
［ 午後 1 時 開会 ］ 

 

●司会 それでは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。 

 公益代表委員でありました上条幸哉様が６月２日をもちまして、当運営協議会を辞任されました。その

後任として森園秀一様に公益代表委員として委嘱状を交付いたします。本日は市長が公務のため、西副市

長が委嘱状を交付いたします。それでは西副市長よろしくお願いいたします。 

●副市長 八戸市国民健康保険運営協議会の委員を委嘱します。八戸市長小林眞。どうぞ、よろしくお願

いいたします。 

●森園委員 はい、ありがとうございます。 

●司会 西副市長は、次の公務のため退席させていただきます。 

●副市長 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

（副市長退席） 

●司会 本日の出席委員は 16 名という予定でございましたが、ただいま天候のため大浦委員が遅れてい

らっしゃるようでございます。欠席委員は公益代表の伊藤委員、被用者保険代表の町田委員でございます。 

 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３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。 

 ここでお手持ちの資料の確認をさせていただきます。 

まず、資料 1 と参考資料 1～4 です。資料については、事前に送付させていただいておりましたが、お持

ちでない方はいらっしゃいませんか。それでは、坂本会長よろしくお願いいたします。 

●会長 それでは、会議の始まる前に一言ご挨拶を申し上げます。委員の皆さまには大変お忙しい中、特

に今日は台風真近ということでここまで来るにも大変だったと思いますが、お出でいただきまして誠にあ

りがとうございました。案件は主に今日は平成 20 年度の八戸市国民健康保険の決算概要を、特別会計の

決算を皆さまにご説明していただくということでございます。国保は市民の皆保険制度の中心を成すもの

でありまして大変重要でありがたい大切な健康保険だと思っております。皆さまのご協力によりまして、

八戸市の国保が安定的に万全な体制で運営できますことを、ご協力をよろしくお願い申し上げまして、こ

れから始めさせていだきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に従って進行させていただきます。 

最初に会議録署名委員を選出いたします。選出については会長である私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。」の声） 

●会長 それでは、ご異議ないということでございますので、私の方から竹内委員と於本委員にお願いを

いたします。 

 それでは（1）の会長職務代理者の選任について、議事に入らせていただきます。この会長職務代理者

の選任ですが、上条前委員の辞任に伴いまして、会長職務代理者が現在、空席となっております。会長職

務代理者は、国民健康保険法施行令の第 5 条の規定によりまして、公益を代表する委員から選任すること

となっております。選任の方法は、投票と指名、推薦の方法がありますが、いずれかの方法で行うかお諮

りいたしたいと思います。 

●委員 会長一任でお願いしたいと思います。 
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●会長 委員から、会長一任というお話ですが、よろしいでしょうか。 

（「はい。」の声あり） 

●会長 それでは会長一任ということでありますので、私の方から指名いたしたいと思います。職務代理

者には、森園委員を指名したいと思います。森園委員におかれましては会長職務代理者の就任に当たり一

言ご挨拶をお願いします。 

●森園委員 ただいま今、職務代理者に委嘱をいただきました森園でございます。先ほど会長からもお話

がございました。国民皆保険の中核を担うこの国民健康保険でございますけれども、ご承知のとおり、大

変構造的な問題等で、各自治体、苦慮している現状ではございます。私も浅学ではございますけれども、

この国保事業の安定運営とこの制度の充実、発展に少しでも寄与して参りたいなと、皆さまのご指導をい

ただきながら、寄与して参りたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして就任の

挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。 

●会長 はい、ありがとうございました。 

それでは、議案の二番目でございますが、平成 20 年度八戸市国民健康保険特別会計決算の概要につい

て事務局から設明を願います。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 それでは、平成20年度国民健康保険特別会計決算の概要についてご説明いたします。 

