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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13名でございます。欠席委員は、医師等代表の工藤委員と高橋委員と山﨑委員。被用者

保険等代表の大浦委員と清澤委員の2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、事前に送付させていただいておりました資料１と資料２です。そして本日、ファイルに綴じてご用意させて

いただきました、「次第」と「参考資料１」、「参考資料２」、「高齢者医療制度改革のポイント」でございます。 

資料について、配布されていない方、お持ちでない方はいらっしゃいませんでしょうか？ 

 それでは、坂本会長、よろしくお願いします。 

●会長 委員の皆様には大変忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。今日は皆様へご案内

のとおり、２つでございまして、１つは、「平成 21年度国民健康保険特別会計決算の概要について」これは決算委

員会ででてきた数字でございますが、これを皆様にお知らせをしたいということと、もう１つは「国民健康保険の一

部負担金減免制度について」及び「後期高齢者医療制度が大きく変わろうとしておりまして、厚生労働省が平成

22年 10月 25日に案を発表したわけでありますが、平成 25年度にはどうなるかなど、段階的に改革をしていきた

いという（案）の段階ですが、その中の基本的なところを事務局よりご説明いただくというような予定でおります。そ

ういうわけで、この国民健康保険というのは、国民皆保険制度の中心となるものですので、これを含めて、国民健

康保険がきちんと運営されていきませんと困ることになります。ゆくゆくは都道府県単位となるようですが、現在は

市町村が運営主体であります。私たちは八戸市民の健康を守るため、安心して病院にかかり健康を維持していけ

るようにしていかなければならない。それが委員の皆様の役割でございます。どうぞ、今日の議案につきましてい

ろんなご意見をいただいて進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

●会長 それでは、次第に従って進行させていただきたいと思います。まず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、 

私のほうから、 木村委員と熊谷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） 

課長。 

●課長 それでは、(1)「平成 21 年度八戸市国民健康保険 特別会計決算の概要について」ご説明いたし

ます。資料１をお開きください。また、参考資料１の方も併せてご覧ください。 

21 年度決算につきましては、3 月 19 日に開催の運営協議会において、その時点の見込額でご説明いたし

ましたが、決算額が確定しましたので、あらためてご説明いたします。 

 資料１ですが、左側が「歳入」、右側が「歳出」となっております。 
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また、歳入・歳出それぞれ、21 年度決算額を 20 年度決算額との対比で整理しております。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、退職被保険者分等を合わせまして、62億 3,463万 8千円で、

対前年度 4．4％の減となっております。 

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、334万 2千円でございます。 

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、72億 2,352万 7千円でございます。その

内訳としましては、まず国庫負担金ですが、 

①  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、 

②  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、 

③  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、 

①  普通調整交付金は、市町村間の財政力の不均衡を調整するために交付される国の交付金であります。 

②  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。 

③  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。 

④  出産育児一時金補助金は、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。 

⑤  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。 

4 の療養給付費等交付金は、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、13億 4,050万 1千円でございます。 

5 の前期高齢者交付金は、52 億 4,043 万 8 千円でございますが、各保険者間における、前期高齢者の偏

在による負担の不均衡を調整するため、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

6 の県支出金は、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、10億 2,791万 5千円でございます。 

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とする、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交付金の 2つの

交付金ですが、合計で、28億 2,991万 3千円となっております。 

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を、一般会計から繰入するもので、16億 8,330万 2千円でござ

います。 

9の繰越金は、前年度からの繰越金で、8億 9,106万 5千円でございます。 

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
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に対し支給した保険給付費の返納金が主なもので、7,894 万 6 千円でございます。歳入は以上ですが、合

計で、265億 5,358万 7千円で、対前年度 1.0％の増となっております。 

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、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、3 億

7,519 万 7 千円でございます。また、21 年度は、国民健康保険特別会計財政調整基金を 1 億円積み立てま

したが、その分も含まれております。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、当市の場合、保有額の目安は約 11 億円と

なります。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、積み立てを行いました。 

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 173 億 8,597 万 9 千円、対前年度 0.2％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、32億 318万 8千円で

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、

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、翌々年度の精算となるため、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 2千円でございます。 

