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［ 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。 

 本日の出席委員は15名でございます。欠席委員は、医師等代表の於本委員と松村委員の2名でございます。 

なお、被保険者代表の竹内委員が一身上の都合により2月10日で辞任されましたので、委員の定数18名に対

しまして、現在の委員は17名でございます。 

本日は、委員の過半数が出席しており、且つ、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１～３です。つづいて資料２と

参考資料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、おもちでない方はいらっしゃいま

せんでしょうか？ 

 それでは、会長、よろしくお願いします。 

●会長 それでは、会議に先立ちましてひとことごあいさつ申し上げたいと思います。みなさまにおかれ

ましては、年度末で本当に忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。今回の運営

協議会ですが、この時期、毎年３月にはお集まりいただいておりますが、最終的な決算は年度を越えてか

らでるわけですが、議会に報告するまえに委員の皆さまに決算見込みのことと、それから制度の改正があ

るようでございまして、それの説明を受けたいと思います。国民皆保険制度の中核となっておりますのが、

国民健康保険だと思っております。市民の半分以上の方々がこの制度に入っているということであります

ので、この国民健康保険が適正に運営されませんと市民の半分以上の方が大変利用的な面で困ってしまう

という制度でございます。私どもは国に対し、もっと力をいれてほしいと、財政的支援等をお願いしてき

ているわけですが、八戸市としても健全な運営のために委員の皆さま方のご支援とご協力をよろしくお願

い申し上げます。それでは、案件にしたがって進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

●会長 それでは、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） 

それでは、ご異議なしということでございますので、 

私の方から、 曽我委員と  工藤清太郎委員にお願いをいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

まず、（１）「平成21年度国民健康保険特別会計決算見込の概要について」ですが、事務局から説明をお願い

いたします。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

次長。 

●次長 それでは、平成21年度国民健康保険特別会計決算見込の概要について、ご説明いたします。 

資料１をお開きください。また、参考資料２の方も併せてご覧ください。参考資料２は厚生労働省作成

の国保財政の現状や各種財政制度の説明の資料でございます。資料１ですが、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、21 年度決算見込を 20 年度決算額との対比で整

理し、その増減額と伸び率を示しております。歳入歳出の各項目において、歳入の 1 国民健康保険税や歳



 2

出の 2 保険給付費など、金額がまだ確定していない科目がありますが、現時点での見込額でご説明いたし

ます。 

それでは、資料１の左側になりますが、歳入からご説明いたします。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て、62 億 8,551 万 8 千円で、対前年度 3.6％の減を見込んでおります。 

減となりました主な要因は、被保険者数の減少や、景気低迷の影響による収納率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、国保税の督促手数料が主なもので、300 万 1 千円を見込んでおります。 

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、70 億 6,979 万 1 千円で、対前年度 3.7％

の減を見込んでおります。その内訳としましては、まず国庫負担金ですが、給付費分、老人保健拠出金分、

介護納付金分及び後期高齢者支援金分は、歳出の一般被保険者分の療養給付費や高額療養費等の保険給付

費、後期高齢者支援金、老人保健拠出金、及び介護納付金に対する 34％の国庫負担金、高額医療共同事

業負担金は、歳出の高額医養費共同事業拠出金に対する 4 分の 1 の国庫負担金、特定健診等負担金は、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。 

次に、国庫補助金ですが、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、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。介護従事者処遇改善交付金

は、平成21年度の介護報酬プラス3％改定により介護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う

介護保険料の急激な上昇の抑制等を行うために交付されるもので、21 年度と 22 年度のみの制度でござい

ます。出産育児一時金補助金は、平成21年10月以降2年間（21年 10月から23年 3月出生分まで）の暫

定措置として出産育児一時金を 4 万円引き上げることとしており、その引き上げ分について半分の、1 件

につき 2 万円が国庫補助されるものでございます。高齢者医療制度円滑運営補助金は、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る国庫補助金で、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。国庫補助金は、対前年度 11.3％減の見込でございます。