資料の1をお開きいただきたいと思います。また参考資料の1と 2のほうも併せてご覧いただきたいと思

います。 

 まず、資料 1 でございますが左側が「歳入」、右側が「歳出」となっております。また歳入歳出それぞ

れ平成 20 年度決算を、平成 19 年度決算との対比で整理しその増減額と伸び率を示しております。それで

は資料の左側になりますが、歳入からご説明いたします。 

 まず 1 の国民健康保険税は、一般被保険者分、退職被保険者等分を合わせまして 65 億 2,305 万円で、

対前年度 14.5％の減となっております。減となりました主な要因は、平成 20 年 4 月から 75 歳以上の被

保険者が後期高齢者医療制度に移行し、国保の被保険者数が減少したことによるものでございます。 

一般被保険者分が 58 億 9,232 万 5,000 円で、対前年度 2.6％の増。退職被保険者等分は、6 億 3,072 万

5,000 円で、対前年度 66.5％の減でございます。一般分が増となりまして、退職分が大幅に減となった理

由でございますが、平成20年 4月から退職者医療制度が経過措置として残る65歳未満の退職被保険者を

除き、原則廃止となりまして、65 歳から 74 歳の被保険者が一般分に移行したことによるものでございま

す。 

 次に２の使用料及び手数料は、国保税の督促手数料が主なもので、369 万 4,000 円、対前年度 11.8％の

減となっております。 

 ３の国庫支出金は、国庫負担金と国庫補助金合わせまして、73億 3,830 万円で対前年度 2.4％の増とな

っております。その内訳といたしましては、まず、国庫負担金でございますが、給付費分、老人保健拠出

金分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分は一般被保険者の療養給付費や高額医療費等の保険給付費、

後期高齢者支援金、老人保健拠出金及び介護給付費納付金に対する 34％の国庫負担金。また、高額医療

共同事業負担金は歳出の高額医療費共同事業拠出金に対する４分の１の国庫負担金。特定健康診査等負担

金は、特定健康診査及び特定保健指導の経費の３分の 1 の国庫負担金でございます。国庫負担金につきま
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しては、特定健診等負担金の新設などの制度改正の影響もございまして、0.2％の増となっております。 