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 4千円でございます。 

8 の保健事業費は、1 億 3,673 万 7 千円でございます。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、2,203 万 5 千円でございますが、国保税の過誤納金還付金と、過年度に交付された国

庫支出金、及び県支出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 251億 9,072万 3千円で、対前年度

0.9％の減となっております。その結果、歳入歳出差引額は、13億 6,286万 4千円で、これは 22年度へ繰

り越すものでございます。 

ここで、参考資料２をご覧いただきたいと思います。黒字の最大の要因は、先ほども説明しましたとおり、
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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。さらに、20年度からの繰越金が約 8億 9千万円ございました。 

また、新型インフルエンザの流行はありましたが、逆に季節性インフルエンザの流行が少なかったなど

のことから、保険給付費の伸びがさほど大きくなかった事も要因と思われます。 

 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、景気悪化の影響等による収

納率の低迷等により、当初予算対比で約 1億 6千万円の減でございました。 

また、21年度に交付を受けた国庫・県負担金のうち、実績により 22年度に返還が見込まれている金額

は、療養給付費等国庫負担金、国・県の特定健診等負担金の合計で 1億 1,461万円となっており、これは、

22年度への繰越額から支出する予定のものでございます。以上で、説明を終わります。    

●会長 ただいまの（１）「平成21年度国民健康保険特別会計決算の概要について」説明をいただきまし

たが、この説明に対して何か委員の皆様からのご質問ございますしょうか。 

 (沈黙) 

ご説明いただいたような理由で５億円ほど増えて、13億円ほどの黒字ということですが、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）「国民健康保険の一部負担金の減免制度について」事務局から説明をお願いいたし

ます。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 課長。 

●課長 それでは、資料２をご覧ください。一部負担金減免制度ということですけれども、国民健康保険

法の第 44 条第１項の規定にあるものですが、特別な理由がある被保険者で医療機関等への一部負担金の

支払いが困難な被保険者に対して、一部負担金を減免することができるとされております。 

当市においても、平成 16 年１月に要綱を制定し実施しているものでございますけれども、現在までの

間で減免等の実績はございません。理由は、算定となる収入の基準が生活保護水準に近いことから、この

制度を必要とする被保険者はすでに生活保護も申請が行われているということが考えられます。 

この平成 22年９月 13 日に厚生労働省から減免する場合の対象者の基準が示されました。資料２の四角

で囲んだ部分をご覧ください。①世帯主が災害や事業の休廃止、失業などで生活が著しく困難になった場

合。②入院療費を受ける被保険者の属する世帯。③収入が生活保護基準以下で、かつ預貯金が生活保護基

準の３ヵ月以下である世帯。期間は１ヵ月単位の更新制で原則３ヵ月まで。この３点すべてに該当した場

合ということになっております。なお、減免した場合、減免額の２分の１は特別調整交付金で国から補助

がおりるとしております。この補てんの対象となるものは、今回示された基準に該当するものにかぎられ

るということであります。 

ここで八戸市の要綱の概要をご説明したいと思います。【当市の現在の要綱】ということで資料にまと

めております。その中の、２．減免等の要件、３．減免等の基準をご覧ください。まず、２の減免等の要

件ですが、国民健康保険税が減免され、さらに当該世帯が以下のいずれかに該当したことにより生活が著

しく困難となった場合に、収入の基準により減額、免除、徴収猶予される。(1)震災、風水害、火災、そ

の他これに類する災害により身体や資産に重大な損害を受けたとき。(2)干ばつ、冷害による農作物の不
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作、不漁、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき(3)倒産もしくは解雇による著しい

