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［ 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。議会推薦

で公益代表委員の森園 秀一（もりぞの しゅういち）様が、市議会議員の改選にあたり５月１日付けで当運営協

議会委員を辞任されましたが、その後、議会の推薦を受けましたので、６月７日付けで市長からあらためて委員

を委嘱されましたことをご報告いたします。 

それではこの場で、委嘱状の交付をさせていただきたいと思います。 

なお、本日は市長公務のため、市民健康部長より交付させていただきます。 

●部長 委嘱状、森園秀一様、八戸市国民健康保険運営協議会の委員を委嘱します。平成23年６月７日 

八戸市長小林眞。よろしくお願いいたします。 

●事務局 本日の出席委員ですが、工藤委員がまだお見えになっておりませんが、工藤委員を入れましても11

名で工藤委員を入れなくて現在10名で、欠席委員は、医師等代表の高橋委員、工藤委員、熊谷委員、山崎委

員。公益代表の 田名部委員。被用者保険代表の大浦委員、町田委員の７名でございます。 

現在の10名の段階でも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。 

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、まず、次第と資料１と参考資料１、参考資料２、資料

２です。おもちでない方はいらっしゃいませんでしょうか？ 

（「はい」の声。） 

 それでは、坂本会長、ご挨拶をお願いいたします。また、議事の進行につきましてもよろしくお願いします。  

●会長 委員の皆さんにおかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございま

す。今日は、既にご案内しておりますとおり、平成22年度の国保の決算が出ておりますのでその決算の概

要についてご説明をいただき、そして、東日本大震災に係る一部負担金等の免除状況についても説明を

いただきたいと思っております。 

 国保は医療保険の基本でございまして、皆保険制度の中心となっております。皆さんもご苦労なさってい

るかと思いますが、健全な経営のために皆さま知恵を出していき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。 

（「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、 佐々木委員と伊藤委員にお願いをいたし

ます。それでは議事に入らせていただきます。 

まず、案件１の「会長職務代理者の選出について」ですが、会長職務代理者であった森園委員が５月に一度辞

任されましたので、現在は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第５条の規定によりまして、「公益を代表する委員」から選出すること

となっております。選出の方法は、投票と指名推薦の方法がありますが、いずれの方法で行うか、お諮りいたしま

す。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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●委員  はい。推薦というより会長に一任するというのはどうでしょうか。 

●会長  今、○○委員から、会長に一任するというのはどうかということでありましたが、みなさんそれでよろし

いでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

ありがとうございます。それでは、私からご指名したいと思います。今までも何回もやっていただいておりまして、こ

の国保の運営協議会に再び議会から推薦されました森園 委員を会長職務代理者に指名いたします。森園 委

員、会長職務代理者の就任にあたり、一言、ご挨拶をお願いいたします。 

●委員 只今、ご紹介いただきました会長職務代理者に選出されました森園です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。私は、平成21年の10月からこの協議会の委員として参加をさせていただいておりますけれども、国保を取り巻

く状況が厳しいというのは皆さまご承知のとおりと思います。そういった中で、八戸市のほうは現在黒字ということで

大変努力をしている状況でございます。先ほど会長もおっしゃいました国民皆保険の中核を担うこ事業を継続さ

せるため皆さんにご意見をいただきながら、お力添えいただきながら、寄与して参りたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げまして挨拶とかえさせていただきます。 

●会長 はい。ありがとうございました。それでは、報告案件に入ります。①「平成２２年度八戸市国民健康保険特

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〕 

次長。 

●次長  それでは、平成 22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１ 

をお開きください。また、参考資料１、２の方も併せてご覧ください。 

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、22 年度

決算額を 21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。 

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まして、57 億 8,459 万 5 千円で、対前年度 7.2％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、292万 4千円となっております。 

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、71億 7,927 万 7千円となっております。

その内訳としまして、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

納付金に対する国庫負担金でございます。②  高額医療費共同事業負担金は、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に対する国

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格差を調整するために交付される

もので、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もので

ございます。③介護従事者処遇改善臨時特例交付金は、介護報酬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、平成 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 万円引き上げたもので、その引き