減となりました主な要因ですが、ここのところは少し複雑ですので、参考資料３を併せてご覧ください。

参考資料３は調整交付金の説明となっております。 

普通調整交付金は、市町村の財政需用及び財政収入を算定し、調整対象需要額が調整対象収入額を超え

る市町村に対して、その超える額を基準として算定され、交付されるものでございます。平成 20 年度は、

「需要額から除かれるもの」のうち、前期高齢者交付金が制度の初年度のため、5月から11月までの7

ヶ月分でしたが、21年度は12月から翌年11月分までの12ヶ月分であったため、除かれる金額が大きく

なったことから20年度の決算額に比べて大きく減額となったものでございます。 

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。減額解除の条件として「1 月末の収納率が前年 1 月末の収納率を上回ること」となっておりますが、

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

20 年 1 月現在の調定額・収納額を加算すること」とされ、当市はこの特例措置を受け、平成 20 年度は、

前年度の減額額の2分の1である6,240万 8千円が、特別調整交付金として交付されましたが、21年度は

この特例措置がなくなり、減額解除の条件を満たすことができず、減額となりました。 

また、特別調整交付金のうちの特別事情分、いわゆる特々分でございますが、これは、経営姿勢良好と

いうことで、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ておりまして、その結果
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前年度並の4億3,200万円の内定をいただいております。 

資料１に戻りまして、4の療養給付費等交付金は、13億 1,507 万 6千円、対前年度30.7％減の見込とな

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、退職者の保険給付費から、退職者の国保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、通常保険給付費は3月診療分から翌年2月診療分で計算されておりますが、20年度分には制度改

正前の19年度3月診療分が含まれていたため、21年度は大きく減となったものでございます。 

5の前期高齢者交付金は、52億 4,043万 8千円、対前年度13.9％の増で確定しております。これは、20

年度に創設された財政調整制度で、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。増となった理由でございますが、

20 年度は制度の初年度のため前期高齢者の医療費が、4 月から翌年 2 月の 11 ヶ月分の見込に基づいて算

定されましたが、21 年度は通常どおり 3 月から翌年 2 月の 12 ヶ月分の医療費の見込に基づいて算定され

たためでございます。 

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、高額医養費共同事業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、10 億 2,082 万 1

千円で、対前年度5.9％増の見込でございます。 

7 の共同事業交付金ですが、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、一定の割合で県国保連合会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た保険財政共同安定化事業として、同連合会から交付される

保険財政共同安定化事業交付金の 2 つの交付金ですが、合計で、28 億 3,568 万 5 千円で、対前年度 4.9％

増の見込となっております。 

8 の繰入金は、地方交付税で措置されます事務費分、出産育児一時金の 2/3 に相当する額、及び財政安

定化支援事業分の事務費等分と、 一般被保険者の低所得者に対する国保税の 7 割、5 割、2 割の軽減相当

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、一般会計から繰入するもので、16 億

8,330 万 2 千円、対前年度 9.5％の減となっております。減となった主な理由は、財政安定化支援事業分

の確定によるものでございます。 

9の繰越金は、前年度からの繰越金で、8億9,106万5千円となっております。 

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が主なもので、7,302万 1千円の見込でございます。 

歳入は以上ですが、合計で、264 億 1,771 万 8 千円で、対前年度 0.4％増の見込となっております。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、3億8,463万 6千円で、対前年度22.6％増の見込となっております。職員29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。増となった主な理由は、21 年度

に国民健康保険特別会計財政調整基金を1億円積み立てたことによるものでございます。 

市町村国保の財政調整基金は、インフルエンザの流行など予想外の給付増に備え、保険財政の安定・強

化のため、過去3年間の保険給付費等の平均に対し5％以上に相当する額を保有するよう厚生労働省国保

課長通知で示されております。当市においては、平成16年度末に全額を取り崩して以来、基金を保有し

ていない状態が続いておりました。しかし、平成21年度は、前年度からの繰越金額が8億9千万円ほど
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あり、療養給付費等の支出見込等を考慮しても1億円の基金積み立てが可能な状況であるため、3月補正

において1億円の基金積立金を計上したものでございます。 

次に、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 177 億 7,299 万 7 千円、対前年度 2.0％増の見込となっ

