年度が２，５９７，８３１千円ということ。今の税率によると、どれくらい

　　　　　の金額になるかが、（４）に書いてある。２，５３０，４４０千円と、その差額を引

　　　　　き上げる必要があるということ。そのため、（５）単年度８４，８１３千円程度の引

　　　　　上げ、全体で３．６％程度なる予定である。４ページに具体的な税率を記入した。税

　　　　　には大きく３つの項目がある。「基礎課税分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金

　　　　　分」である。「介護納付金分」は、４０歳～６４歳の方のみ。６５歳からは別に「介

　　　　　護保険料」が別に必要となるので、保険者が納付する４０歳～６４歳までの部分、で

　　　　　ある。それぞれ「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」があり、「所得割」は所

　　　　　得にかかる税。「資産割」は、固定資産税額にかかる税。「平等割」は、個人、一人

　　　　　当たりである。「平等割」は一世帯当たりで、記入してある金額は年額である。「

　　　　　基礎課税分」は、「所得割」を現行６．４％を６．６％、０．２％の引上げである。

　　　　　「資産割」は、１３％を１２％で１％の引下げである。個人ごとの「均等割」は、年

　　　　　額１６，８００円を１７，８００円で１，０００円の引上げである。世帯割の「平等

　　　　　割」は、１９，０００円を１９，６００円で、６００円の引上げである。「後期高齢

　　　　　者支援金分」は、「所得割」は２．４％変わらずということで、「資産割」は４％か

　　　　　ら３％で１％の引下げ、「均等割」は５，６００円を６，４００円の８００円の引上

　　　　　げ。「平等割」は６，０００円を６，４００円で４００円の引上げ。「介護納付金

　　　　　分」につきましては、「所得割」を１．７％から１．９％の０．２％の引上げ。「資

　　　　　産割」は４％から３％で１％の引下げ。「均等割」は６，０００円から７，４００円

　　　　　で１，４００円の引上げ、「平等割」は６，０００円、変わらず。という案である。

　　　　　５ページからは、参考資料で、５ページ、「これまでの改定経過」、税率の経過を記

　　　　　載した。６ページ、改正に至った具体的な数字を少し詳細に記載した。今回の引上げ
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　　　　　をすると、この表の中ほど、試算になるが、現行との比較という部分。一人当たり、

