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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、ただ今から平成 24 年度第１回八戸市国民健康保険運営協議会

を開会いたします。 

はじめに、委員の皆さまに委嘱状の交付をいたします。 

市長、お願いいたします。 

●市長 はい。 

●司会 氏名を読み上げいたします。 

 まず、公益代表委員の、坂本美洋様。 

●坂本委員 はい。 

●市長 委嘱状、坂本美洋様。八戸市国民健康保険運営協議会の委員を委嘱します。期間、平成 24年 4月 1

日から平成 26年 3月 31日までとします。平成 24年 4月 1日、八戸市長、小林眞。 

 よろしくお願いいたします。 

●司会 同じく田名部和義様。 

●田名部委員 はい。 

●市長 委嘱状、田名部和義様以下同文でございます。よろしくお願いします。 

●司会 同じく、森園秀一様。 

●森園委員 はい。 

●市長 委嘱状、森園秀一様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、加藤 郷子様。 

●加藤委員 はい。 

●市長 委嘱状、加藤郷子様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、佐藤 浩二様。 

●佐藤委員 はい。 

●市長 委嘱状、佐藤 浩二様よろしくお願いします。 

●司会 被用者保険等保険者代表委員、大浦 睦郎様。 

●大浦委員 はい。 

●市長 委嘱状、大浦陸郎様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、清澤 正様。 

●清澤委員 はい。 

●市長 委嘱状、清澤正様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、町田秋雄様。 

●町田委員 はい。 

●市長 委嘱状、町田秋雄様よろしくお願いします。 

●司会 医師等代表委員、石田悦保様。 

●石田委員 はい。 

●市長 委嘱状、石田悦保様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、山﨑圭子様。 
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●山﨑委員 はい。 

●市長 委嘱状、山﨑圭子様よろしくお願いします。 

●司会 被保険者代表委員  工藤 惠美子様。 

●工藤委員 はい。 

●市長 委嘱状、工藤惠美子様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、元木勇之助様。 

●元木委員 はい。 

●市長 委嘱状、元木勇之助様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、木村和子様。 

●木村委員 はい。 

●市長 委嘱状、木村和子様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、佐々木育子様。 

●佐々木委員 はい。 

●市長 委嘱状、佐々木育子様よろしくお願いします。 

●司会 同じく、岡田 道博様。 

●岡田委員 はい。 

●市長 委嘱状、岡田 道博様よろしくお願いします。 

●司会 これより協議会に入らせていただきます。 

本日の出席委員は 16名で、欠席委員は、医師等代表の高橋委員、熊谷委員、工藤清太郎委員の３名でござい

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。 

 まず、はじめに、市長からごあいさつ申し上げます。 

●市長 はい。 

 本日、皆様方には、大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、この度は、八戸市国民健

康保険運営協議会の委員をお願いいたしましたところ、ご快諾を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 今後､皆様には､国保事業の運営に関する重要事項につきまして、ご審議・ご意見等を賜ることになりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  さて、皆様ご承知のとおり、国民健康保険は、急速な高齢化の進展や経済の低迷などにより、その運営は制度

的にも財政的にも一層厳しさを増しているところであります。このような中、社会保障・税一体改革大綱が閣議決定

され、医療・年金・介護などの社会保障制度においても、改革に向けた動きが加速しており、国保制度の安定的な

運営を確保するための国保法改正も行われたところであります。 

このような、社会保障制度の大きな転換期を迎え、国民健康保険運営協議会の果たす役割も、ますます重要な

ものとなっております。 

当市といたしましても、社会保障制度改革の方向性を見据えつつ、国保事業の安定運営に向け、より一層努力

して参りたいと考えております。 

 どうか委員の皆様には、本制度の充実発展のため、特段のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、挨

拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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●司会 それでは、八戸市国民健康保険運営協議会規則第２条により、最初に招集する協議会の会長の職務は