収入減があった生活困窮者(4)前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。 

３．減免等の基準でありますが、(1)世帯の平均月収額が基準生活額の 1.1 倍以下の場合は一部負担金

を全額免除。(2)世帯の平均月収額が基準生活額の 1.1 倍を超え基準生活額の 1.2 倍以下の場合は一部負

担金を半額免除。(3)世帯の平均月収額が基準生活額の 1.2 倍を超え基準生活額の 1.3 倍以下の場合は一

部負担金の徴収を猶予となっております。 

もう一度、資料２の１ページ目に戻ります。さきほどお話した八戸市の要綱と国から示されている基準 

の比較を下の表にまとめております。違いがあるところを抜き出したものでありますが、 

国保税の減免については、国の基準は、規定なし。八戸市の要綱では「条例に基づき国保税が減免され

ていること」。 

収入の基準について、国の基準は、世帯の収入が生活保護基準以下で、かつ預貯金が生活保護基準以下

である世帯。八戸市の要綱では生活保護基準の 1.1倍以下の場合全額免除、1.2倍以下の場合半額免除。 

対象医療費については、国の基準は、入院のみ。八戸市の要綱では入院、外来。 

国保税の滞納について、国の基準は、国保税の滞納があっても対象とする。八戸市の要綱は国保税の滞

納がある場合は対象としない。このような違いがあるわけですが、国の基準にそったかたちで検討をして

おります。うちのほうで、まだ案の状態なのですが、国の基準とくらべて八戸市のほうが緩いところにつ

いては、そのままでいいのではないか。今の要綱のままを生かしてもいいのではないかという意見が多い

もので、その方向で進めております。国保税の滞納者に関してですが、国の基準のほうは、滞納者であっ

ても対象とするとのことでありますが、これについては、国に合わせるか、そのままでよいか意見が分か

れるところでありますが、保険料を滞納しているということで、払っている人たちに不公平感を残さない

ように、ある程度そこには縛りをつけなければならないのではないかという考えもございます。たとえば 

保険税の滞納があっても対象とはしたいのですが、滞納をしていて相談にも来ないという人にまで減免し

するというところになれば話は違うのではないか。まず来ていただき、それから、滞納している分につい

て納める方法などを相談していただいてから、減免の対象になるかどうか考えてもいいのではないかとい

う意見もあります。今、検討を進めている段階ではありますが、委員の皆様からも何か意見がございまし

たら、参考にさせていただきたいと思います。 

●会長 今、減免制度を国の基準が出来たので変えていきたいということで、条件をどうしていけばよいのか案の

案が示されておりますが、皆様のほうから要望、ご意見でもあればどうぞ。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

委員どうぞ。 

●委員  滞納している方には、督促を出されているわけですか？それが、何回ぐらいなのでしょうか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  参事。 

●参事  督促状というのは、納期限から20日以内に発行することになっておりまして、1つの納期限に対して１回

だけ出すのが督促状です。その後には、催告書や、「納税相談に来てください」というような通知などが再三に渡

って出ているところです。滞納と言っているのは、現年度の分、今であれば平成22年度の分が遅れているというの

は、まだ滞納とは呼んでいません。平成21年度以前の国保税がまだ納まっていない場合、滞納という言葉で表現

しています。 
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●委員  滞納者が多いのでしょうか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  課長。 

●課長  ４万世帯の中の７千世帯ぐらい滞納あるということです。 

●委員  今、お話にあったようにお話に来ない人は・・・というような考えはどうかと思います。通知をしても連絡を

よこさないからと、免除しないというようなことは・・・ 

●課長  実際に督促といいますか、納税相談に来てくださいとか、それぞれの家庭の事情もあるわけですから、

お話を伺った上で、納めていただく方向などを相談させていただいてるわけですが、それにもいっこうにいらっし

ゃらないというような方々もたくさんいるわけです。電話にも全然でなければ、はがきなどにも全然忚答がなく、当

然、窓口にも来ないというような方もいらっしゃるわけですから、その方たちを相談済の方がたと滞納者ということで

同列で並べていいものかというところで、先程の案になったわけです。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員 

●委員  やっぱり、手紙だけではなくて、訪ねていかれたりはしないのでしょうか？ 

●課長  やっております。常時ということではないですが。 

●参事  担当は、収納課というところがやっています。日中、再三電話したり、夜間は出向いて戸別訪問したり、

日曜日は休日の戸別訪問も実施しています。 

●委員  それから、滞納した場合にサラ金から借りたように、利息がどのぐらいつくのですか？ 

●参事  延滞金がつくのですが、最初の一か月は延滞金の率は低く計算されるのですが、その後は年14.6％で

す。 

●委員  そうすると税金を納めないとどんどんそれが複利で膨らんでいくのでしょうか？それはどうでしょうか。ま

すます納められないと思います。 

●会長  よろしいですか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  減免の期間３ヶ月間、再度の申請可能というので、今現在、八戸市の要綱では？今は最大でどのくらい