次に、国庫補助金でございますが、普通調整交付金は、市町村間の財政力の格差を画一的な測定基準に

より測定し、一定水準以下の市町村に対して交付される国の交付金でありまして、次の特別調整交付金は、

普通調整交付金で捕捉できない特別の事情等に着目して交付される国の交付金でございます。 

 また、高齢者医療事業費補助金は、平成 20 年度からの新たな高齢者医療制度の円滑かつ健全な運営

を図るために交付された国庫補助金でございまして、医療制度改正に対応するための高額療養費システム

改修委託料や、高齢受給者証再交付に係る経費が対象となったものでございます。国庫補助金につきまし

ては、7.7％の増でございますが、ここの所は少し複雑でございますので、参考資料の３と４を併せてご

覧いただきたいと思います。参考資料３は黒字決算の要因の説明、参考資料４は、調整交付金の説明とな

っております。 

まず、普通調整交付金でございますが、一人当たりの医療費が高額な 65 歳から 74 歳の退職被保険者が

一般被保険者に移行したため、一般被保険者の療養給付費が増となり、調整対象需要額が大きくなったた

め、もう一つは、後期高齢者医療制度の開始によりまして、保険税軽減対象者が減少したため、保険基盤

安定繰入金が減となったことにより、調整対象需要額から控除される額が減となり、調整対象需要額が大

きくなったことなどの理由により、交付金が平年ベースより膨らんだものでございます。 

次の特別調整交付金でございますが、当市は普通調整交付金が収納率により７％減額されておりますが、

減額解除の条件でございます１月末の収納率が、前年１月末の収納率を上回ることについて、平成20年度

のみの特例措置として「後期高齢者医療制度へ移行した被保険者が納税義務者であった世帯の平成20年１

月現在の調定額、収納額などを加算すること」とされておりまして、当市は、この特例措置を受け前年度

の減額額の1/2でございます6,240万8,000円が特別調整交付金として交付されたため増額となったもので

ございます。 

 また、特別調整交付金のうちの特別事情分いわゆる特々分と申してございますが、経営姿勢良好という

ことで、４億5,500万円、対前年度500万円増で交付されております。これは、坂本会長と市長が、厚生労

働省に対し事業状況の説明と要望を行った成果だと考えてございます。 

 資料１に戻りまして４の療養給付費等交付金は18億9,871万6,000円、対前年度66.5％減となっておりま

す。これは退職被保険者等の保険給付費等に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございまし

て、退職者の保険給付費から退職者の保険税を除いた分が交付されるものでございます。減となった理由

は、退職被保険者数の減によるものでございます。 

 ５の前期高齢交付金は、46億109万9,000円でございますが、20年度に創設されました財政調整制度でご

ざいまして、国保及び被用者保険の各保険者間における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ございます。 

 ６の県支出金では、3の国庫支出金にも計上されておりますが、高額医療費に関する県の負担金と特定

健康診査及び特定保健指導に関する県の負担金及び調整交付金でございますが、９億6,410万2,000円で、

対前年度７％の減でございます。減となった理由は、県の調整交付金の割合が下がったためでございます。 

７の共同事業交付金でございますが、これは１件80万円を超える高額な医療費を対象に、県単位で費用

調整する高額医療共同事業として、青森県国保連合会から交付される交付金と、１件30万円を超える高額

な医療を対象に、同じく県単位で、費用調整する保険財政共同安定化事業として、同じく青森県国保連合
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会から交付される交付金の二つの交付金でございますが、合計で27億364万5,000円で、対前年度3.9％の

減となっております。 

８の繰入金でございますが、一つには地方交付税で措置されます事務費、出産育児一時金及び財政安定

化支援事業分の事務等費分と、一般被保険者の低所得者に対する国保税の７割５割２割を軽減相当分、及

び保険者支援分の保険基盤安定費分で、一定の基準に従い一般会計から繰入したもので、18億6,047万

4,000円、対前年度3.3％の減となっております。 

９の繰越金は前年度からの繰越金で3億3,457万1,000円、対前年度45.6％の減となっております。 

10の諸収入は国保税の延滞金、交通事故等に係る第三者行為医療費の納付金、国保資格のなかった者に

対し支給した保険給付費の返納金、出産に要する費用を貸し付けする出産費資金貸付制度の返還金が主な

もので、7,472万4,000円、対前年度13.6％の減となっております。 

 歳入は以上ですが、合計で263億237万5,000円で、対前年度2.4％の減となっております。 

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、３億1,382万円で対前年度8.6％の減となっております。職員28人分の人件費及び物件費

のほか青森県国保連合会負担金が主なものでございます。この運営協議会経費につきましても、この総務

費の中で経理しております。 

２の保険給付費は一般被保険者分及び退職被保険者等分の療養給付費等、審査支払手数料、出産育児一

時金並びに葬祭費に係る経費で、合計174億1,756万7,000円、対前年度1.2％の減となっております。 

先ほど来、申し上げておりますように、65歳から74歳の退職被保険者が一般被保険者のほうに移行した

ため一般被保険者分が、対前年度44.6％の増、退職被保険者等分が74％の減となっております。 

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する

後期高齢者医療、及び事務費に係る社会保険診療報酬支払基金への拠出金で30億240万5,000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、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、