　　　　　現行だと、平均が年額７９，８２２円である。改正すると、一人当たり、年額８３，

　　　　　７９２円になるので、引上げが年額３，９７０円である。一世帯当たりは、年額６，

　　　　　０９４円の引上げである。「改正の考え方」は、「支援金分」、「介護分」について

　　　　　財源が不足している部分があるので、これらをまず県の平均程度まで引上げたところ

　　　　　である。全体の不足額を医療分によって引上げるというようなかたちで今回の案にし

　　　　　た。７ページ目に、県内他市の状況がある。それぞれ上の段が医療分である。所得割、

　　　　　資産割、均等割、平等割の順で記入してある。会津若松市が色付けがしてあるところ

　　　　　が、会津若松市の順番である。上から高い順に並べてある。今回の改定で引き上がっ

　　　　　た部分が矢印で示してある。それぞれまだ低い状況にある。８ページ、県内の税率改

　　　　　正の状況を参考で記載した。９ページ、今までの会津若松市の税率の推移を記載した。

　　　　　一番下に全体の改定率を記載した。前回平成２２年度の時には、２．５９％の引上げ

　　　　　である。その前の平成２０年度は、これは税の形が大きく変わった部分があり、０．

　　　　　５％の引上げである。平成１８年度は７．３６％、平成１６年度が８．６％という引

　　　　　上げ額であった。１０ページ、県内４市の保険税率の変遷を表にした。会津若松市は、

　　　　　左側に記載したが、平成１０年度から平成１５年度の間、据え置きにしてきた。なお、

　　　　　所得が無い、資産が無い方は、「所得割」、「資産割」は、かからないが、「応益

　　　　　割」がかかる。「所得割」、「資産割」が「応能割」、能力に応じた課税の部分で、

　　　　　一人当たり、一世帯当たりかかるのが「応益割」で、所得が無くてもかかるが、この

　　　　　部分で、もし単身で所得が無くても数字的には、先ほど申し上げた「均等割」、「平

　　　　　等割」がかかり、全部積算すると、５９，４００円という数字になる。５９，４００

　　　　　円が、改正案だと、６３，６００円になる。この、それぞれ基礎課税部分、支援金部

　　　　　分、介護納付金部の均等割、平等割を縦に足し算をしていった数字だが、軽減措置が

　　　　　あり、基準となる所得額が無ければ、7割軽減する。これは、所得３３０，０００円未

　　　　　満の方は今の「応益割」についても、７割の軽減となる。、今の数字、現行５９，４

　　　　　００円というのは、年額１７，８００円になり、今の税額のもっとも少ない数字にな

　　　　　る。これが今回の改定により、年額１９，０００円まで引き上がるということで年額

　　　　　１，２００円のアップになり、これが一番影響の少ない方の数字である。あとは所得

　　　　　のかなり高い方、限度額にかかっているような方については、今回引上げによっては

　　　　　影響は受けない。一番所得の少ない方で年額１７，８００円が年間１９，０００円に

　　　　　引き上がるという影響があるということを説明を申し上げて、説明を終わる。よろし

　　　　　くお願いしたい。
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会長　　　健全化指針につていては、平成２４年度から５年間の期間で、従来の取り組みである、

　　　　　国民健康保険の収納率の向上、医療費適正化、健康づくりの取組み、その他の取組み

　　　　　をおこなって、とりわけ健康づくりの取組みに力を入れていくということである。国

　　　　　保税は資料の４ページのように改正していきたいといういうようなことである。一番 

　　　　　所得の低い人であれば、１，２００円がアップ、高い人であれば変わらないというこ

　　　　　とで説明があった。質疑を受け付ける。

鈴木利栄委員　細かいことで恐縮だが、「健全化指針」２８ページ、上から４行目のメタボリッ

　　　　　クのところで「ほぼ同程度となっています。」と「下回っています。」となっていて

　　　　　これは、単純なミスか。

会長　　　２８ページ上から何行目か。

事務局　　２８ページ、上から４行目ですね。「会津若松市の状況が１，５９５人であり、該当

　　　　　率は１６．４９ポイントでした。これは、福島県１６．５７％の該当率とほぼ同程度

　　　　　となっています。」と「下回っています。」となっていた。これは、「ほぼ同程

　　　　　度。」ということで、「下回っています。」を削除する。

馬場洋一委員　資産割が減っている。資産割は、郡山市、福島市がなく、伊達市が、去年からな

　　　　　い。資産割というのは、どういうふうに考えたらいいか。段々下げていって、ゼロを

　　　　　目指すのか。また、被保険者の中で資産割を払っている人の比率は。

事務局　　資産割の課税の部分の考え方だが、全国的な傾向として、資産割は、縮小傾向にある。

　　　　　今回、県で作った福島県市町村国民健康保険広域化支援指針の中でも資産割の縮小と

　　　　　いう言い方が明文化されている。考え方としては、資産を持っていただけでは、収入

　　　　　は得られない。収入を得た部分については、逆に所得税というかたちで税がかかる。

　　　　　そのため、国保税を払っていくという能力にはつながらないだろうという基本的な考

　　　　　え方になっているようだ。都市部においては、それほど資産割に対するウエイトは重

　　　　　くないが、逆に町村部においてはウエイトが高いので、これを縮小しましょう、と言

　　　　　われてもなかなな削れない。これを削ったら、もっと所得割を上げなければいけない

　　　　　ので、なかなか、削れないというような意見も聞かれる。どちらかといえば、都市化

　　　　　が進んだところは、資産割を縮小しているが、逆に町村の方は、それは、なかなか難

　　　　　しいというのが、今の現状である。資産割の額、平成２３年度の９月３０日の時点で

　　　　　の調定額では、１３１，１１９千円である。全体で２５億円という数字なので、それ

　　　　　ほどウエイト的に大きな数字ではない。

事務局　　国保税の軽減制度についてだが、先ほど一番最大で、７割軽減という制度があるとい

　　　　　う説明をしたが、所得に応じて２割軽減、５割軽減、７割軽減の３段階がある。平成
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　　　　　２２年度の医療分と後期高齢支援分部分だと、7割軽減の方が２８．０１％である。４

