
［ 午後 1 時 開会 ］ 

 

●司会 定刻となりましたので、ただ今から八戸市国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

 昨年 10 月から健康保険に関する業務が社会保険庁から、全国健康保険協会に移管されたことにより、

被用者保険等保険者代表委員でありました八戸社会保険事務所長の高橋邦尚様が 9 月 30 日をもちまして

当運営協議会を辞任されました。その後任として、全国健康保険協会青森支部長であります、清澤正様に

被用者保険等保険者代表委員として就任していただくことになりましたので、市長から委嘱状を交付いた

します。 

 市長お願いします。 

●市長 委嘱状、清澤正様。八戸市国民健康保険運営協議会委員を委嘱します。平成21年 2月 25日から

平成22年3月31日までとします。平成21年2月25日、八戸市長。 

●司会 本日の出席委員は 12 名です。欠席委員は医師等代表於本委員、高橋委員、工藤委員、公益代表

田名部委員、伊藤委員、被用者保険等保険者代表大浦委員の 6 名でございます。本日は、委員の過半数が

出席しており、かつ各代表委員が１名以上出席しておりますので八戸市国民健康保険運営協議会規則第三

条の規定により会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。 

 始めに小林市長からご挨拶をお願いします。 

●市長 それでは一言ご挨拶を申し上げます。本日は皆さま大変お忙しい中、ご出席を賜りましてまこと

にありがとうございます。また、日ごろから国民健康保険事業の運営につきまして格別のご指導、ご協力

を賜り心から感謝を申し上げます。また、清澤委員におかれましては、八戸市国民健康保険運営協議会委

員のお願いをしましたところ、ご快諾を賜りましたことに御礼申し上げます。 

 さて、皆さまご承知のとおり、加速度的な少子高齢化は経済活動に支障をきたすことはもちろん、医療

や福祉におきましてもその財源を担う人口の減少にもつながり、深刻な問題となっております。このよう

な中、国におきましては今次々と各種制度や法律の改革改善を行ってございますが、昨年 4 月には後期高

齢者医療制度を創設し、医療保険制度の改革を行ったところであります。さらに、緊急の少子化対策とし

て平成 21 年 10 月には平成 23 年 3 月までの暫定措置として、出産育児一時金の支給額を 4 万円引き上げ

る健康保険法施行令の改正が行われることになり、当市におきましてもそれに合わせて改定を考えている

ところでございます。本日は、出産育児一時金支給額の改定につきまして、本協議会にご諮問申し上げる

次第であります。委員の皆さんにおかれましては忌憚の無いご意見を賜りますとともに、慎重なご審議を

お願い申し上げます。当市といたしましては、今後とも医療保険制度の安定運営に一層の努力をしてまい

りますので、どうか当市国保事業の充実発展のため、特段のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し

上げるご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いをいたします。 

●司会 次に坂本会長からご挨拶をお願いいたします。 

●会長 運営協議会委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきましてまことにあ

りがとうございました。新たに清澤委員におかれましては、運協委員ということで今後よろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

 本日は市長より出産育児一時金の額の改定というふうなことで、諮問いたしたいということでございま

して、それを受けるということが今日の会議の主なことになります。併せて八戸市の国民健康保険税条例

の一部改正もございますし、また 21 年度の国保の予算状況等も報告等があります。そういうことで、介
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護保険制度、医療保険制度の中心となっておりますのがこの国民健康保険だろうと言っても過言ではない

と思います。後期高齢者に新しく制度ができましたが、その前で見ますと、ほとんど八戸市においても、

世帯数でも人口でも約 40％を超える皆さまが、この国保に入っているということでございます。この国

民健康保険の充実ということで、制度が使いやすく、これを守っていくということが大変大きな役割だと

思っておりますので、運協委員の皆さまにおかれましては引き続き八戸市の国保が健全に運営されますよ

うによろしくご協力をお願いしたいと思っております。 

それでは、これから会議を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

●司会 続きまして市長から、出産育児一時金支給額の改定についての諮問をいたします。市長お願いい

たします。 

●市長 諮問書、八戸市国民健康保険運営協議会会長、坂本美洋様。出産育児一時金支給額の改定につい

て、貴会の意見を求めます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●司会 ここで市長は、次の公務のため退席いたしますことを皆さまからご了承いただきたいと思います。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