の期間ですか？ 

●課長  八戸市の要綱でも12ヵ月において３ヵ月ということで、ただし更新を妨げるものではないとしています。 

●委員  そうすると、該当すると続いていくというわけですね。 

●課長  通常的にずっと生活が苦しい人に対忚する制度ではございません。一時的に倒産なり失業なり、一時

的に生活が困難になった人のための制度でありまして、基準が生活保護基準ということで、慢性的に生活が苦し

い方は生活保護の相談に行っていただくと、多くの部分で減免になったりする場合もあります。今回の一部減免

の制度は、一時的に必要な方々の制度であって、引きずって１年、２年と経過するような制度ではございません。 

●会長  他にございませんか？ 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

●会長  委員。 

●委員  だいたい７千件ほど滞納者がいらっしゃるということで、委員からもお話があったようにその中で滞納が

続いているような場合、生活保護受給者に変わった方なんかもいらっしゃるのでしょうか？ 
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（「はい」と呼ぶ声あり） 

●参事  収納課のほうで納税相談にいらした方で生活保護に該当になるような方は生活保護の担当課に相談

に行くようにご案内しております。 

●委員  大変努力しているのは、私たちもよくわかっておりまして、話の中で少しありましたが、滞納して連絡して

来ない方というのは７千件のうちの何割かの方だと思うのですけれども、連絡してきやすいような方法を考えるべき

なのかなと思います。文章ですが難しい文章で読み切れなくて連絡できないときいております。 

●課長  文章が平易な文章で読みやすく、問い合わせしたくなるような文章があればアドバイスいただきますよ

うお願いいたします。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員 

●委員  八戸市のこの案は国の基準よりも緩くしようという考えのもとでのものですか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  課長 

●課長  現在、国の基準よりも緩い部分については、そのままでもいいのではないか、そこを無理やり厳しくしな

くてもよいのではないかと思っております。また、現在、八戸市のほうが厳しい部分、国保税の減免されていること

が要件となっているところがあるわけですが、そこは国の基準にそって要件からはずしてしまって緩くしてもかまわ

ないのではないかと現在のところ検討しています。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  生活保護基準はどのぐらいなのですか？ 

●課長  生活福祉課で出しているのですが、かなり複雑です。家が持ち家であるとか、貸家であるとか。預貯金

や資産があるとかでも違ってきます。一覧表というような数字が出ているものはないということで、試算をするため

のものはいろいろあるそうですが、ちょっと難しいので、担当課でないとすぐに計算出来ません。申請があったとき

は、生活福祉課のほうに問い合わせをしまして計算してもらい、それを基準として免除をすることになります。 

●委員  いろいろなケースがあり一律ではないということなのですが、モデルケースでいくらぐらいになるかという

数字はあるのですか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  参事 

●参事  人数、年齢、季節、持ち家か貸家かということで違ってくるのですが。一例として、60～69歳までの方１

名の場合の居宅扶助は２万9,600円と、第二類の居宅扶助が３万5,610円、冬季加算で1万9,970円をたした金額で

す。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●委員  例えば、月に生活費として10万もらうとすれば、1.1倍というのは11万円。緩くする方針であればもう少し

緩めてもよいのではないか。例えば20万ももらっているわけではなく、手取り10万とか低い額であれば、なかなか

そこからプラスになるのは、難しいと思いますので、緩くとういう意味あいがあるのならもう少し緩くてもいいと思いま

す。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

●会長  委員。 
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●委員  同じように思うのですけども、やはり生活保護の方はそれがそのまま収入になりますけれども、そうでは

ない方は1.1倍といっても、もらった中から、税金や医療費も出したりするなどすると実際には、生活保護の方よりも

実際の収入っていうのが少なくなると思います。八戸市と東京都も平均収入というのも違ってくるし、八戸市の場合

は、国の基準よりも低くてもいいのではないかと思います。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員 