　　　　　分の１以上が、７割軽減である。５割軽減が、６．６６％、２割軽減が１３．４５％

　　　　　で、３つ合わせると、４８．１２％となり、半分近くの方がこの軽減措置に該当して

　　　　　いるという状況である。国保の構造的な課題だが、以前は農林、漁業の方、自営業の

　　　　　方が主に国保に加入していたが、現在は、割合的に無職の方が多いという現状で、所

　　　　　得の無い方、少ない方が多くなっている。国では、これらの軽減措置に対して財源の

　　　　　補てん措置をしているが、なかなか各保険者の努力だけでは、それらを埋めることは

　　　　　厳しいのが今の本当の国保の現状である。市としては自前で健全化という部分も捉え

　　　　　ながら、国に対して財源措置は継続して今後もお願いしていかなければならないと

　　　　　思っている。

会長　　　特定健康審査受診率が思ったように伸びなかった要因について分析してあれば説明を。

事務局　　会津若松市だけの現状ではなくて、国保以外でも、協会健保を含めて、全体的に受診

　　　　　率が伸びていない。組合健保と共済組合は高いが、全体的になかなか伸びていないと

　　　　　いう現状にある。会津若松市としても２２年度に千円の一部負担金を廃止するなどし

　　　　　てきたが、一気に引き上げることは、難しい。今回、健診の結果を元に健康相談に結

　　　　　びつけて、検診を受けた方が健康になっていくような流れができて、さらに受診率の

　　　　　向上を図る、というように考えている。なかなか特効薬的な受診率向上というのは無

　　　　　い現状である。

佐々木孝一委員　指針の１２ページのところで、表９で課税所得の金額のところで、平成１８年

　　　　　度から平成２３年度の所得が、ずっと下がっているという状況が続いているというこ

　　　　　とだが、そうした中で、例えば所得割を上げたにしてもその効果というのがどこまで

　　　　　あるのか。そして、こうした状況が続くと、また上げなくてはならないのではないか。

　　　　　その辺の考え方は。

事務局　　前回平成２２年度の引上げの時にはこの試算の中で、税を改定することによって、こ

　　　　　れだけ税額が引きあがる、というような試算の数字があったが、現実的に所得が減っ

　　　　　てしまったがために、全体的に税が下がった。今回の試算も今と同じ所得水準であれ

　　　　　ば、というような試算なので、平成２２年から平成２３年分の所得が下がれば、今回

　　　　　試算したような数字の引上げには現実的にはいかない。ただ、現実的に来年どれだけ

　　　　　所得が下がるかというような部分についてはまだ未確定な部分もあるので、引上げは

　　　　　他市とのある程度の均衡の部分と全体の不足額とのバランスの中でみていくしかない。

　　　　　所得がどんどん下がっていけば、いくら税率上げても当然上がっていかない。そう

　　　　　なってくると、どこまで引上げ可能なのか、という問題は必ず出てくる。際限無く引

9



　　　　　き上げていくわけにはいかないだろうと思う。

佐々木孝一委員　約半数の方が軽減ということで、現状を考えると、税率だけでもって考えてい

　　　　　くのは、非常に厳しいのかなと、数字的にみさせてもらった。

会長　　　他に無ければ、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、事務局において書面での作成をお願いする。委員の皆様に提示し確認後に

　　　　　答申する。

　　　　　答申書の案の確認をしていただきたい。この答申書（案）でよろしいか。

（異議なしとの声あり）

会長　　　それでは、この内容によって答申する。その他だが、事務局から何かあるか。

事務局　　特にない。

会長　　　ほかになければ、それではここで、私の議長の任を解かせていただく。円滑なるご審

　　　　　議にご協力いただき感謝申し上げる。
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　上記の会議録が、平成２４年１月２３日に開催された、平成２３年度第４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２４年２月　　日

　

　　　　　　会津若松市国民健康保険運営協議会

　　　　　　　　　　会　長

　

　　　　　　　　　　委　員

　　　　　　　　　　委　員

　  

11