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、32億 318万8千円、

対前年度6.7％の増で確定しております。増となった理由でございますが、歳入の前期高齢者交付金で説

明した内容と同じですが、20年度は制度の初年度のため、後期高齢者の医療費が4月から翌年2月の11

ヶ月分の見込に基づいて算定されましたが、21年度は通常どおり3月から翌年2月の12ヶ月分の医療費

の見込に基づいて算定されたためでございます。 

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、

910万 8千円でございます。 

5の老人保健拠出金は、老人医療費及び事務費に係る拠出金で、2億5,641万3千円、対前年度63.1％

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、拠出金が翌々年度精算となる

ため、19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、13億 693万2千円、対前年度8.9％の減で確定しております。 

7 の共同事業拠出金は、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を目的に、都道府

県内の市町村国保が互いに拠出金を出し合い、実際に発生した医療費に応じて交付金を受け取る高額医療

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24億 9,513万 4千円で、対前年度4.4％の増で

確定しております。歳入の 3 及び 6 の国・県の高額医療費共同事業負担金、7 の共同事業交付金の合計額

から歳出の 7 の共同事業拠出金を差し引いた額が 21 年度は約 5 億円、20 年度は約 4 億 8 千万円の歳入超

過となっており、これが、ここ数年の黒字決算の大きな要因となっております。一般的に、医療費の高い

自治体は歳入超過に、医療費の低い自治体は拠出超過になる傾向があるといわれております。しかし、国

では、拠出超過になっている市町村への対策のため、また、都道府県内の保険税の平準化や財政の安定化

をはかるために、平成 22 年度より、対象医療費の引き下げや拠出金の算定方法の変更を都道府県の判断

でできるようにするとしており、当市の歳入超過の傾向がこのまま継続するかどうかは不明な状況でござ

います。 

8 の保健事業費は、1 億 4,800 万円、対前年度 23.8％増の見込となっております。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、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、被保険者に対する医療費通知委託料、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。 

9 の諸支出金は、2,238 万 9 千円、対前年度 35.1％減の見込となっております。これは、国保税の過誤

納金還付金と、過年度に交付された国庫補助金（高齢者医療制度円滑運営事業費補助金等）の確定による

返還金、及び国・県からの特定健診等負担金の確定による返還金でございます。 

10 の予備費は、支出ゼロでございます。歳出は以上ですが、合計で 255 億 9,879 万 7 千円、対前年度
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0.7％の増を見込んでおります。歳入歳出差引見込額は、8億 1,892万 1千円と大きく黒字の見込となって

おります。黒字の最大の要因は、先ほども説明しましたとおり、高額医療費共同事業と保険財政共同安定

化事業の歳入歳出差引額が約5億円の歳入超過となっていることによるものです。しかし、20年度からの

繰越金が約 8 億 9 千万円であったことから、それを除いた単年度収支では黒字とはいえない状況です。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、景気悪化の影響による収納率の

低迷等により、前年度対比で約 2 億 4 万円減の見込であるなど、国保財政は引き続き厳しい状況にあると

考えております。以上で、説明を終わります。 

●会長 ただいまの説明に対し、委員の皆様からのご意見、ご質問をいただきたいと思います、何かござい

ませんでしょうか。 

(沈黙) 

ないようですので、ただいまの（１）「平成21年度国民健康保険特別会計決算見込の概要について」は、

以上でよろしいでしょうか。８億１千万円ほどの黒字ということですが、来年度以降どうなるかわかりま

せんので、大事にしておかなければならないと思います。皆さん何かございますか。よろしいでしょうか。 

(「はい」の声） 

それでは、この件は、了承したものとして終了といたします。 

では次に、（２）「平成22年度制度改正について」事務局からお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 次長。 

●次長 それでは、「平成 22 年度の制度改正について」、ご説明いたします。「資料２」をご覧くださ

い。まず、「１ 課税限度額の引き上げ」についてですが、地方税法の改正によりまして、国保税の課税

限度額が引き上げとなるものであります。その内容は、医療分の課税限度額を 3 万円、後期高齢者支援金

分の課税限度額を 1 万円引き上げるものであります。これによりまして、医療分の限度額が現在の 47 万

円から 50 万円に、後期高齢者支援金分の限度額が 12 万円から 13 万円にそれぞれ引き上げとなります。

介護分は 10 万円のまま変更ありません。その結果、課税限度額は、21 年度の 69 万円から 73 万円となる

ものであります。年度内に地方税法が改正される予定となっており、当市では 6 月議会において国保税条

例を改正する予定であります。 

次に、「２ 非自発的失業者の保険税の軽減」についてですが、リストラなどで職を失った失業者が、

在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるよう、国保税の負担軽減策として行われるもので、対象と