●委員  もし基準に該当しないで、八戸市で緩くした分は減免の特別調整交付金に該当しない。そうすれば全

部、市というか国保の負担になるということですか？この基準よりも緩くした人がどんどん増えていけば、税金のほ

うが高くなっていくということですかね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員 

●委員  ただあんまり、そこで厳しくすると、生活保護をもらったほうがいいということで、勤労意欲をなくし、働く

人が少なくなってしまう心配もあるのではないかと思います。 

私、前に紙屑を拾って捨てようと思って何気なく見えたのは、７、８万の給料の明細だったのですけれども、パート

で週に何回か働いている人と思いましたら、20何日働いて、税金も払っての金額でした。ということは、生活保護を

もらっているほうがずっと楽だというようになりますし、八戸市の方の収入は低いのでそこをもっと考えたほうがいい

と思います。 

●課長  検討さ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？ 

（「なし」の声） 

●会長  永遠のテーマです。負担と給付というのは。特に国民健康保険というのは独立した会計ですから、本来

的には、国保税で支出を全部まかなっていくというのが基準なのですが、なかなかそうはいかない。全体的に所

得が低いという問題がありますから、一般会計からも繰り入れするということになりますから、国保以外の人の税金

も入れるということになりますからね。こういう改正のときは、常に頭が痛いことで現実的なことでございます。 

今、皆さんからも意見が出て、なかなか難しい課題だと思います。国がもっとしっかりした財政支援をした上でやっ

てくれればいいのですが、難しい場面を抱えているので大変だと思います。それぞれの委員の方々から多角的

に意見が出ておりますので、まとめたもので、次回の会議には出てくると思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  部長 

●部長  あくまで減免制度は何回もいうようですが、失業とかリストラ、災害の被害にあわれた人ということで、 

通常の生活が厳しい人の減免ではありません。国では、今まで不明確であった減免の基準を今回明確にしました。

独自に各保険者が基準を作っているのであれば、国の今示された基準と比較して、少し緩い部分は狭める必要

はないが、逆にきついところは国の基準に法って見直ししてくれということで、今のものを拡大しなければならない

とかということは一切いっていないということです。会長がおっしゃった負担と給付等、いろいろありますので、これ

からいろいろ検討はしていきますけれども、あえて、今の国の示されている減免基準に基づいて改めて見直すと

いうような考え方は持っていなかったのですが、ポイントはその滞納のところだったのです。国は、滞納してもして

なくても減免するということですが、それもちょっと問題があるのではないかと議論になりまして、今日の委員の皆
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様のご意見を踏まえながら、検討していきたいと思います。 

●会長  では、次回に意見を踏まえて、示していただければと思います。 

それでは、次にその他ということで、事務局から説明をお願いいたします。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●課長  それでは、高齢者医療制度の改革のポイントということで、資料をご覧ください。２枚ものの簡単な資料