上げ分の 1/2 が国庫補助されたものでございます。⑤高齢者医療制度円滑運営補助金は、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でご
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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、14億 5,470万 7千円となっております。 

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）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、交付金が交付されるもので、

52億 5,449万 2千円でございます。                 

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 7,923万 1千円でございます。 

7 の共同事業交付金は、高額な医療費を対象に、県単位で費用調整するため一定の割合で県国保連合会

から交付されるもので、①1 件 80 万円を超える医療費を対象とする高額医療費共同事業交付金と、②1 件

30 万円を超える医療費を対象とする保険財政共同安定化事業交付金、合計で、30 億 8,836 万 3 千円とな

っております。 

8 の繰入金は、①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、② 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、18

億 4,867万 7千円でございます。 

9の繰越金は、前年度からの繰越金で、13億 6,286万 4千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、保険給付費の返納金が

主なもので、8,904万 7千円でございます。 

11の財産収入は、21年度に積み立てを行った財政調整基金の利子でございます。 

歳入は以上ですが、合計で、271億 4,432万 7千円で、対前年度 2.2％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、国民健康保険特別会

計財政調整基金が主なもので、7億 813万 6千円となっております。  

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 7,325 万 7 千円、対前年度 2.2％の増となってお

ります 

 3 の後期高齢者支援金は、後期高齢者医療費等への現役世代の支援分を社会保険診療報酬支払基金へ拠

出しているもので、28億 8,442万 3千円でございます。 

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、

504万 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、3,566万 5千円でございます。老人保

健制度は、平成 19年度で終了しておりますが、20年 3月以前診療分に係る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 4,285万 4千円でございます。 

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
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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 28億 6,424万円でございます。 

8 の保健事業費は、1 億 3,198 万 9 千円となっております。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、1 億 3,807 万 9 千円となっておりますが、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、合計は、258 億 8,369 万 1 千円で、対前年度 2.8％の増となっております。歳入歳

出の差引額 12億 6,063万 6千円は、23年度へ繰り越しております。 

ここで、参考資料２をご覧いただきたいと思います。 

22 年度決算黒字の最大の要因は、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

4億 6千万円の歳入超過となっていることによるものでございます。さらに、21年度からの繰越金が約 13

億 6 千万円ございました。また、保険給付費は、診療報酬改定の影響もあり、前年度より約 3 億 9 千万の

増となっておりますが、インフルエンザ等の流行が尐なかったことから、大きな伸びとならなかったこと

も黒字の要因と思われます。一方、国保税収入は、被保険者の課税所得の伸び悩み、被保険者数の減尐、

景気悪化、さらには年度末の東日本大震災の影響等による収納率の低迷等により、当初予算対比、前年度

対比ともに約 4億 5千万円の減でございました。 

なお、22年度に交付を受けた国庫・県負担金等のうち、実績により23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、出産育児一時金国庫補助金、国・県の特定健診等負担金の合計で、約2億

7千万円となっており、これは、23年度への繰越額から支出する予定でございます。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。 

（声無し） 

ないようですので、ただいまの「①「平成２２年度八戸市国民健康保険特別会計決算の概要につい

て」は、以上でよろしいでしょうか。 

(「異議無し」の声） 

それでは、この報告は了解したいと思います。 

（「はい」の声あり） 

それでは二つ目に、「②東日本大震災に係る一部負担金等の免除状況について」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、東日本大震災に係る一部負担金等の免除状況についてご説明いたします。資料２をご

覧ください。概要にありますとおり、３月 11 日発生の東日本大震災により被災した国保被保険者に係る

一部負担金等について、平成 23年３月 11 日から平成 24年２月 29日までの間、医療機関での支払を免除

するというものでございます。 

免除状況でございますが、免除証明書の発行は７月からでございますが、発行数は、９月末現在で 776
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件となっております。 