なる非自発的失業者の国保税については、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を 100

分の 30 として算定するものであります。なお、100 分の 30 した所得が軽減基準に該当した場合は、7､5､

2 割の軽減が適用されるものであります。対象となるのは、⑴雇用保険の特定受給資格者…倒産、解雇等

の事業主都合により離職した者。⑵雇用保険の特定理由離職者…雇用期間満了などにより離職した者で、

雇用保険受給資格者証の「理由」欄により判別することになっております。施行は 4 月 1 日で、対象とな

るのは本年 4 月以降の保険税となります。こちらも年度内に地方税法が改正される予定となっており、当

市では6月議会において国保税条例を改正する予定であります。 

次に、「３ 被扶養者であった者の保険税軽減の延長」についてですが、2年前に後期高齢者医療制度

が始まり、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴って、被用者保険の被扶

養者から国保被保険者となった者については、それまで保険料を賦課されていなかったことにかんがみ、
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資格取得から2年間、市町村の条例により保険税を減免する措置がとられておりましたが、これを当分の

間、後期高齢者医療制度の廃止までの間ですが、継続することになったものであります。こちらも6月議

会において国保税条例を改正する予定であります。 

次に、「４ 資格証明書世帯の高校生世代への短期被保険者証の交付」についてですが、現在法律では、

資格証明書に該当する世帯でも、中学生以下には短期被保険者証を交付するよう定められており、当市に

おいては、中学生以下の子どもがいる世帯には、世帯全員に短期被保険者証を交付しております。22年

度からは、まず、⑴資格証明書世帯に属する高校生世代にも、6ヶ月有効の短期被保険者証を交付するこ

とになります。また、⑵短期被保険者証世帯に属する高校生世代以下については、6ヶ月以上有効の短期

被保険者証を交付することになります。改正法成立後、施行準備期間を確保するため、平成22年7月か

ら施行する予定となっておりますが、当市の短期被保険者証は有効期間が4ヶ月であるため、更新時期や

方法については今後検討していく予定となっております。 

最後に「５ 70～74歳の窓口負担を1割に軽減する措置の継続」についてですが、70～74歳までの窓

口負担は、現役並み所得者を除き、法律では平成20年 4月から1割から2割となる予定でしたが、国の

軽減特例措置が実施され、これまで2年間、1割に凍結されておりました。このたび、これを規定してお

りました、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」が再度改正されま

して、1割の凍結措置が22年度においても引き続き実施されることになったものであります。これによ

りまして、70～74歳の現役並み所得者を除いた方は、窓口負担が1割のまま継続することになります。 

以上で、「平成22年度の制度改正について」の説明を終わります。 

●会長 上限が随分あがりますね。ただいま平成２２年度制度改正の説明をいただきました。何かご質問はござ

いませんでしょうか。 

 この50万円の方々はどれぐらいの割合ですか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

次長。 

●次長 世帯数？１千世帯ぐらいが影響あるのかなあと思います。まだ具体的には確定出来ないと思いますが。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  時期が時期ですよね。上げるは反対です。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  次長。 

●次長  今回の限度額の見直しというこということなのですけれど、今後とも医療費が増えていくなかで、加入し

ている方の所得の上昇が難しい、見込めないということで、相対的に所得がある方に多めの負担をお願いせざる

を得ないということでの判断だったと思います。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  逆に所得のある方が大変なんじゃないですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  次長。 

●次長  参考資料４の４ページを見ていただければと思いますが、１つには、先ほどいった所得の上昇が見込
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めないのと、中間所得層の被保険者の負担の軽減というのに配慮してのことです。参考資料４の４ページです。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  結局、数字を見てわかるとおり、後期高齢者の支援金と前期高齢者への納付金のところが大きいわけ