●市長 では、どうぞよろしくお願いいたします。 

●司会 それでは、この後の進行について坂本会長よりよろしくお願いいたします。 

●会長 会議録、議事録の署名でございますが、選出につきましては会長に一任いただきたいのですが、

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕 

●会長 それでは会議録署名委員につきましては、石橋委員と加藤委員にお願いいたしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それでは（1）審議案件に入ります。先ほど私が本物を受けましたけれども、写しを皆さまの方へお配

りしています。市長のほうから諮問を受けました、その諮問書を参考に審議をいたしたいと思います。出

産育児一時金の改定について説明をお願いします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

事務局。 

●事務局 それでは、お配りしました資料 1 をご覧いただきたいと思います。今お配りしました諮問書の

３枚目も併せてご覧いただきたいと思います。 

 それでは出産育児一時金支給額の改正案についてご説明いたします。まず最初に、出産育児一時金の概

要についてご説明いたします。出産育児一時金についての根拠法令は、資料の次のページ下の方の段から

3 ページ目にかけて参考として載せてありますが、後でご覧いただきたいと思います。根拠法令は国民健

康保険法第58条及び八戸市国民健康保険条例第6条に規定されております。 

支給額ですが、健康保険法では同法施行令で支給額を規定しているものでございますが、国保において

もそれに準じて条例で支給額を定めているものでございます。 

財政措置ですが、出産育児一時金の支給に関する経費の 3分の 2に相当する額は地方交付税により措置

されており、一般会計から国保特別会計に繰り入れしております。残りの 3分の 1は、国保税が財源とな

っているものでございます。 

支給額の推移でございますが、昨年末に、この協議会で審議していただきましたように、本年 1 月より

産科医療補償制度対象の場合は38万円、対象でない場合は35万円の支給となっております。 
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過去 5 カ年の支給状況でございますが、右端の月平均件数をご覧いただきますように、支給件数は年々

減少してきております。これは少子化の影響と、国保の被保険者数の近年の減少によるものと思われます。 

次のページをお開きください。それでは出産育児一時金支給額の改定案でございますが、改定の理由は

緊急の少子化対策として、本年10月から平成23年 3月までの１年半の暫定措置として、出産育児一時金

の支給額を 4 万円引き上げる健康保険法施行令の改正が行われるため、当市も支給額の改定を行うもので

ございます。改定案は、現行は産科医療補償制度対象の場合は 38 万円、対象でない場合は 35 万円が支給

額となっているところを、改定案としましては被保険者が平成 21 年 10 月から 23 年 3 月までの間に出産

したときに支給する出産育児一時金については、産科医療補償制度対象の場合には 42 万円、対象でない

場合は39万円とするものでございます。 

引き上げ額に対する財政影響額、今年度の影響額ですが、厚生労働省では引き上げ額４万円の内、2 分

の1の 2万円については国庫補助を行い、残りの2分の1の 2万円の内、その3分の2については一般会

計からの繰り出しの対象経費とし、所要の地方交付税措置を行うこととしています。そのため国保税での

負担は、引き上げ額 4万円の内 6分の 1で、1件当たり約 6,666 円となります。これを 6カ月間の支給見

込み 156 件、これは月平均 26 件とやや多めに見込んだものでございますが、156 件で見込みますと、国

保税への財政影響額は約104万円増となるものでございます。 

施行日は、平成21年10月 1日でございます。 

今後の手続きとしては、この運営協議会からの答申をいただいた後、青森県へ協議をした上で八戸市国

民健康保険条例の改正案を6月定例市議会に提案する予定としております。以上で説明を終わります。 

●会長 ただ今、4 万円増額というふうな説明でございます。この案ですけれども、何かご質疑ございま

すか。金額を上げるということであります。よろしいですか、原案とおりで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

●会長 はい、それでは皆さん賛成ということでよろしゅうございますね。異議なしということでござい

ますので、原案どおり了解をいただきました。 

尚、答申につきましては 5 月 22 日を予定しております、厚労省の方の改正健康保険法施行令の公布を

待ちまして、5 月下旬を目処に上条職務代理者と共に市長にこの旨答申したいと思います。答申書の作成

及び提出については、会長に一任いただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕 

●会長 はい、では一任いただきましたので、事務局から作成いただき、上条職務代理者と共に市長へ提

出することといたします。それでは、この件については了承することといたします。 

 次に、国民健康保険税条例改正案の概要について説明をお願いいたします。事務局。 

●事務局 それではご説明いたします。資料 2 をご覧ください。八戸市国民健康保険税条例の一部改正案

の主な概要についてご説明申し上げます。まず、1 の改正理由ですが、地方税法施行令の一部改正に伴い

まして、介護納付金課税額にかかる課税限度額を引き上げるものでございます。本年 3 月 31 日に地方税

法等の一部を改正する法律と、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布されまして、これに伴うもの

