
 1 

［ 午後 1時 開会 ］ 

 

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

会をさせていただきます私は、長久保グループリーダーに代わりまして本年度より国保年金課管理給付グルー

プリーダーとなりました小笠原でございます。みなさま、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、会議のほうをすすめさせていただきます。本日の出席委員は12名でございます。欠席委員は、被

保険者代表の佐々木委員、医師等代表の熊谷委員、高橋委員、山﨑委員。公益代表の伊藤委員の5名でござ

います。なお、公益代表の森園委員ですが、ご本人から５月１日をもって辞任したい旨の届け出がありまして 

これを受理いたしましたので、欠員となっております。後任委員につきましては八戸市市議会議長あてに推薦依

頼をしているところでございます。 

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、次第と資料１と資料２、参考資料２－１、２－２、

資料３、資料４、資料５、参考資料５－１、５－２、平成23年度の重点事業計画書です。皆さまのお席のほうに差し

替え資料をご用意させていただいておりましたが、差し替えはお済みでしょうか？ 

また、資料がお揃いでない方はいらっしゃいますでしょうか？大丈夫でしょうか？ 

（「はい」の声。） 

 それでは、坂本会長、ご挨拶、議事の進行をお願いします。 

●会長 それでは会議に先立ちましてご挨拶を申しあげます。委員の皆様方には大変お忙しい中お集まりいた

だき、ありがとうございました。３月の 11 日に発生いたしました地震、大津波。引き続き、余震が起こるというような

ことで、そういう中で、今日は関係案件がたくさん出てまいりますので、慎重にご審議いただきたいと存じます。 

 申すまでもなくこの国民健康保険という制度は皆保険制度の中心となるものでございます。この日本の国保制度

は、世界でも優れておりまして、この国民健康保険制度があることによって、日本国民全員が医療保険の被保険

者として自己負担額の３割、または１割で医療を受けられます。それが保険者は市町村でやっておりますので、こ

うして皆さまにお集まりいただき、こうして会議を開いているわけであります。八戸市が保険者ということで、市民の

健康福祉の中心となっていくという認識でこれからも健康保険制度の維持に向けて皆さんのお力を借りてすすめ

てまいりたいと思います。厚生労働省に対して陳情していかなければならないことも制度上たくさん出てまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  本日は、八戸市の国民健康保険条例の一部改正案及び報告案件として出産育児一時金の支給額のことにつ

いて、一部負担金の減免制度、及び東日本大震災における一部負担金の取り扱い。さらには平成 23 年度の八

戸市国民健康保険の特別会計の予算概要ということで、ご説明いただきたいと思っております。皆さま方には審議

にご協力をお願いいたします。 

●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。 

（「はい」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、 岡田委員と加藤委員にお願いをいたします。 

 さっそく(1)審議案件①でありますが、①「八戸市国民健康保険税条例の一部改正(案)の概要について」審議を
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いたします。事務局から説明をお願いいたします。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  次長。 

●次長 それでは、「八戸市国民健康保険税条例の一部改正（案）の概要について」、ご説明いたします。

資料１をご覧ください。 

まず、「１ 改正理由」でございますが、地方税法施行令の一部改正に伴い、医療分、後期高齢者支援

金分及び介護分に係る課税限度額を引き上げるものでございます。その改正内容でございますが、「２」

にございますが、医療分の課税限度額を１万円、後期高齢者支援金分の課税限度額を 1万円、介護分の課

税限度額を２万円引き上げるもので、これによりまして、医療分の限度額が現在の 50万円から 51万円に、

後期高齢者支援金分の限度額が 13万円から 14万円に、介護分の課税限度額が 10万円から 12万円にそれ

ぞれ引き上げとなります。 

その結果、課税限度額は、総額では平成 22年度の 73万円から 77万円、介護分を除いた場合 63万円か

ら 65万円となるものであります。 

今回の見直しは、今後とも、医療費の増大が続く中で、加入者の所得の上昇を見込むことは難しいため、

相対的に所得のある方に多めの負担をお願いせざるを得ないとの判断から、昨年度に引き続き行われるも

のであります。 

また、国においては限度額については、協会けんぽ等における保険料上昇等を勘案し、高齢者医療制度

の見直しの内容等を踏まえつつ、今後も、段階的に引き上げていく考えと伺っております。 

「３ 施行期日等」でございますが、この条例は、公布の日から施行いたします。 

また、改正後の条例の規定は、平成 23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 22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ご意見ご質問等をいただき