市長が行うことになっておりますので、会長が決定するまでの間、暫時、市長が議長を務め、議事を進行させてい

ただきます。 

●市長 はい。それでは、会長が決まるまでの間、暫時議長を務めさせていただきます。 

 会長は、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の中から選出をすることとなっ

ております。選出方法は、投票と指名推薦の方法がございますが、いずれの方法をとるべきか、お諮りしたいと思

います。 

（「はい。」と呼ぶ者あり。） 

 委員、お願いします。 

●委員 はい。指名推薦でお願いしたいと思います。 

●市長 はい。 

 ただいま、指名推薦とのご発言がございましたが、これにご異議ございませんか。 

●一同 異議なし。 

●市長 はい、ご異議なしと認めます。 

 よって、選出の方法につきましては、指名推薦とさせていただきます。 

 どなたか、指名推薦をお願いいたします。 

（「はい。」と呼ぶ者あり。） 

 委員。 

●委員 はい。この国民健康保険運営協議会会長は、なんといっても超ベテランであります、坂本美洋委員に引

き続きお願いしたいと思います。 

●市長 はい。ただいま、委員から、坂本委員を会長に推薦するご発言がございましたが、これにご異議ございま

せんか。 

●一同 異議なし。 

●市長 ご異議なしと認めます。 

 よって、坂本委員を会長とすることに決しました。 

 以上で、私の役目を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

●司会 それでは、坂本会長、会長席にお着きの上、就任のごあいさつと議事進行をお願いいたします。 

●会長 ただいま、委員のほうからご推薦いただいて、会長ということになりました。これからも皆さんと一緒にがん

ばっていきたいと思います。特に、医療保険制度の中心は、国民健康保険であると思っております。特に八戸市

においては、今の当初予算で 269億円という大変大きな金額になっております。元々の医療保険の給付事業。更

に後期高齢者の部分、それから、介護保険の２号被保険者の部分（40歳～65歳）も国保で対応していくということ

でございまして、事業の内容が非常に増えてまいりました。市民からは、所得がなかなか伸び悩む中で、負担がど

んどん上がってきて、負担が多いのではないかとの声がたくさん聞こえてきている中であります。そうはいいまして

も、この皆保険制度を続けていかなければならないわけです。安定した国保制度を継続出来るように行政、市長と

連携をとりながら、この運営協議会をまとめていきたいと思っております。どうぞ、委員の皆さま、市民の健康を守る

大事な砦がこの国保制度だと思っておりますのでご協力のほどお願いたします。２年間どうかよろしくお願い申し

上げます。 

 それでは、議事を進めてまいりますが、市長は本日、大変お忙しいと聞いております。次の公務のため、ここで、 
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御退席されますことを了承願いたいと思います。 

●市長 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

（ 市長退席 ） 

●会長 市長、お忙しい中どうもありがとうございました。それでは、次第に従って進行させていただ

きます。次第の５番目、会議録署名委員の選出ですが、選出については会長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、 

私の方から、 木村委員と 山﨑委員にお願いをいたします。 

 次に、次第の６番、会長職務代理者の選出ですが、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任することになっております。選任の方法は投票と指名推薦の方法があ

りますが、いずれの方法で行うかお諮りいたします。 

（「はい」と呼ぶ声あり。） 

●会長 委員。 

●委員 はい、会長に一任したいと思いますのでよろしくお取りはからいお願いいたします。 

●会長 ただいま、委員から会長に一任という発言でございましたが、私からの指名でよろしいでしょうか。 

●一同 はい。 

●会長 それでは、異議がないようでありますので、私から指名をいたします。 

 前年度に引き続きまして、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、一言ごあいさつをお願いいたします。 

●森園委員 なかなか厳しい財政状況について会長のほうからもいろいろお話がございました。会長を支えまし

て安定した運営になりますよう、今後すすめてまい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す。 

ありがとうございます。 

●会長 今後、森園委員には、職務代理者としてよろしくお願い申し上げます。今回は今年度最初の協議会であ

りますので、国保年金課の担当職員の紹介をお願いいたします。 

 梅内昭統市民健康部長よろしくお願いいたします。 

（部長により職員紹介） 

●部長 ４月より、市民健康部長を担当することになりました梅内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。市

民健康部は、国民健康保険事業を所管しております。委員の皆さまには、これからお世話になると思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、今年度の運営協議会の事務局の職員をご紹介させていただきます。次長兼国保年金課長の鬼柳で

ございます。 

●次長 鬼柳でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●部長 参事で管理給付グループリーダーの小笠原美枝子でございます。 

●小笠原 小笠原でございます。よろしくお願いいたします。 

●部長 副参事で後期高齢者医療グループリーダーの中里充孝でございます。 

●中里 中里です。よろしくお願いします。 

●部長 主幹で国保税グループリーダーの三浦幸治でございます。 
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●三浦 三浦でございます。よろしくお願いいたします。 