404万3,000円でございます。 

５の老人保健拠出金は老人医療費及び事務費に掛かる拠出金で、６億9,579万6,000円、対前年度83％の

減でございます。老人保健制度は、平成19年度で終了しておりますが、20年3月分の医療費と、前々年度

の精算分でございます。 

６の介護納付金は介護保険第2号被保険者の加入者数に応じて、社会保険診療報酬支払基金に支払う、

納付金で、14億3,385万4,000円、対前年度9.5％の減となっております。 

 ７の共同事業拠出金は、歳入でもご説明いたしました、県単位で費用調整する高額医療費共同事業と保

険財政共同安定化事業への拠出金で合計23億8,975万5,000円で、対前年度10％の減となっております。 

 ８の保健事業費は１億1,954万8,000円、対前年度86.9％の増となっております。保健事業費の主なもの

は、特定健康診査及び特定保健指導に係る経費、それから訪問指導看護師及び栄養士の人件費及び物件費、

国保人間ドック健診委託料、健康カレンダーの作成経費、被保険者に対する医療費通知委託料、それから

市民保養所洗心荘の利用に対する助成経費等でございますが、特定健診等が平成20年度から始まったため

大きく増になったものでございます。 

 ９の諸支出金は3,452万2,000円、対前年度84.8％の減となっております。これは国保税の過誤納金還付
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金と過年度に交付された国庫補助金の返還金でございます。 

 10の予備費は支出0でございます。 

 歳出は以上でございますが、合計で254億1,131万円で対前年度4.5％の減となっております。 

 歳入歳出の差引額は、８億9,106万5,000円でこれは翌年度へ繰り越すものでございます。20年度決算は、

結果として８億9,000万円ほどの黒字となりましたが、その要因は先ほどご覧いただきました資料３にま

とめてございます。資料３の①②は先ほどご説明したとおりでございます。③の高額医療費共同事業・保

険財政共同安定化事業でございますが、国庫支出金、県支出金、共同事業交付金を合計した歳入の合計か

ら、歳出の拠出金を差し引いた額が、４億8,215万9,000円の歳入超過となりました。この事業では例年３

億円程度の歳入超過の状態が続いておりますが、平成20年度は特に大きな額となりました。医療費の低い

自治体は歳出超過、医療費の高い自治体は歳入超過の傾向があると言われており、当市はこの共同事業の

恩恵を受けているといえます。一方、国保税収入は被保険者の課税所得の伸び悩み、被保険者数の減少、

景気の悪化の影響等によります収納率の低迷等で、当初予算対比で3億5,417万円の減となるなど国保財政

は、引き続き厳しい状況にあると考えています。 

 以上で説明を終わります。 

●会長 ただいま、事務局の説明を頂きました。結果的には、８億9,000万円ほどの黒字になったという

ことでございますが、ご質問いただきたいと思います。いかがでしょうか、何かございますでしょうか。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、委員。 

●委員 まず、決算の科目ごとのような件に関しては質問は差し控えます。良くわかりました。国保に関

しては、八戸は８億9,000万円の黒字とこういうふうなことですけれども、県南地方はおおむね黒字計上

でしょう。それで津軽の方はどちらかと言えば赤字計上ですよね。ですから同じ青森県でも県南地方は非

常に運営が成功していると思うんですね非常に。だから私のところは県全般でやっていますから、非常に

県南と津軽のバランスが非常によくないといいますかね。ですから県全体で見た場合には非常に八戸の場

合は上手くやっているなと質問ではないですがトータルとしてそう思っております。 

●会長 ご意見ありがとうございました。ほかにございませんか。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●委員 誰も質問がないということであれば・・・ 昨年度、後期高齢者医療制度が取り入れられ、制度

が変わって、予測はされていたと思いますが、国保の被保険者の構成っていうのが、大幅に変わったわけ

でございますが、その辺り一昨年から昨年にかけてどのように変わったのか、加入率なども含めてちょっ

とお知らせしていただければと思います。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 お答えいたします。被保険者数全体でございますが、平成19年度末で被保険者数が94,246人が、

平成20年度は73,022人となっております。そのうち平成19年度の内訳としましては、一般55,163人、退職

が20,071人、老人が19,012人で、人口に対する加入率は、38.45％、平成20年でございますが、先ほども

被保険者数73,022人ということでお答えしましたが、一般が68,445人、退職が4,577人、老人は後期高齢

のほうでございますのでゼロですので、人口に対する加入者数は、29.97％という状況でございます。 

●委員 わかりました。この制度改正に伴って細かいものは除きまして、例えば医療費なんかについてど
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ういった形で推移されているのか、もしあればちょっと教えていただきたいです。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 医療費でございますが、平成20年度の医療費は、一般・退職合わせて対前年度より減少となっ