たいと思います。何かございませんでしょうか。 

(「はい」というものあり。） 

●会長 委員 

●委員 これを上げることによって、最高額になる世帯の全体に占める割合と世帯数はどれくらいにな

るのでしょうか？ 

(「はい」というものあり。） 

●会長 次長 

●次長 現在、課税限度額が限度額まで達している世帯は約1千世帯あるということで、多かれ尐なかれ

若干税額が上がると思われます。さらにその中の800世帯ほどが限度額に達するのではないかと思われま

す。これはあくまで収入の問題でございますので、いちがいには言えないのですけれども。そういう形

で考えております。国保の全世帯が今、４万１千世帯ほどございますので約２％が影響を受ける。課税

限度額の引き上げによりまして国保税の歳入が若干増えることになりますけれども、およそ 

２千700万円ぐらいかと思っております。以上です。 

●会長 委員よろしいでしょうか？ 

●委員 はい。 
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●会長 他にございませんでしょうか？それでは、（１）①「八戸市国民健康保険税条例の一部改正

（案）の概要について」了承することといたします。それでは、２つ目の報告案件（２）①「出産育児

一時金の支給額について」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２の出産育児一時金の支給額についてご説明いたします。 

これは、緊急の尐子化対策として、平成 21 年 10 月から平成 23 年 3 月までの間の出産について、出産

育児一時金の支給額を暫定的に 4万円引き上げ 42万円としていたものを、平成 23年 4月からも引き続き

42万円とするために条例の改正を行ったものでございます。 

その内容ですが、八戸市国民健康保険条例第 6 条第 1 項の規定による出産育児一時金の支給額 35 万円

について、附則第 10項の規定により 23年 3月までの間 39 万円としていたものを、恒久的に 39万円とし

たものであります。産科医療補償制度対象の出産の場合は、これに 3 万円加算し 42 万円となるものであ

りまして、施行は 23年 4月 1日からでございます。 

出産一時金の支給に関する経費については、次ページの参考資料 2-1 の３「財政措置」にありますよう

に、その 3分の 2に相当する額が地方交付税措置されておりまして、残り 3分の 1は国保税が財源となる

ものでございます。 

 また、引き上げた 4万円のうち、平成 21～22年度は 2万円、平成 23年度は 1万円が国庫補助されるも

のでございます。 

なお、ご参考までに、産科医療保障制度について「参考資料 2－2」を添付しておりますので、後ほどご

覧いただきたいと存じます。以上で説明を終わります。 

●会長 それでは、今、説明を受けました「出産育児一時金の支給額について」ご質問、ご意見ござい

ますでしょうか？ 

（沈黙） 

●会長 それでは、よろしいですか、これは。 

（「はい」との声。） 

●会長 ありがとうございます。それでは、了承をいただいたものとして取り計らいます。 

 次に（2）報告案件②「国民健康保険の一部負担金減免制度について」 説明をお願いします。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

●会長 次長お願いします。 

●次長 それでは、資料3の国民健康保険の一部負担金減免制度についてご説明いたします。 

一部負担金減免制度につきましては、昨年の第２回運営協議会でもご説明いたしましたが、医療機関の

未収金は「生活困窮」と「悪質滞納」がおもな発生原因であると指摘されておりまして、このうち「生活

困窮」が原因である未収金に対応するため、国では、平成21年度に「一部負担金の適切な運用に係るモデ

ル事業」を実施し、その結果を踏まえ、昨年22年９月に、減免等の対象者の基準が示されたことから、当

市においても要綱の改正を行ったものでございます。 

示された減免基準は、中断に太字で表記しておりますが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 入院療養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か月以下である世帯の、すべてに該当する場合で、期間は１か月単位
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の更新制で原則３か月までとなっております。 