●部長 主幹で管理給付グループの宗石美佐でございます。 

●宗石 宗石です。よろしくお願いいたします。 

●部長 主査で管理給付グループの杉本友樹でございます。 

●杉本 杉本です。よろしくお願いいたします。 

●部長 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

●会長 それでは、議事に入ってまいります。 

 まず、審議案件の(1)「八戸市国民健康保険条例の一部改正(案)の概要について」、事務局から説明を願います。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

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)」についてご説明します。 

今回の条例改正は、地方税法の一部改正が昨年平成 12月に公布され、同法施行令及び同法施行規則の

一部改正が平成 24年３月 31日に公布されたことにより、それに関係する部分を「八戸市国民健康保険税

条例」に新たに附則を追加するものです。 

 内容ですが、資料１をご覧ください。居住用家屋の敷地に係る特例を受けるための譲渡期限は、通常

「３年」ですございますが、 東日本大震災により津波等の被害を受けて居住用家屋が滅失した場合に、

一定の要件のもとで、譲渡期限を「７年」に延長するというものです。 

 この措置は、居住用家屋の敷地を譲渡し、税務署へこの譲渡所得を申告することにより適用となります

が、次の５つの措置となります。 

 一つ目は、居住用財産を譲渡した場合、６千万円以下の部分に対しては通常税率の 15％ではなく、軽

減税率 10％が適用となるものです。 

二つ目は、この譲渡所得を計算する際、売却金額から取得費用や売却にかかる経費のほかに ３千万円

の特別控除が受けられるというものです。 

 三つ目は、家屋が滅失した敷地を売却し、新たな住居へと買い換える場合に、この譲渡で発生した譲渡

益に対する課税を当該年度ではなく、次年度以降のものとして繰り延べることができるというものです。 

 四つ目は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が受けられるというもので

す。 

 これは、新たな居住用財産の取得価格が、これまで住んでいた家屋の敷地の譲渡価格を上回り、損失額

が発生してしまった場合に、この損失額を当該年度の他の所得と合算し、それでもなお損失額が残ってい

る場合は、次年度以降に繰越し同様の計算をすることができるというものです。 

 最後の五つ目は、住宅ローン債務が譲渡価格を上回ってしまっている特定居住用財産について、（４）

と同じようにローン債務残高分について、当該年度の他の所得と合算するとともに、控除分を上回る場合

は、次年度以降に繰越し同様の計算をすることできるというものです。 

 以上の五つの措置について、対象期間が７年間まで延長されることとなり、該当する敷地を譲渡した際、

平成 24年から平成 30年までの譲渡所得の計算について適用を受けることができます。 

 この「八戸市国民健康保険税条例の一部改正」案については、平成 24年６月市議会定例会への提出を

予定しておりますが、公布の日をもって施行日とし、本年４月１日分から適用するものとして、現在作業

を進めているところです。以上でございます。 

●会長 ただいまの説明に対しまして、委員から何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。 

(沈黙) 

よろしいですか。 

（「はい」の声） 



 6 

●会長 委員。 

●委員 (3)特定の財産とありますが、特定ということはどういうことなのか、もう１回教えていただき

たいと思います。何が特定なのですか。 

（「はい」の声） 

●次長 担当のほうからお答えいたします。 

●担当 ご説明いたします。 

 これは、買い替えということでございます。それまで居住していた住宅そのものが津波で被災して、流

された場合の土地を差します。 

（「はい」の声） 

●会長 委員。 

●委員 仮に、被災した中で、補修をするために財産を処分して費用を充当するということは該当するの

ですか？ 

●担当 これに該当するかどうかは、個別に税務署と協議が必要となってくると思います。基本は、居住

していた土地を売却して、新しく買い替えるということです。そうであれば、この控除は適用になります。 

●委員 個別の事案でしょうかね。 

●会長 他に、ございませんでしょうか？６月議会に出すということですからね。ではなければ、了解し

てよろしいでしょうか。 

では今の（１）「八戸市国民健康保険条例の一部改正（案）」については、終了したいと思います。 

(「はい」の声） 

それでは次の、（２）「平成24年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について」事務局から説

明をお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 次長。 

●次長 それでは、資料２の「平成 24 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２-１に「各科目の説明」、また、参考資料２-２に「国保財政の現状」を載せておりま

すので参考にしていただければと存じます。 

資料２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 24年度当初予算を 23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、269億 5,426万円で、前年度より６億 2,636万 8千円の増額、率にして 2.4％

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 0.8％減の 58億 8,708万５千円でございます。 

減となりました主な要因は、被保険者数の減少や所得の低下等による調定額の減少や収納率の低下による

ものでございます。 

２の使用料及び手数料は、250万１千円で、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 8.3％減の 66 億 9,465 万円でございます。 