です。私ら被用者保険者でも、一番に組合健康保険のほうの負担分が非常に増えてきているわけです。私たちの

社会保険（協会けんぽ）もかなり増額ですよ。この原因は後期高齢者支援金と前期高齢者納付金です。ですから、

これをすべてのひとたちが分かち合うというか、公務員の共済、組合健康保険が、かなりの負担増になるということ

です。これは避けては通れないことですよね。その痛みをどう分かち合うかといことになってくると思います。昭和

25年の会長さんたちが、75歳になったときが一番ピークのようです。あと15年後、財政がどうなっているかですね。

負担がいやだといっているのでは、もうこの制度はないですから、どのようにみんなが負担していくかですね。反

対はみな反対ですよね。じゃあこの制度はなくなってもいいかというと、維持していかなければならない。 

●会長  子ども手当でなくて高齢者手当をしてもらわないといけないな。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

委員。 

●委員  ですから、議員の先生がよく勉強をして一般の人たちを説得していかなければならない。そう思います。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  いろんな意味で果敢に、医療費の抑制ということで展開しているわけですけれど、それほど効果が見ら

れないというか、相対的な効果が表れないということですか。もっとがんばらないといけないということですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  要するに高齢者医療費ですね。高齢者は増えているわけですから医療費は抑制できないものですか

ら。 

（「はい」と呼ぶ者あり｡） 

●会長  委員。 

●委員  ですから、高齢者も含めて抑制しないと、高額所得者が苦しいから逆にこういう世の中になっていると思

います。中心街が死んでいくのも。物を持っている人は物を維持・運営出来なくているわけですから。いささかの

所得・資産のある人たちはとくに。山を持っている人たちも。逆に所得もった方々はものすごく苦労していると思い

ます。例を挙げますと中心街の方々。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  そういう意味では、私は健康保険組合なのですが、今年、予算をたてるにあたりましても前期高齢者納

付金は前年の1.5倍の納付金です。全国1,500の健康保険組合の９割はほとんど財政赤字。それに今度は協会け

んぽの肩代わりの問題もあり、いろんなことが健康保険組合に出てきている中で、どういうような医療費の 

抑制をしているかといいますと、かつての疾病保険を脱して今力を入れていることは、前期高齢者の医療費が即、

納付金として十何倍にもなってはねかえってくるわけですから、訪問事業だとか、健康事業ですとか、特に特定健

診・特定保険事業のところに力を入れて、いかに医療費を抑制していくかということ。それと同時に健康保険組合

独特の保険者機能をいかに生かすかという、少し堅苦しい言葉になるのですが。そういうことも力を入れて納付金
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の部分でも抑えていこうというところです。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  分かりやすくいうと先ほどのほうが大企業の健康保険です。そして私たちのほうが中小企業の健康保険

です。大企業のほうの負担を少し増やしたということなのです。いままでは負担は頭割りでした。頭割りでいくと中

小企業協会のほうが人数が多いものだから、トータルでいくと協会けんぽのほうが負担は大きいわけです。ですが

３分の１を総報酬割に変えたのです。総報酬となると大企業のほうに負担がいくというわけです。そういうふうなわ

けで、今、いろんなかたちで調整しながら、それでも３月分から1人あたり月３千円の保険料の増ですからね。 

これは決定ですから、大変ですよ。ですから、健康保険の場合は被用者の保険といいますかね、大企業と協会け

んぽで約７千万ですから、国保が４千万です。サラリーマンである人たちは完ぺきに徴収されますからね。源泉徴

収ですから。ですからここのところが相当負担増で支えているということは事実です。 

●会長  市町村共済保険組合、協会けんぽ、そして健康保険組合も明細を見ても見なくてもだまっても差引か

れているからね。国保の人たちは払えっていうように切符がいくものだから、とられたっていうことで、税に対しての

体感が全然違うのだと思うのです。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

委員。 

●委員  私たちサラリーマンから言わせると国保の方々がちゃんと納めているのかな。というところもありますし、

こちらは100％納めているわけですから。 

●会長  そうですね。源泉徴収ですものね。86％なんか甘いよというところですかね。 

●委員  いいえ。そうはいいませんが、反対といわれるとね。私たちの保険では反対するすべがないということで

す。 

●会長  次長の説明に、さらにいい説明をいただきました。先生方にご意見を聞いても大変でしょうから、うかが

いませんが、自発的にご意見があればどうぞ。 

●委員  まあ、会長さんたちの年代のことをよく考えていろんなことをやられたほうがいいと思います。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  建設的な発言になりますと、医療費のさらなる抑止力に強化をはかるしかないですよね。ただ、 