従来の当市の要綱との比較を、次の表にしてございますが、国保税の減免と滞納の項目においては、当

市のほうが厳しい要件となっており、一方では、収入の基準と対象医療費の項目は、当市のほうが緩い基

準となっておりました。今回の要綱の主な改正点は、国保税の減免項目について、「国保税が減免されて

いること」という要件を撤廃する。収入の基準項目については、国の基準で示された「預貯金が生活保護

基準の3ヶ月以下」という要件を追加する。徴収猶予については、「1.3倍」という収入基準を撤廃し、

夫々の事情を勘案できるものとする。対象医療費については、国が入院のみを対象としておりますが、こ

れまでどおり、入院と外来を対象とする。国保税の滞納項目については、国保税を滞納している場合でも、

納税相談に応じることを要件に加え、減免の対象とする。の５点でございます。 

新しい要綱は、平成 23 年 4 月 1 日からの施行でございます。４に、改正後の要綱の概要を載せてござ

いますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。以上で説明を終わります。 

●会長 只今、説明をいただきましたが、委員の皆さんからご質問ご意見、お願いしたいと思います。 

だいぶ緩和されたようでございます。何かございませんでしょうか。 

（沈黙） 

●会長 以前よりだいぶ緩和されたということですね。よろしいですか？ 

（「はい」の声。） 

●会長 それでは、了承したものとして取り計らいます。 

 次に、（２）報告案件 ③「東日本大震災に係る一部負担金等の取り扱いについて」説明をお願いいた

します。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

●会長 次長 

●次長 それでは、資料４の東日本大震災に係る一部負担金等の取扱いについてご説明いたします。 

資料３で通常の減免制度についてご説明させていただきましたが、こちらは、平成 23 年３月 11 日に発

生しました東日本大震災に係るものでございます。 

平成 23 年３月 15 日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長より通知がございまして、東日本大震災に

より被災した国民健康保険被保険者に係る一部負担金等については、医療機関に被保険者が直接申し出る

ことによって、医療機関での一部負担金等の支払いを当面の間猶予するものでございます。 

なお、支払いを猶予された一部負担金等につきましては、保険者の判断により原則、免除の取扱いをす

るものでありまして、免除額については、国から、災害臨時特例補助金及び特別調整交付金措置が行われ

ることになっております。また、主に 75 歳以上の方を対象としております後期高齢者医療制度において

も同様の取扱いとなっております。国から示されました対象者の要件は、(1)及び(2)のいずれにも該当す

る方となっております。 

（１）は、被保険者の住所地に関するもので、①として、災害救助法の適用市町村のうち、国が定める

市町村（県内では八戸市とおいらせ町）に住所を有する被保険者。②として、被災者生活再建支援法の適

用市町村のうち、国が定める市町村（県内では三沢市と階上町）に住所を有する被保険者。となっており

まして、地震発生後に当該市町村から転入した場合も含まれるものであります。 

（２）は、申し立ての内容でございますが、今回の地震災害により、①住家の全半壊、全焼又はこれに

準ずる被災をした。 ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った。③主たる生計維持者の行
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方が不明である。④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した。⑤として、主たる生計維持者が失

職し、現在収入がない。⑥、⑦は原子力災害に関するものでございますがこの中の、いずれかを申し立て

た方となっております。 

 取扱いの期間でございますが、診療分、調剤分、訪問看護分についての一部負担金の支払いを猶予する 

ものとされており、当初は５月末日までとされておりましたが、５月２日でございますが、国の一次補正 

予算の成立を受けて、平成24年２月までとされました。 

なお、６月末までは、医療機関の窓口への直接の申し立てによって、一部負担金の支払いを猶予する、

最終的に免除されることでございますが、７月からは、私ども保険者から交付される「免除証明書」が必

要となるものでございます。以上で説明を終わります。 

●会長 只今、「東日本大震災に係る一部負担金等の取扱いについて」説明をいただきました。この説明

に対して何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

（沈黙） 

●会長 よろしいですか？ 

（「はい」の声あり。） 

●会長 それでは、了解されたものとして取り計らいます。 

それでは、（２）報告案件④「平成23年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について」説明をお願