国庫負担金は、歳出の一般被保険者分の給付費等に係る国の負担金でありますが、国保法改正により、定

率国庫負担の割合が34％から32％に引き下げられたことから、前年度比9.9％の減となっております。 

国庫補助金は、普通調整交付金と特別調整交付金でございます。 



 7 

出産育児一時金補助金は、平成 23年度までの時限措置でありましたので、平成 24年度はございません。 

 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 29.8％増の 18億 7,266万 8千円でございます。 

 退職被保険者数増に伴う保険給付費の増により、大きく増となっております。 

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、社会保険診療報酬支払基金から交付

されるものでありますが、交付見込額増により、前年度比 9.9％増の 56億 5,956万 2千円でございま 

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 25.5％増の 13億 9,250万 4千円でございます。 

 国保法改正により、普通調整交付金の割合が 7％から 9％に引き上げられたことから、増となるもので 

ございます。 

７の共同事業交付金は、「参考資料 2－2」の左端の上の方にあります「高額医療費共同事業」と「保

険財政共同安定化事業」に係る交付金ですが、県国保連から交付されるもので、前年度比 4.6％増の 35

億 7,048万 8千円でございます。 

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の繰入金は、前年度比 5.3％減の 18億 1,811万 2千円でございます。事務費等分と保険基盤安定費

分（「参考資料２－２」の左端の下側の保険者支援制度と保険料軽減制度）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、科目存置でございます。 

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

7,542万 6千円でございます。 

２の保険給付費は、前年度比 1.3％増の 181億 7,082万円で、一般被保険者及び退職被保険者等の療養

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 6.0％増の 33億 5,462万 1千円でございます。24 年度は、一人当たりの単価が増となっており

ます。 

 ４の前期高齢者納付金は、前年度比 57.9％減の 386万６千円で、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。 

24年度は、一人当たりの単価減に加え、前々年度の精算分が減額となったために予算減となったもの 

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、前年度比 5.0％

減の 19万 2千円でございます。 

老人保健制度は、平成 19年度で終了しておりますが、精算となるまでの事務費等を計上するものでご 

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 5.8％増の 15億 3,102万 9千円でございます。 
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 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等で、前年度比

4.9％増の 33億 7,052万円でございます。 

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 12.4％減の 1億 9,273万 5千円でございます。 

 平成 24年度は、特定健康診査等委託料について、実績を踏まえ予算計上したため、減となっているも 

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 ただいまの報告案件「平成24年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について」の説明につ

いて何か皆さんからご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員。 

●委員 毎年、予算と決算のときに、必ず差引金額というのが今まで出ていたわけでありますが、これでいくと平成

23年度から出ていないかたちになっておりますけれども、実際どうなんでしょうか？当初分の黒字分といますか、

繰越金ですね。毎年繰越金が、十数億出ていたと思うのですが、今回は、どうなんでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 次長 

●次長 歳入に関する繰越金のところでございますが、歳入の10番に繰越金ということで載せておりますが、１千

円です。確定後はその数字を入れるのですが、平成23年度の決算が確定しておりません。今は繰越金の項目を

とっておくために、掲載しているところであります。平成23年度の決算では、おそらく数億円の繰越金はあると思い

ます。今はまだ予算も閉鎖されておりませんので・・・。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 委員。 

●委員 わかりました。概ね大体どれぐらいなのか、そのあたりをお聞きしたい。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 次長。 

●次長 まず、５月で出納閉鎖ということなので、数字は確定出来ないのですが、昨年度３月の協議会では、概算

でお話しましたが、４億円ぐらいとお話をしておりましたけれど、それより少しは上回ると思っております。ただ、あと

４月分と５月分の保険税の納入額ですね、これがどのくらいになるかまだはっきりしません。ただ、少なくても・・・赤

くなることはまずないということで、安心しております。 

●委員 わかりました。 

●会長 他にご質問ありませんか？よろしいですか？ 

〔「はい」の声あり〕 

それでは、ただいまの報告案件「（１）平成24年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について」は、了

解したものとして、とりはからいます。 

では次に、「（２）平成24年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画書について」、説明をお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

次長。 
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●次長 それでは、資料３の平成 24年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画について、ご説明いたし 