実際に払うのは大変だと思います。 

●会長  ただ、６月議会に出すということなので、民生委員会で否決しないでほしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

次長。 

●次長  その前に運営協議会で委員の皆さまにご説明してから、６月議会のほうに正式にお願いするということ

になります。あらためて四月以降もう一度詳しい資料でご説明いたします。全世帯が上がるわけではなく、そこから

スライドした世帯が上がるということです。平成21年度に限度額69万円で打ち止めになっている世帯が1,400ござ

います。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  私たちは国から民間になったものですから、今、医療給付のお金がないのです。赤字で。７千億円借
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金しました。それを給付に充てています。それで、それを返していかなければならないということで、1人月額３千

円の値上げです。給料からその分ひかれます。それで３年間で借金を返すという考え方です。ですが、なぜ赤字

になったかというと大半がさっき言ったような後期高齢者の支援金と前期高齢者納付金なのです。いかに高齢者

の医療費をささえるのが大変か。ということです。 

●会長  高齢者の人たちはそこまでやって自分たちの医療費を出してもらっているという感覚はないでしょう。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

委員。 

●委員  具体的にいうと日本原燃の健康保険組合予算の45％が前期高齢者納付金と後期高齢者支援金にいっ

てしまいます。全国平均にくらべるとちょっとそれでも少ないほうです。集めた保険料の約半分が前期・後期の高

齢者の保険にいってしまう。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  会長さんの75歳になるころはピークになるということです。今の倍になる計算です。これを真正面から議

論しないと、増えた減ったという次元の話ではないのです。 

●会長  制度がつぶれるかどうかですからね。 

●委員  そのようなわけで、議員の先生方は勉強をしていただいて賛成と反対とかではなく、皆さんを教えるとい

うようなことをお願いしたい。選ばれた方ですから。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  それは、国民の意識の問題ですから。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  長妻大臣と話をしても今、非常に萎えています。あれだけ反対して後期高齢者医療制度をすぐやめる

といっていたが、とてもではないがそのような次元の話ではないのです。頭を悩ましていますよ。 

●会長  こども手当てから少し分けてもらわなければならないな。お年寄り手当に。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

委員。 

●委員  各地域が再生しないと日本は再生しないと思いますから、鶏か卵かの話になってくると思いますよ。 

●会長  これは、あらためてまた４月に話合いがあるようですので、これ以上、意見をもとめてもどうかと思います

ので、さきほどの次長の説明というか中身を了解してこれは終わりたいと思います。委員の皆さん、ご意見どうもあ

りがとうございました。市町村職員共済組合の委員はなにかございましたか。 

●委員  うちのほうも同じでございます。全国的というか日本は全部の保険者はそうなっているものですから。 

●会長  それでは、その他を事務局からお願いいたします。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

部長。 

●部長  市民生活部長の林でございます。本日ひとことお礼を申し上げたいと思います。 

委員の皆さまには、平成２０年４月からの任期２年間、国保運営協議会委員を務めていただきましたこ

と、心から感謝申し上げます。 
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また、今期の任期をもっておやめになられる被保険者代表の河村委員さん、石橋委員さん。そして本日は

ご欠席ですが、医師等代表の於本委員さん、松村委員さんの４人の方でございます。この４人の皆さまに

は、これまで長年にわたり、八戸市の国保運営のため、ご尽力いただきまして、本当にありがとうござい

ました。市長にかわりまして心からお礼を申しあげます。 

●会長  他にございませんか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

次長。 

●次長  来年度の、組織会とあわせた第一回の国保運営協議会開催予定ですが４月下旬ごろを予定しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

●会長  それではあらためて新しい委員のみなさまとで４月の下旬ごろということでありますので、予定にいれて

おいていただきたいと思います。なるべく早めに皆さまにはお知らせしたいと思っております。他にございません

か。それではないようでございますので、これをもちまして本日の国保運営協議会を閉会したいと思います。あり

がとうございました。 

 

[午後１時50分 閉会] 

 

 

 

 