いします。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 次長 

●次長 それでは、資料 5 の平成 23 年度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。 

   参考資料 5－1に「各科目の説明」、参考資料 5-2に「国保財政の現状」を載せておりますので、そ 

ちらを参考にしていただければと思います。 

 資料１の表ですが、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、

平成 23 年度当初予算を平成 22 年度当初予算との対比で整理し、その増減額と前年度比を示しております。 

歳入・歳出とも合計は、263億 2,789万 2千円で、前年度より 7億 9,267万 5千円の増額、率にして

3.1％の増となっております。 

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 4.9％減の 59億 3,220万 9千円でございます。減となりました主な

要因は、被保険者数の減尐や所得の低下等による調定額の減尐。また、収納率も若干落ちてきております

ので、そういうもの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ございます。 

３の国庫支出金は、国庫負担金及び国庫補助金で、前年度比 4.3％増の 72億 9,944万 9千円でござい

ます。 国庫負担金は、歳出の一般被保険者分の給付費などに係る国の負担金、国庫補助金は、普通調整

交付金と、特別調整交付金、及び、出産育児一時金に対する国の補助金でございます。この表の中にござ

います、小さくて見づらいと思いますが、国庫補助金の三段目ですね、介護従事者処遇改善臨時特例交付

金というのがございますけれども、これは平成 21年度の介護報酬改定による介護保険料の急激な上昇の

抑制等を行うために平成 21年度と平成 22年度に限り交付されたもので、23年度はございません。よっ

て平成 23年度の予算としては 0円ということです。 
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４の療養給付費等交付金は、退職被保険者等に係る療養給付費等について、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 9.4％増の 14億 4,295万 1千円でございます。 

５の前期高齢者交付金は、20年度に創設された財政調整制度でございまして、社会保険診療報酬支払

基金から交付されるもので、前年度比 1.8％減の 51億 5,205万 7千円でございます。 

 ６の県支出金は、高額医療費共同事業拠出金と特定健康診査等に係る県の負担金、及び調整交付金で、

前年度比 8.5％増の 11億 938万 2千円でございます。 

７の共同事業交付金は、「高額医療費共同事業」と「保険財政共同安定化事業」による交付金ですが、

県の国民健康保険団体連合会から交付されるもので、前年度比 21.8％増の 34億 1,379万 7千円でござい

ます。これまでの実績を勘案し増額計上したものでございます。 

８の財産収入は、国民健康保険特別会計財政調整基金の利子収入でございます。 

９繰入金は、前年度比 3.8％増の 19億 1,886万 7千円でございます。事務費等分と保険基盤安定費分

を、一般会計から繰り入れるものでございます。 

 10の繰越金は、科目存置しております。 

11の諸収入は、国保税の延滞金等でございます。 

 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 29人分の人件費及び物件費のほか、県国保連合会に対する負担金等で２億 7,991 

万 9千円を計上しております。 

２の保険給付費は、前年度比 1.4％増の 179億 3,982万円で、療養給付費、高額療養費等に要する経費

でございます。 

３の後期高齢者支援金は、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、

前年度比 9.9％増の 31億 6,341万６千円でございます。平成 23年度は、一人当たりの単価増、前々年度

の精算減額分が尐なかったことから予算増となったものでございます。 

 ４の前期高齢者納付金は、前年度比 24.4％増の 918万５千円で、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。平成 23年度は、前々年度の精算分が増額となったために予算増となったものでご

ざいます。 

５の老人保健拠出金は、老人医療費に係る、社会保険診療報酬支払基金への拠出金でございます。老人

保健制度は、平成 19年度で終了しておりますが、平成 20年 3月以前の月遅れ請求分に係る医療の給付等

に伴う費用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 7.3％増の 14億 4,641万８千円でございます。 

７の共同事業拠出金は、高額医養費共同事業、及び保険財政共同安定化事業への拠出金で、前年度比

6.2％増の 32億 1,382万９千円でございます。 

８の保健事業費は、特定健康診査等に係る経費や国保人間ドックの委託料、訪問指導に要する経費など

が主なもので、前年度比 27.1％増の２億 2,005万２千円でございます。平成 23年度は、受診者見込数増

により特定健康診査等委託料が増となったものでございます。 

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ございます。 

10の予備費は、前年度と同額でございます。以上で、説明を終わります。 

●会長 只今、特別会計の平成23年度予算の概要をご説明いただきました。 何かご質問等ございますで
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しょうか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 委員。 