ます。この計画書は毎年作成しておりますが、基本方針、推進事業についてはそのまま引き継ぐものであ 

りますので、ここでは、事項別事業計画の主な変更箇所についてご説明させていただきます。 

５ページの「２ 保険税収納率向上対策の推進 (6) 納税指導・相談の充実強化」の項目でございます

が、実施内容に、「新規滞納者に対し、納税コールセンターから自主的納付の呼びかけを行い、新たな滞

納の発生を抑制し、収納率の向上を図る。」の項目を追加いたしました。 

 これは、昨年 10月から、民間委託により納税コールセンターを開設し、すでに実施しているものでご 

ざいます。 

 次に、６ページの「３ 医療費適正化対策の推進 (5) 被保険者指導等の徹底」の項目の実施内容に、 

「ジェネリック医薬品利用差額通知を行い、被保険者のジェネリック医薬品に対する意識の高揚を図

る。」を追加いたしました。 

現在、県国保連において、平成 24 年 9 月発送を目途に差額通知書作成業務が進められておりますので、 

準備が整い次第、国保連に委託し実施する予定でございます。 

 さらに、７ページの「４ 保健事業の推進 (3) 特定健診の受診促進」の項目の実施内容に、「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「元気応援！お

得ーポン事業」を行い、健診受診率の向上を図る。」を追加いたしました。 

これは、八戸市国保の特定健診及び国保ドックの受診者に、スポーツクラブや温泉などの、心身の健 

康を応援する施設の優待クーポンを提供するものでございまして４月１日より始めております。以上で説

明を終わります。 

●会長 ただいまの説明をいただきましたが、委員の皆様からご質問等ございますでしょうか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 委員 

●委員 今、説明にあった「健診受診率向上＆健康運動・心と体のリフレッシュ推進」というように、す

すめているようなんですけれども、私の耳に入ってきたことなのですが、「健診を受診をしたいが、子

どもがいて赤ちゃんを背負って行くわけにいかない。」という話があった。子どもたちを収容するよう

なものがあったらいいのではないでしょうか。それから、受付時間帯が１時間だけだと行けないという

ようなことをよく聞くのですが、せめて２時間ぐらいなるように、受付時間を延してほしいという話が

あります。いかがでしょうか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 次長 

●次長 お子さんの託児所というようなものを。ということで、今、お話をお聞きしたところなのですが、当市では、

健診について、健診センターに委託しているところでありますので、センターのほうで、可能なのかどうかというと

ころがまず１つにあります。それから、公の形で託児所というのはなかなか難しいというところはありますが、健診

率向上のため、健診センター等に相談して、可能な限りなんらかの対応が出来ればと思います。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 委員 

●委員 若いお母さんたちの受診率をもう少し高めるためにはそういう工夫がもう少し必要ではないかと思って

お話をしました。 
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●次長 考えていきたいと思います。何かしら方法があればいいのですが。 

●委員 前向きにお願いいたします。 

●会長 今の委員の意見について、次長は後で検討してみてください。他にございませんか。 

●次長 はい。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 委員 

●委員 税の収納率向上のためにコールセンターをお使いになっているのですが、効果のほどを収納課のほう

から聞かれていたら、教えていただきたいです。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 次長。 

●次長 10月に始めた事業の趣旨となるものは、滞納した方に、早期にご連絡して納税を勧める。 このような形

は 

日本全国的にやっているということで、効果があるといわれているところでありますが、八戸市の場合はまだ始ま

ってから間もないということで、それがどの程度、反映されているのかはまだ出ておりません。以上です。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 委員。 

●委員 ５ページの２の（２）の目標収納率の設定なのですが、今年度は88％以上にするという目標なんですが、

現在は実際何％になりますか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 次長。 

●次長 現年度（平成23年度）でいいますと、実は85％を少し超えたあたりです。平成22年度で85.12％でした。 

平成23年度は横ばい、もしくは若干は上向くかなと思っております。やはり85％程度しかないということで、目標

88％はちょっと大きいのですけれども、そこまでは上げたいということの意味合いを持って目標値にしております。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 委員 

●委員 納税コールセンターというような方法を取り入れているというわけですか？ 

●次長 納税コールセンターそのものは、国保税に限らず、市民税全般に関してもものであります。その中の一

部として、国保税にも対応するよう作ったものです。 

●委員 納税率があがると、収入額も増えるという認識でしょうか。 

●次長 はいそうです。 

●会長 他にございませんか。 

(「無し」の声） 

●会長 それでは、只今の案件について了解したいと思います。次に「その他」ですけれども、事務局からお願

いします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 次長 

●次長 それでは、その他といたしまして、資料をご用意していますので、資料４をご覧下さい。先ほど 

の説明でも少しお話をしましたが、国民健康保険法の一部改正について内容をご説明いたします。 
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国保法の改正案につきましては、３月の運営協議会でご説明させていただいておりましたが、国保法の