でございます。 

 介護納付金課税額は、いわゆる介護分と呼ばれているものでありまして、国保税は、医療分、後期高齢

者支援金分、介護分から構成されておりますけれども、介護分は 40 歳以上 65 歳未満の被保険者の方が負

担するものでございます。 
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 次に 2 の、主な改正内容ですが、介護納付金課税額の限度額を 9 万円から 10 万円に引き上げるもので

ございます。これは国民健康保険税条例の第３条と第２４条に関連しておりまして、この条文中の 9 万円

を 10 万円に改めるものでございます。この改正によりまして、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を

合計しました国保税全体の課税限度額は、現在の68万円から69万円となることになります。 

 次の 3 の施行期日ですが、（1）この条例改正案は 6 月の市議会定例会に提案する予定となっておりま

して、公布の日から施行することとなります。また（2）改正後の条例の規定は、平成 21 年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成 20 年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に

よることになります。 

 参考といたしまして、介護保険制度が開始されてからの介護分の課税限度額の推移を一番下に載せてお

りますが、制度開始以来介護保険料の見直しが行われるたびに課税限度額は変わってきております。また

裏のページに八戸市国民健康保険税条例の該当部分、第３条と第２４条を抜粋してありますので参考にし

ていただきたいと思います。以上でございます。 

●会長 ただ今の説明に対して、何かご質問等ございませんか。よろしいですか、法律でこれ介護納付金

分ですね、介護の費用が増えてきますので 9 万円から 10 万円にする、1 万円アップだということであり

まして、これ八戸だけではなくて全国的にやっているわけで、2号被保険者の部分ですね。 

 ただ今の説明どおりでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり。〕 

●会長 それでは了承ということでございますので、了承することといたします。 

 それでは、次が報告案件①平成 21 年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について報告をお願い

します。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

次長。 

●次長 それでは資料 3 をお開きいただきたいと思います。平成 21 年度八戸市国民健康保険特別会計予

算の概要についてご説明いたします。歳入歳出の合計は 253 億 8,505 万 3000 円で、前年度より 12 億 976

万 2,000円の減額、率にして4.5％の減となっております。 

 それでは、歳入からご説明いたします。1の国民健康保険税は前年度比7％減の63億 9,629 万 7,000 円

でございます。減となりました主な要因は、被保険者数の減少や所得の低下等による調定額の低迷による

ものでございます。 

次に2の使用料及び手数料は、300万 1,000円で国保税の督促手数料が主なものでございます。 

3の国保支出金は国庫負担金及び国庫補助金からなっておりまして、前年度比2.6％減の 68億 9,760 万

4,000 円でございます。その内訳は、国庫負担金は一般被保険者分の給付費等、老人保健拠出金、後期高

齢者支援金、介護給付費納付金にかかる 34％の国の負担と、高額医療費共同事業拠出金にかかる 4分の 1

の国の負担及び特定健康診査及び特定保健指導に要する経費の 3分の 1の国の負担金でございます。国庫

補助金は、市町村間の財政力の不均衡等を調整するため一定の基準により交付される普通調整交付金と、

それ以外の特別の事情等により交付される特別調整交付金でございます。 

4 の療養給付費等交付金は、退職被保険者等にかかる療養給付費等について国保の税分を除き、社会保

険診療報酬支払基金より交付されるもので、前年度比15.2％減の14億945万 3,000円でございます。 

 5 の前期高齢者交付金は、20 年度に創設されました財政調整制度で、国保及び被用者保険の各保険者間
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における 65 歳から 74 歳までの前期高齢者の偏在による負担の不均衡を加入者数に応じて負担調整を行い、