●委員 歳入のほうなのですが、介護従事者処遇改善臨時特例交付金０円だというところ、お話なさっ

たでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 次長。 

●次長 介護従事者処遇改善臨時特例交付金でございますけれども、平成 21年度に介護報酬が改定され

まして、介護保険料の急激な上昇が懸念されたということがございます。その上昇を抑制するために行う

ために２年に限り交付されたものでございます。平成 23年度は交付はございませんので、予算としては

0円ということです。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

●会長 委員。 

●委員 それから、歳出のほうなのですが、老人保険拠出金というところで、平成19年度で終了と 

いうことでその後の対応ということですが、これは来年度もまた次の年もここに載せるのでしょうか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

●会長 次長 

●次長 平成19年度で終了しておりまして、実際には清算事務そのものは２年もあれば大体終わるのが

普通でございます。ただ実際に月遅れ請求分が残っている状況がございまして、歳出の場合、予算項目

と実際の金額がそこになければ０円のところからは絶対に歳出できませんので、そういう訳で科目を残

しているものでございます。実際には、平成22年度ほとんど動きはありませんでしたので、今年度の様

子を見て来年度はなくするかどうか判断することになります。以上です。 

●会長 よろしいですか？ 

●委員 はい。 

●会長 他にございませんか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 委員。 

●委員 健康保険のほうとは関係ないのですが、平成23年度総務費ですが前年度よりもだいぶ減ってい

るんですが、これは人員削減とかそういうものですか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 課長 

●課長 平成22年度の総務費の中には、国民健康保険連合会のシステムの更新分がございました。その

システムは常時多尐の手は加えているのですけれども、昨年度は大きな更新がございまして、その分の

費用を計上したもので、今年度についてはその費用がございませんのでその分が抜けたということであ

ります。 

●会長 よろしいですか？ 

（「はい」の声。） 

●会長 よろしいですか。予算ですから、これで議会も通っております。皆さん方にも収入と支出の実態
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をよく見ていただきたいと思います。それでは、ないようですので、この報告案件は了承したいと思いま

す。 

次にその他ですね、事務局からお願いいたします。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

●会長 次長 

●次長 資料はございませんが、決算の今の状況につきまして若干ご説明したいと思います。まだ出納閉

鎖になっておりませんので、これから動くものと思いますのであくまでも概算ですが、平成22年度の決算

で単年度収支がおよそ３億円の黒字で終わりそうだと思っております。医療費がけっこう上がっておりま

したので、ちょっと心配していたのですが、単年度でどうやら赤字にならずに済んだということでありま

す。 

ただ、実際にこの詳細につきましては、出納閉鎖されてから決算することになりますので、秋の運営協議

会にてご報告できるものと思います。 

もう一点、重点事業ということで、資料をお付けしております。昨年の４月にもご説明したものと中身

は同様でございます。新しい項目はございません。若干数字的に変わったものがあります。保険税の収納

率の向上という項目がありますが、５ページの２に、保険税収納率対策の推進というところがあります。

今まで89％を超えるようにということで目標を定めておりましたが、社会情勢、その他でなかなか収納率

が上がらないということで88％に若干下方修正させていただきました。 

それと６ページになりますが、３の医療費適正化対策の中に(２)にとしてレセプト点検体制の充実・強

化というものがあります。これは全国的なものですが、紙ベースのレセプトから電子レセプトへというこ

とで進めております。これは青森県の場合は青森県国民健康保険団体連合会のほうが中心となって動いて

いるわけですが、それが始まることになっております。実際にそれが始まりますと今はレセプト点検を４

名にお願いしているのですが、当面、２名ぐらいで済むのかと。人員の削減になると思っております。内

容につきましては、去年と変わっておりませんので、あとでご覧いただければと思います。以上です。 

●会長 それでは只今ご説明のありましたことについて、何かご質問等、ございませんか？よろしいです

か？ 

（「はい」の声あり。） 

●では、ないようですので、本日の運営協議会を閉会いたします。 

 

〔午後１時41分 閉会〕 

 