一部を改正する法律等が平成 24年４月６日に公布されましたので、あらためてご報告するものでござい

ます。 

  改正の内容でございますが、まず、平成 24年４月６日施行で、平成 24年４月１日から運用となるもの 

が２つあります。 

① 都道府県調整交付金及び国庫負担」でございますが、市町村国保における保険給付等に要する費用 

に対する都道府県調整交付金の割合を 100分の７から 100分の９に引き上げるとともに、これに応じて、

当該費用に対する国庫負担の割合を 100分の 34から 100分の 32に引き下げるものでございます。 

②財政基盤強化策の恒久化までの間、25年度までであった暫定措置を 1年間（26年度まで)継続するも

のでございます。 

次に、 平成 27年４月１日施行となるものは、①財政基盤強化策の恒久化として、平成 22年度から 25 

年度までの暫定措置である市町村国保の財政基盤強化策を平成 27 年度から恒久化するものでございます。 

②は、 財政運営の都道府県単位化の推進として、市町村国保の都道府県単位の共同事業である保険財

政共同安定化事業について、事業対象を全ての医療費に拡大するものでございます。この保険財政安定化

事業は医療費 30万円を超えるものについて調整しましょうということで決められているものであります

が、これを平成 27年度から１円以上のもの。つまりすべての医療費について、調整する対象にするとい

うことでございます。以上が平成 24年４月６日に交付されました健康保険法の改正でございます。以上

です。 

●会長 只今、報告をいただきましたが改正されたことについて、何かご質問等ございませんでしょう

か？ 

 (「無し」の声） 

●会長 それではもう一つあるそうですので。 

●次長 よろしいでしょうか？続きまして、もう一つですが、資料としてはございませんが、「元気応援！お得ーポ

ン事業」を、この４月から実施しておりますが、その事業の内容につきまして、担当のほうから説明いたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  どうぞ。 

●担当 先ほども重点事業実施計画のところで、次長のほうからも少しご説明したところではありますが、

「元気応援！お得ーポン事業」について、私のほうからご説明させていただきます。平成２４年４月よ 

り、八戸市と事業者が協働で、～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～「元気応援！お得―ポン事業」をスタートさせていただきしました。 

事業ＰＲということで、３月26日には、提案事業者である２事業者（フィットネスクラブウィング八戸、

はちえきキャンバスin八日町）と協定締結式を行いまして、夕方のニュース番組に紹介していただいたほ

か、31日には、デーリー東北さんにカラー写真つきで、大きく掲載していただきました。また、ラジオ番

組でも紹介をいただきました。 

ポスター、ちらしも出来上がりまして、ポスターは、市と協働事業者の施設他、人が集まるスーパーや 

銀行等に掲示等をお願いしております。ちらしのほうは、各施設への設置の他、健康増進課より各町内の

保健推進員さんに、送付する申込書を兼ねた健診のお知らせと一緒に、町内回覧用に順次お送りしている

ところ 
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です。 

また、クーポンにつきましては、４月 20日現在、特定健診と国保ドックを健診センターで受診された 

方 534名に既に送付させていただいております。 

今後につきましても、広報はちのへ、HPやラジオ等で積極的に周知に努めていきたいと思っておりま 

す。以上でございます。 

●会長 只今の説明でございますが、よろしいでしょうか？ご質問等ございますか？ 

〔「なし」の声〕 

●会長 ないようですね。事務局からは、他に何かございますか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長 どうぞ。 

●担当 お手元にお配りしております資料のほうの確認です。「平成 24 年４月現在の委員名簿」「国保

図鑑」「八戸市の国保と年金」の以上３点、無い方はいらっしゃらないでしょうか？ 

〔「なし」の声〕 

●担当 確認でございました。以上でございます。 

●会長 他に事務局のほうはその他ございませんでしょうか？ 

〔「なし」の声〕 

●会長 事務局からについて、あらためてご質問等、ありますでしょうか？ 

〔「なし」の声〕 

●会長 その他、委員のみなさまから何かございませんか？ 

〔「なし」の声〕 

●会長 それでは、無いようですので、これを持ちまして本日の運営協議会を閉会いたします。皆さまありがとう

ございました。 

 

［ 午後 1時 49分 閉会 ］ 

 