前期高齢者数の多い国保には社会保険診療報酬支払基金から交付金が交付されるもので、前年度比 1.6％

増の51億6,589万 8,000円でございます。 

 6 の県支出金は、高額医療費共同事業拠出金にかかる 4 分の 1 の県の負担と、特定健康診査及び特定保

健指導に要する経費の 3分の 1の県の負担金及び県内の市町村の国保財政の不均衡を調整するために県か

ら交付されます調整交付金で、前年度比5.3％減の10億899万 6,000円でございます。 

 7 の共同事業交付金は、1件 80 万円を超える高額な医療費を対象に、一定の割合で県国保連から交付さ

れる高額医療費共同事業交付金と、1 件 30 万円を超える高額な医療費を対象として県国保連から交付さ

れます保険財政共同安定化事業交付金で、前年度比12％減の26億2,081万円でございます。 

 8の繰入金は、前年度比2.2％増の18億 2,495 万 2,000 円でございます。その内訳は、事務費等分は地

方交付税で措置されます。事務費分、出産育児一時金の 3分の 2に相当する額及び国保財政の健全化と、

税負担の平準化のために繰り入れる財政安定化支援事業分を一般会計から繰り入れるものでして、保険基

盤安定費分は 7 割、5 割、2 割の保険税軽減分と、低所得者を多く抱える保険者支援分を一般会計から繰

り入れるものでございます。 

 9款の繰越金は、科目存置でございます。 

 10 の諸収入は、国保税の延滞金のほか、出産費資金貸付金元利収入、交通事故等にかかる第三者納付

金、国保資格喪失者等からの返納金等で、前年度比1.8％増の5,804万 1,000円でございます。 

 次に右側の歳出についてご説明いたします。1 の総務費は、職員の人件費及び物件費のほか、県国保連

に対する負担金や、国保運営協議会に要する経費等で2億8,453万 7,000円でございます。 

 2 の保険給付費は、被保険者数の減少により、前年度比 3％減の 172 億 2,515 万円で、一般被保険者及

び退職被保険者等の療養給付費、高額療養費、審査支払手数料、出産育児一時金、葬祭費等に要する経費

でございます。 

 3 の後期高齢者支援金は、国保が加入者数に応じて一人当たりの額を現役世代の支援分として負担いた

します後期高齢者医療及び事務費にかかる社会保険診療報酬支払基金への拠出金で、前年度比 6.5％増の

31億9,786万 6,000円でございます。 

 4 の前期高齢者納付金は、歳入の前期高齢者交付金に関連する納付金でございますが、歳入でご説明い

たしました前期高齢者納付金の額が著しく過大となる保険者の負担軽減のために、加入者数に応じて全保

険者に再按分されるもので、前年度比38.5％増の1,021万 7,000円でございます。  

 5 の老人保健拠出金は、老人医療費にかかる社会保険診療報酬支払基金への拠出金で、前年度比 58.7％

減の 2 億 6,261 万 1,000 円でございます。老人保健制度は、平成 19 年度で終了しておりますが、19 年度

の精算分を計上したものでございます。 

 6 の介護納付金は、介護保険第 2 号被保険者の保険料分の社会保険診療報酬支払基金に対する納付金で、

前年度比8.8％減の13億1,133万 1,000円でございます。 

 7 の共同事業拠出金は、歳入でご説明いたしました高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業に対

する拠出金で、前年度比11.8％減の28億3,941万 2,000円でございます。 

 8 の保健事業費は、特定健康診査及び特定保健指導にかかる経費や、重複・頻回等受診者等に対する訪

問指導に要する経費、国保人間ドックの委託料、医療費通知委託料、市民保養所「洗心荘」宿泊料一部負

担事業経費並びに平成 21 年度新規の事業として国の特別調整交付金の対象となります国保ヘルスアップ
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事業の関連経費が主なもので、前年度17.7％増の2億387万 8,000円でございます。 

 9の諸支出金は、国保税の過誤納金還付金がその主なもので、2,005万 1,000円でございます。 

 10の予備費は、前年度と同額の3,000万円でございます。以上で説明を終わります。 

●会長 ただ今説明をいただきましたが、委員の皆さまからご意見、ご質問等いただきたいと思います。

予算案でございますけれども、何かございますでしょうか。予算はこれでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり。〕 