免除の件数は、７月診療分まで、1,654 件、金額で、1,175 万 3,463 円でございます。６月診療分まで

は、医療機関の窓口で、口頭により申請されたもので、７月診療分は免除証明書が提示されたものです。 

次の還付ですが、７月診療分までで、1,080件、金額にして、528万 3,761円を還付しております。また、

免除額については、災害臨時特例補助金および特別調整交付金により、国から全額補填されることになっ

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、ご質問はございますでしょうか？よろしいですか。 

(「無し」の声） 

ないようですので、ただいまの②東日本大震災に係る一部負担金等の免除状況については、了承した

いと思います。 

では次に、（２）「③その他について」事務局からお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 事務局。 

●事務局 それでは、先月、公会堂と公会堂文化ホールで開催いたしました「八戸市環境・健康フェスタ

2011～健康まつり＆環境展～についてご報告をさせていただきます。 

ステージでは東京江戸川病院の泉田良一先生による、「ロコモティブシンドロームとその意義」と題し

た八戸市医師会とデーリー東北新聞社主催の講演会が行われたほか、各団体のご協力により健康相談や簡

易検査の出来る 23 コーナーが設けられました。おかげさまをもちまして、来場者数約 4,000 名という盛

況ぶりでございました。 

次に、只今進行中であります、新規事業についてご報告させていただきます。市では「元気な八戸づく 

り」市民提案制度として、まちづくりや地域課題の解決のため、市民の皆さんと市が一緒に取り組むこと

で、相乗効果が期待出来る事業の提案募集をしてておりますが、今年度、当課では、健診受診率向上を目

指し、市設定テーマとして「元気を応援する企業との「健診受診率向上＆健康運動・心と体のリフレッシ

ュ推進」モデル事業」を掲げ、協働事業提案を募集しました。 

その結果、「フィットネスクラブウィング八戸」さんと、ヨガなどの運動教室やカルチャースクールを

主催している「はちえきキャンパス in 八日町」さんの２事業者より提案がございまして、それをもとに

当課を含む３者で事前協議を行い「元気応援お得クーポン事業」という案にまとめました。そして、９月

に「八戸市協働のまちづくり推進委員会委員」によるヒアリング審査を受けた結果、協働事業候補として

選考されました。 

今後は、三者で事業化に向けて協議を重ね、平成２４年度予算要求を行い、正式に協働事業として決定

するのは今年度末となる予定であります。 

具体的な内容を簡単にご説明いたしますと、国保特定健診、又は国保ドックの受診者に対し、スポーツ

クラブ等を経営する協働事業者の施設利用等の優待クーポンを提供するというもので、健診センターから、

健診結果を送付する際に同封してもらう予定です。 

優待クーポンにつきましては、スイミングやカルチャースクールなどを通常かかる料金よりも割安で体

験できるというような内容で考えており、詳細につきましては現在各事業者と調整中でございます。 

健診受診の促進を図ると共に、運動習慣やリラックス法など、心身の健康維持活動との出会いのきっか

けをつくり、市民のみなさんの健康管理意識の向上を目的としています。 
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事業者にとっては、必要としている人にピンポイントでご案内が出来ることがメリットで、国保として

は、特定健診受診率向上と、心身の健康を保つ習慣を持ってもらうことで、医療費の削減を期待しており

ます。 

●会長 この件についてご意見ご質問ございませんでしょうか？ 

●委員 いいことですね。 

●会長 活用しましょう。何かございませんか。 

〔「なし」の声〕 

 それでは、この件は了解ということで、終了したいと思います。その他、委員の皆様から何かございま

せんでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●委員 資料１のところで、さきほど国民皆保険のかなめということでありましたけれど、被保険者数が

約９万５千人で、今、７万４千人とこれは75歳になる方々が、後期高齢者医療制度にいかれたということ

ですね。大体２万５千人ぐらいということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●次長 平成19年度の９万５千人ですけれども、平成20年度から後期高齢者医療制度が始まったというこ