になっておりますが、これについてご説明をさせていただきます。 

  現在は後期高齢者医療制度というものがございますが、みなさんもご存じとは思いますが、この前身となるもの

は老人保険制度というもので昭和58年に始められております。老人保険制度そのものが、高齢化の進展が進み、

高齢者の医療費が増加し続けている中で、現役世代の被用者保険の負担が増加している中から、新たな制度の

検討が始められたということで、約10年に渡って検討を重ねた結果、老人医療制度に代わる制度として、後期高

齢者医療制度が始まりました。平成18年に法改正され、平成20年度から施行せれたものです。当時の新聞などで

皆様ご存じの通り、「後期高齢者」という名称と、「75歳以上」別枠で、制度をつくったということで、差別的な問題で

あるとかいろいろと言われまして、今日に至っております。昨年、後期高齢者制度を廃止するということで民主党が 

マニュフェストに掲げたわけですが、この新しい制度の在り方について、「高齢者医療改革会議」が昨年の11月に

開催されました。その中で、後期高齢者医療制度を廃止。また年齢で区分するというものをなくし、国保の広域化

につながるような見直しを行いたいというような項目を６つ掲げまして、これを踏まえて審議をしております。現在ま

での間11回に渡る会議を行っておりますが、その中で、新しい医療制度を創設するためのスケジュールが組まれ

ておりまして、それによると、今年度、平成22年の12月末までに最終案をまとめて年明けに提出し、施行そのもの

は25年４月からということでした。法案を挙げてから、２年間の準備期間をもつということであります。実際に８月20

日、その会議の中で中間とりまとめとして案が提出されました。その中で、基本的なものの確認でしたが、それを表

現したものが、皆様のお手元にある資料でございます。イメージの図でございます。その図を見ていただいてわか

るとおり、まず１ページ目ですが、下の図の左、75歳以上の独立制度として今、後期高齢者医療制度がある。それ

を国保に戻すというような考え方でございます。また、被用者保険に入れる方は、被用者保険に戻っていただくと

いう形で考えますと、約、今、対象者が1,400万人と言われておりますが、このうち1,200万人が国保に戻り、200万

人が被用者保険の方に入るということです。資料では四角で囲っておりますが、年齢で保険証が変わることはなく

なります。75歳になったからということで後期高齢者医療制度に変わっていましたがこれからは同じで制度です。

次のページにございますように、実際に国のほうで考えておりますのは、今の医療制度をどうこうするだけではなく、 

最終的には、国保そのものを広域化したいという考え方であります。その第一段階として75歳以上を対象に平成

25年度から、第二段階として全年齢を対象に期限を決め、全国一律にという計画であります。実際には、12月末ま

であと２カ月もないのですが、そのあたりで最終取りまとめという形で報告が出されると思います。残念ながらこの

検討の経緯の途中は出てこないものですから、私どもも見守っているところであります。新聞とかで、報道されるも

のが経緯を表しているのかなと思います。昨日の新聞に新制度に移行した場合、保険料が上がるというような表現

がありました。今まで、老人保険制度の場合でもそうですが、高齢者の保険制度を支えているのは、現役世代と呼

ばれる若い人たちが支払っている保険料、それからの支援金で支えているという形があります。後期高齢者医療

制度が、たたかれていたこともありましたが、そのときでも制度を支えていたのは、現役世代の方々の支援金です。

この現役世代の支援金が厳しくなってきている。負担がかなり大きくなってしまってきて、被用者保険では一部た

ちゆかなくなってしまっているところもあるということです。それも含めました国の方では、平準化したいと、今、検

討をしているということです。検討の途中ということで、細かい情報はまだ入ってきておりませんが、現状ということ
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でご説明したかったのですが、詳しくご説明出来なくて申し訳ありませんでした。 

●会長  只今、高齢者医療制度のポイントということで説明がありましたが、今の説明にご意見、ご質問ございま

せんでしょうか？保険者としては国民健康保険は、国のほうでもっと強化してほしいのは大前提です。保険を一元

化してほしいという中で、後期高齢者制度が出てきたわけですがね。いかがでしょうか何かございますか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  確かに健康保険組合の運営をしていて感じることは、集めた保険金の45％は前期・後期の支援金のほ