●会長 それでは、ご意見が無いようでございますので、ただ今の平成 21 年度八戸市国民健康保険特別

会計予算の概要については了解いたしたいと思います。 

 それでは次に、報告案件②のジェネリックの医薬品希望カードの配付について説明をお願いいたします。

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

次長。 

●次長 それでは資料 4 をお開きいただきたいと思います。ジェネリック医薬品希望カードの配付につい

てご説明いたします。皆さま既にご承知のとおり、後発医薬品いわゆるジェネリック医薬品とは、先発医

薬品の特許期間が切れた後に、成分や規格等が同じであるとして承認された医薬品のことで、開発費用が

低く抑えられておりますことから価格が安く設定されております。 

 平成 20 年度から、後発医薬品の使用を促進するため、医師が発行する処方せんの様式が見直され、従

来医師が後発医薬品への変更可と判断したときに署名する様式になっておりましたものが、後発医薬品へ

の変更が不可の場合のみ署名することになりました。これによりまして、保険薬局では処方せんで後発医

薬品に変更ができない場合を除いて、患者が後発医薬を選ぶことができるようになっております。 

 後発医薬品は価格が安く設定されているため、後発医薬品を利用することにより医療費を節約すること

ができます。そこで、被保険者への周知を図るため、平成 20 年度は市ホームページ、国保だより、広報

はちのへへの掲載を実施いたしました。 

 次に、今後の対応でございますが、平成21年 1月 20日付けの厚生労働省保険局国民健康保険課長通知

で、ジェネリック医薬品希望カードを原則として全ての保険者において被保険者への配布を行うよう努め

ることとされました。また、平成 21 年度の特別調整交付金で後発医薬品希望カードにかかる費用を補助

するといたしております。そこで今年度は、ジェネリック医薬品希望カードを国保全世帯に配付すること

を検討しているところでございます。以上で説明を終わります。 

●会長 ただ今の説明に対して、委員の皆さまからご質問、ご意見等お聞きしたいと思います。何かござ

いませんか。 

●委員 大分当初に比べると、ドクター自体から処方せんにジェネリックの薬が書かれてくることもあり、

また薬局の方でも変更するケースするもありますが、まだまだ知らない方がいらっしゃいまして、聞かれ

たりすることも多々あります。特に節約という意味でも、慢性疾患の方で落ち着いている方、病状が落ち

着いたり、もちろん病名にもよりますけれども、そういうことを考えながら先生の方にお願いするかどう

かということです。 

●会長 はい、どうぞ。 

●委員 専門家の方がいらっしゃるので。一とおり大体常備されているものなのですか。お医者さんから

処方していただいたものを薬局の方にお見せした場合に、大体どういう種類であっても一とおり、今現状

そこまでいっているのかどうか、どういう状況なのでしょうか。 
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●委員 そうですね、薬局にもよりますし、違うとは思うのですけれども。やはり世の中の流れで、ジェ

ネリックを発売するところがどんどん多くなっています。今は新薬しかない薬でも、年数が経つと特許期

限はきれますので、私のところではジェネリックは増えていっています。あとはドクター自身から、信頼

性のあるジェネリックが処方せんに書かれてくる場合もありますので、その薬の流通とかを考えておく場

合もあります。ただ、全品目あるとは限らないと思います。しかし、在庫がない薬に関して患者さんに聞

かれる場合も多々ありまして、そのときはこの次からでいいでしょうかとかとお話しし、お時間をいただ

ければ流通で取ります。例えば、1 カ月分でも、3,000 円変わる場合は変えてくれという方とか、値が安

定しなくなったから戻してくれという方もいます。大げさに言うと 30 日で 10 円しか変わらなかったらい

いやという方もいます。安定した人に多いのですが、変更したり、戻したりしながらその人に合ったジェ

ネリックを選ぶようにしています。とにかくご希望があった場合には、患者さんへ価格とかメーカーがこ

うあってどれくらい違うとか、今回はできないけれども、流通で 2、3 日すると入ってくるとかなどお話

しし、そうしながらジェネリックは一品づつ増えているのかな。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