ております。医療費でございますが、平成20年度が一人当たり一般・退職合わせまして23万2,535円、平

成19年度が22万7,819円、その前の平成18年度は21万223円、というような状況になっております。 

●委員 わかりました。最後に、なかなか厳しい事情の中で、この歳出の中で、これは歳出の８の保健事

業費っていうのが86.9％と、これはいわゆる新しい健診、特定健診ということで伸びているんだと思うん

ですけれども、健診受診率はどの程度であったのか、また将来的に受診率の目標をどの程度まで上げるも

のなのか、分かる範囲で結構でございます。これを一つお願いします。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 平成20年度の特定健診の受診率が、23.7％。この目標値は40％でございます。最終的なのが平

成24年度の受診率の目標が65％という状態になっております。特定健診の受診率につきましては、県内の

受診率が24.56％、全国でも28.30％と、いずれも低い状態でございます。以上です。 

●委員 ここの事業が上手くいくためには、このあたりを皆さんと共に上げて様々な支出を減らすように

努力していかなくてはいけないのかなと思います。意見ということで終わらせていただきたいと思います。 

●会長 ほかにございませんか。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、委員。 

●委員 保健指導に関してはどの程度の実績でしょうか。 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 平成20年度の特定保健指導の目標指数値が、25％ですけれども、今年の実績とすれば、24.2％

ということで特定保健指導につきましては、ほぼ概ね目標数値に近い状態であります。 

●委員 健診と指導が、非常に連動していますね。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 八戸の場合、特定健診は65歳以下の方は健診センターでの一括で、65歳以上の方は受託医療機

関でも受診できる体制になっているのですが、健診センターの方では、当日の内に結果を通知まで出しま

して、対象者には当日ご案内し、当日中に保健指導をしています。もちろん希望者だけですけど、やって

いただくような体制にしています。国が想定するように、結果を送った後で該当しましたからまた来てく

ださいというのでは、なかなか二度目の足をお運びになる方は少ないということで、当日にやれる体制を

整えています。保健指導のほうは何とかなりそうだと思っています。 

●委員 そこがポイントですね。 

●会長 医師会の方からも非常に協力していただいて。ほかにございませんか。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、曽我委員。 

●委員 国保税の収納率はどうなったのでしょうか。 
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（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 平成 20 年度の収納率でございますが、いわゆる現年課税の一般分ということでお伝えさせて

いただきますが、平成 20 年度は 86.65％、平成 19 年度が 87.15％でしたので、0.5 ポイントほど下がっ

ている状況でございます。 

●委員 関連して全国的にはどのくらい収納率、平均、まだそれ出ていませんか？比較する対象が。 

●会長 ありますか？ 

●委員 なければいいです。 

（「はい。」と呼ぶ者あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 青森県の平成 20 年度収納率の見込みでございますが、一般分と退職分を合わせた現年度分で

すが、88.22％で、平成 19 年度の実績が青森県は 89.97％。ですから対前年で、1.75 ポイントほど平成

20年度は下がっているという状況でございます。 

●会長 よろしゅうございますか。ほかにございませんか。じぁ、ないようですので、この平成 20 年の

決算については、報告を了承したということで進めさせいただきます。 

 それでは、その他事務局から。 

（「なし。」の声あり） 

●会長 はい、事務局。 

●事務局 事務局から一つご報告させていただきます。坂本美洋八戸市国民健康保険運営協議会会長が、

長年に亘る国民健康保険事業に関する多大な功績が認められまして、厚生労働大臣表彰を受賞するとの連

絡がございましたのでご報告をいたします。 

 なお、表彰式は、10月の22日に厚生労働省の講堂において予定されております。以上でございます。 

●会長 そのほか、委員からなければこれで終わりたいと思います。よろしゅうございますか。 

（「はい。」の声あり） 

●会長 はい、ないようですのでこれをもちまして、本日の運営協議会を閉会します。ご協力誠にありが

とうございました。 

 

〔午後１時３６分 閉会〕 
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