うに行ってしまって、運営が厳しく、その為に健保組合あたりでも、この５、６年の間で２千あったものが解散して

1,500になっています。最近では一番大きいのは、西濃運輸が健保組合を解散して協会けんぽ行ってしまったと

いうのがあって、私たちの予算編成になるととても悩みます。毎年のように支援金がちょっとしたパーセントではな

く、増えていき、それにともなって料率改正をどんどんしていかないと追いつかない。協会けんぽよりは、低いので

すが、協会けんぽよりも高い料率で運営している健保組合もたくさんありますので、そういうところは、協会けんぽ

に移行したりし、協会けんぽもそのものも事業運営がよくないものですから、健保組合や共済組合等が、負担を肩

代わりしていき、また、前期・後期の支援金に協会けんぽへの納金、支援金も増えているものですから、医療保険

者そのものが運営が難しい状態になっています。さらに、言葉は不適切ですが、後期高齢者医療制度ということで、

75歳以上を基準に法律改正をして、医療改正したのにまた戻ってくるというように、その中で、医療費とかいろいろ

なものがプール制になってくると、国保ではなくても、健康保険組合は、ますます厳しくなっている。そういう意味

では、国の国庫負担というものを基本的に変えていかない限り、なかなか解決していかないのではないかと思い

ます。毎年、毎年、納付金、支援金で悩まされ、それがどれぐらい伸びていくか不安材料です。 

●会長  現状で、同じように運営している立場からの貴重なご意見だと思います。後期高齢者医療制度は批判

されていましたが、私の記憶だと保険料も７割の人が安くなって、３割ぐらいの人が高くなったということでした。 

高くなった３割の人が声をあげて、７割の安くなった人が声を出さなかったものですから、その３割の人の批判を浴

びたことで、今度は戻しますよね。今度、もとに戻すと７割の人がいやいやこれでは困るということになりかねない。 

また、どうなるかわからない。大きな声を出した人が大きく影響する。だまっている人は異議がないのだと思われて

しまうものですから。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

課長。 

●課長  昨日の新聞でもこの新制度に移行した場合の負担は増えていくというような表現をしておりましたが、現

実に今の新制度の負担を考えているときに高齢者の負担は上がらないようにします。増えないようにしますという

ことで、世帯として被扶養者からはとらないという形になってその金額がどのようになるのかちょっとわからないで

すが、６割から７割の方は軽減されるというような表現をしております。もし軽減されるということになれば、国保に

入ってくる。被用者保険に入ってくれば、その分収入が減る分があるわけですから、その分をどこからか補てんし

なければならないということがございまして、そのままもってきて軽くしましょうとなれば、確実に苦しくなるといわれ

ています。この部分をどのように組み合わせていけばいいかと審議が今進んでいると思いますが、国の財政の大

元になるお金がなかなか難しい話をやっているんだろうなと思っておりますが、私どもとしても審議の経緯を見て

いくしかないかという状況でございます。 

●会長  この件については、そういうことでよろしいでしょうか？現在、進行中でございますので、国がいい案を

出してくれることを大いに期待したいと思います。 
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 それでは、これで３つの議案を終了いたします。その他事務局からお願いいたします。 

（「はい」と呼ぶものあり） 

●会長  部長。 

●部長  １つ皆様にご報告させていただきたいと思います。本日、ご出席いただいております、伊藤公隆委員で

ございますが、長年に渡る国民健康保険事業に関わる功績がこの度認められまして、厚生労働大臣賞を受賞さ

れました。昨年の坂本会長に引き続き、当協議会の委員からの受賞になりまして大変光栄なことだと思っておりま

す。心から、お祝い申し上げます。 

（多くの拍手あり） 

伊藤委員は、市役所の大先輩でありまして、職員のときより国保事業に精通している方であり、大変心強い存在で

あると思っております。今後も伊藤委員におかれましては国保事業の推進のためお力添え賜りますようよろしくお

願い申し上げ、お祝いを兼ねながらご報告とさせていただきます。 

●会長  それでは、課長のほうから。 

●課長  次回の運営協議会ですが、特に特別なことがなければ、３月頃を予定しております。さきほどの新しい

高齢者医療制度が法案とか出来たということになればその前に開催するかもしれません。また何か臨時で審議す

ることがあれば３月まで待たずに開くかもしれませんので、その時は、よろしくお願いいたします。 

●会長  その他、ございませんでしょうか？ 

（「なし」の声ある） 

それでは、先程、厚生労働大臣賞を受賞したということでお話がありました。おめでとうございました。委員がこの

席におられますので、一言お願いいたします。 

●委員  それでは、一言申し上げます。この度は、とんでもない賞をもらいまして、びっくりしておりました。これ

は皆様方のご指導、特に坂本会長様には現職の頃からいろいろとお世話になり、ありがとうございました。それか

ら、忘れてならないのは、職員の支えがあったからだと私は思っております。今後は微力ながら、国保事業のため

に身を投じてまいりたいと思います。今後ともよろしく、ありがとうございました。 

●会長  それでは改めて、拍手を。 

（多くの拍手のあり） 

それではこれを持ちまして、本日の国保運営協議会を閉会したいと思います。 

 

[午後2時10分 閉会] 

 

 

 