●会長 委員。 

●委員 ジェネリックに関して、金額ベースそれから数量ベースで、ちょっと比率は違うのでしょうけど、

大雑把に言って、例えばアメリカ、ヨーロッパの全薬に対するこのジェネリックの比率というのは、約 6

割、58％というような数字があります。日本の場合は、10％を切っており、6％ということで非常に少な

いのですよね。極端に少ない、日本の場合はですね。トータルで医療費を押し上げている原因の大きな一

つだということが言われています。やはりその原因はあるのだろうと思うのです。その辺は、国保、私ら

協会健保の組合員、共済組合にとって、十分緊急を要する事項だろうと思っています。この間、ＮＨＫの

「健康ライフ」でもこの問題を取り上げて、約 1 週間やっていました。基本的には成分は変わらない。た

だ後発の場合には、飲みやすくいろいろと工夫したり、使い勝手を良くしているというふうな部分もある

と。積極的に購求するようなことも非常に多いというふうな、これはＮＨＫの「健康ライフ」ではそうい

うふうな報道はしていましたけれども、欧米に比べて日本の場合は極端に少ないということの原因は、今

後とも研究していくべきではあるのだろうと思います。 

●会長 他にございませんか。意見等は。ご質問は無いようですので。では、ただ今の報告についてはよ

ろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり。〕 

●会長 はい、では是非頑張って欲しいと思います。 

 では、次に報告案件の3番目ですね、健康優良世帯表彰について事務局から説明を願います。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

 次長。 

●次長 それでは資料の方をお開きいただきたいと思います。健康優良世帯表彰の廃止についてご説明い

たします。この制度の目的は、八戸市国民健康保険の被保険者の内から健康優良世帯を表彰し、被保険者

の健康の保持、増進及び保健思想の普及を図ることにより国保事業の健全な運営を期するため、平成 7 年

より実施しているものでございます。 

 対象者は、①から③までのいずれにも該当する世帯の世帯主でございます。 

 表彰の方法及び記念品は、資料に記載のとおりでございます。 
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 （5）の表彰世帯数の推移でございますけれども、平成 16 年度が 123 世帯であったものが、平成 20 年

度は 55 世帯となっております。また平成 20 年度の経費実績でございますが、国保連合会で依頼する対象

抽出者に係る経費が 17 万 2,394 円。それから記念品代として 12 万 2,718 円、合計で 29 万 5,112 円とな

っております。 

 健康優良世帯表彰の今後のあり方についてですけれども、無受診者表彰の記念品及び対象者を抽出する

ための費用は、昔は国の特別調整交付金の経費対象でございましたが、平成 16 年度からは対象外経費と

なっております。しかし、その後も保健事業の一環として継続実施してきた経緯がございます。 

この制度の初期の目的でございます医療費適正化や、健康意識の高揚につきましては平成 20 年度から

始まった特定健診・特定保健指導に引き継がれておりまして、この制度は既に役目を終えているものと思

っております。なお、県内他市の状況でございますが、平成20年度は県内10市中 7市が実施いたしまし

たが、青森市は廃止いたしました。また、弘前市は今年度から廃止予定とのことであります。これらのこ

とから当市におきましても、今年度より健康優良世帯表彰を廃止する方向で検討しているところでござい

ます。以上で説明を終わります。 

●会長 ただ今の説明に対して何かご意見等ございますでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

 委員。 

●委員 日本原燃健康保険組合です。この廃止案に賛成ということで、健康保険組合が全国で今 1,500 弱

あるのですが、私も今の仕組みについて、財政が厳しくなるとどうしても保健事業の見直しというのが必

至になってくるものですから、その中での優良表彰というのは相互扶助性の観点からいくと無駄ではない

か？無駄という言い方は不適切かもわかりませんが、ここの部分というのはやはり落していくべきだなと

いうのと、もう一つ健康保険組合でも保健事業、今いろいろと前期高齢者の納付金等に関しての納付が大

変な状況の中で保健事業が見直されている。そういう中では、ここが一番先に手を付けていっているとい

う状況にあると思います。そういう観点をひっくるめて、私は廃止に賛成です。 

●会長 他にございませんか。それでは廃止の方向ということでよろしいですか。 

〔「異議なし」の声あり。〕 

●会長 元々は、たくさん医療費が掛かって、保険税を払っていないという人たちから見れば、表彰され

る方々は保険税を全部完納した上に病気にもなっていない、家族にもいないということで非常に鑑であり、

模範的な方々であるという、始めた当時はそうだったのですけれども。今は考え方が少し変わってきたと

いうことでありますので、平成 21 年から廃止ということでありますので、そのようにいたしたいと思い

ます。 

 次は、他に事務局から何かございますか。次長。 

●次長 それぞれ皆さまのお手元に国保だより、それから八戸市の国保と年金、それから国民健康保険図

鑑をお配りしておりますので、今後の審議の参考にしていただければと思っております。以上でございま

す。 

●会長 皆様から他になければ、これで閉じたいと思います。よろしいですかね。 

〔「はい」の声あり。〕 

●会長 ご苦労様でした。ありがとうございました。 

〔 午後１時４３分 閉会 〕 
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