とで、75歳以上の方々が後期のほうへ移られ、その時点で後期のほうに入った方は約２万３千５百人ほど

でございます。その分で７万４千人と減ったわけですけれども、その後も常時千人ぐらいずつ後期高齢者

医療制度のほうが増えております。現在平成22年度の段階でいいますと後期高齢者医療加入者は、２万５

千８百人ほどで、２千３百人ほど増えております。その分に見合う分の数字が国保加入者から減っている。

年齢構成から言うと高齢者のほうが多くて若年者の数はあまり増えないというような構造をあらわしてい

るかなと思っております。 

●委員 これがより加速するわけですよね。流れとすればね。それで、国民皆保険といった場合には、八

戸市民というのは、24万１千人なわけですから、この方々、八戸市とすれば当然、八戸市民としてこの

方々を見ていかなければならないわけですよね。国保の中でも今いったように後期高齢者に移られていく

方もおられるということですよね。そうするとこの残りの方々は被用者保険ですよね。被用者保険の中で

も公務員の方と大企業の方と中小零細企業とあるわけですよ。八戸市の場合は、又、大企業の方はたぶん

一割を切ると思います。大企業の方というのはみちのく銀行と青森銀行などで、あとは公務員。大多数は

中小零細企業なのですよ。おそらく八戸市民の健康保険に入っている大多数は中小零細企業なのですよ。

この方々はかつて政府が面倒を見ていたわけですよ。だから、国保と大体似たような状況で、国保は市町

村、中小零細企業は社会保険庁というように政府が面倒を見ていた。それが、今は政府が手を放して私ら

協会けんぽという保険者になりました。私は協会けんぽへ支部長として行っておりますけれども、ここが

きわめてドロップアウトというか、誰も関心示さない状態です。この方々も八戸市民だろう、或いは青森

県民だろうということを私らは今主張しているところなのです。これはどういうことかというと、今まで

は政府管掌保険でしたから、様々な形で政府が配慮していたわけです。３年前に社会保険庁から移行した

時に平均給与は６千円から７千円下がっております。この３年間で。保険料は逆に４千円、５千円上がっ

ています。誰も何も言いません。手取りの収入が減っている、保険料は毎月４千円、５千円多く支払って

いるわけですよ。これは企業を経営している人は誰でもわかっていると思います。これが今年今の予算で

言うと平均給与の10.2％にならざるを得ないということになっておりまして、国民皆保険の中で国保も確
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かに大変だけれども、国保の方よりも多い中小零細企業の状態がきわめて問題です。今まで会社に入って

いる人達は会社が面倒を見ておりましたけれどもその奥様方などは住民健診で地方公共団体が面倒を見て

いたわけですよね。これも今、制度が変わったために市町村が面倒見たくても面倒見られない仕組みに変

わったわけです。ところが保健推進員とか一生懸命やっている人達には、中小零細企業で働く奥様方が多

いわけです。うちの女房なんかもそうですが、一生懸命食生活改善運動なんかやっているわけです。とこ

ろが制度として市町村では特定健診が出来ない。ただ、がん検診だけは出来るということで、下北とか、

昨日も十和田に行ってお話しましたけれどもがん検診は一緒にやりなさいということですから、いろいろ

と工夫をしていかなければならないですが、かつての住民健診のような形にもっていくべきだと思います。

そうしませんと完全に誰からも見捨てられた状態です。実際には、会社の経営者も自分の従業員の面倒は

みますけれどご家族までは面倒みないわけです。誰も目を向けてもらえない存在になっているわけです。

私ども、今、一生懸命、市町村をまわって、がん検診やるときに一緒に住民健診のときのような形で協会

けんぽ加入の奥様方も協会けんぽの特定健診を受診できるようにしてもらえないかというようなことを言

っておりますので、八戸市も具体的に我々もご提案申し上げますので、一緒にやるようにしていただけれ

ばと思います。これも国民皆保険というように、国保だけではなく中小零細企業の方々も市民ですので、

関心を向けてもらわなければならないと思っております。 

●会長 支部長の立場で今、委員としていらしているわけですから、当然、支部長の立場での話はあると

思います。市民全体の中でといえば、今のような課題があるということですから。 

●委員 八戸市民の中では、協会けんぽの被保険者である中小企業の従業員とその家族が一番多いです。 

●会長 八戸市の協会けんぽ加入者は県内で一番多いですから。具体的に要望がありましたら受けていか

なければね。その他、よろしいですか。無いようでございますので、これで八戸市国民健康保険運営協議

会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

〔午後１時36分 閉会〕 

 


