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［ 午後 1時 開会 ］ 

 

●司会 みなさま、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、

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14名でございます。欠席委員は、医師等代表の熊谷委員、石田委員、山﨑委員と、被保

険者代表の元木委員の４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、配布資料の確認をさせていただきます。まず、本日の次第と資料１、参考資料１、資料２です。お手元

にございますか？大丈夫でしょうか？  

（「なし」の声） 

 それでは、坂本会長、ご挨拶と議事の進行のほうよろしくお願いします。  

●会長 委員のみなさまには、忙しいところお集まりいただきましてまことにありがとうございます。 

 本日は、既にみなさまご承知のとおり、議案は２つでございます。１つは平成 23年度の国民健康保険 

特別会計の決算の概要が出ましたので、御審議をいただくということと、２つ目は東日本大震災の被災者

に係わる一部負担金の取扱いの延長についてということで、慎重に御審議いただきたいと思います。 

 国保は皆保険の中心を担っている部分でございます。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。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、 工藤清太郎委員と  加藤委員にお願いをいたします。 

 それでは、さっそく議題に入りたいと思います。 

（１）「平成23年度八戸市国民健康保険特別会計決算の概要について」、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、（１）平成 23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、平成 23年度決算額を平成 22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、56億 6,743万 4千円で、 

対前年度 2.0％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、272万 3千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、75億 7,540万 1千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、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。 
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高額医療費共同事業負担金は、歳出にあたりますが、高額医療費共同事業拠出金に対する国庫負担金

でございます。 

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、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、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。 

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、平成 21年度と平成 22年度のみ交付されたものでございまして、平成 23年度はありません。 

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 4 万円引き上げられておりまし

た出産育児一時金が、23 年 4 月からは恒久措置となったものでありまして、引き上げ分のうち平成 23 年

3月までの出生分は 2万円、平成 23年４月以降は１万円が国庫補助されたものでございます。 

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ざいます。 

災害臨時特例補助金は、東日本大震災により被災した国保被保険者の一部負担金免除及び国保税減免に

係る費用に対する国庫補助金でございます。 

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、16億 5,378万 7千円となっております。 

5 の前期高齢者交付金は、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、49億 1,160 万 8千円でございます。  

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、高額医療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、11億 1,068万 5千円でございます。 

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、1 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、1 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、29億 9,455万 7千円となって

おります。 

8の財産収入は、財政調整基金の利子でございます。 

9 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、17億 7,758万 6千円でござ

います。 

10の繰越金は、前年度からの繰越金で、12億 6,063万 6千円となっております。 

11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、6,787万 9千円でございます。 

歳入は以上でございますが、合計で、270 億 2,279 万 4 千円で、対前年度 0.4％の減となっております。 

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、6 億 6,448 万 4 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
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産育児一時金、並びに葬祭費に係る経費で、合計 178億 4,234万円、対前年度 0.4％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、31億 6,892万 7千円でございます。 

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、

939万 6千円でございます。 

5の老人保健拠出金は、老人医療に係る拠出金で、19万円でございます。老人保健制度は、平成 19年 

度で終了しております。20年 3月以前診療分の精算に係る事務費でございます。 

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、14億 4,380万 9千円でございます。 

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 29億 8,888万 2千円でございます。 

8の保健事業費は、1億 5,785万 4千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、2 億 8,379 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。23年度は、前年度の療養給付費等負

担金の精算による返還金が約 2億 6千万円となり例年に比べ多かったことから、大きく増となったもので

ございます。 

10の予備費は、支出ゼロでございます。 

歳出は以上でございますが、合計は、265億 5,968万 1千円で、対前年度 2.6％の増となっております。 

歳入歳出の差引額 4億 6,311万 3千円は、24年度へ繰り越しております。平成 23年度決算につきまし

ては、22 年度からの繰越金が約 12 億 6 千万円あったことに加え、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 2億 6千万円の歳入超過となったことから、黒字が見込まれたため、新た

に 4億円の基金積立てを行っております。 

しかしながら、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、前年度より約 1億 2千万円の減、一方、保険給付費は、前年度より約 7千

万円の増となり、単年度収支では約 4 億円の赤字となっておりまして、国保財政は依然として厳しい状況

にあります。以上でございます。 

●会長 ただいまの説明に対し、委員の皆様から何かご意見、ご質問などございませんでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

●会長 委員 

●委員 積立は４億円ですか？ 

●次長 平成23年度は４億円積立ております。 

●委員 積立金はトータルでいくらぐらいになるのですか？ 
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●次長 ９億円になりました。 

●会長 他にございませんか？ 

（「無し」の声） 

●会長 よろしいですか。では、無いようですので、決算の報告をご了承いただいたということで、よろ

しいでしょうか？ 

（一同「はい」の声） 

●会長 それでは、次に（２）東日本大震災の被災者に係わる一部負担金の取り扱いの延長について事務

局から説明をお願いします。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

●会長 次長 

●次長 それでは、東日本大震災被災者に係る一部負担金免除取扱い期間の延長について、ご説明いた 

します。資料２をご覧願います。 

東日本大震災により被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方が医療機関の窓口

で支払う一部負担金等につきましては、一定の要件に該当する場合、申請により免除証明書を発行し、平

成 24年 9月 30日まで、その支払いを免除してまいりましたが、厚生労働省より、10月 1日以降も引き続

き減免を行った場合には、調整交付金の交付対象となる旨の通知がありましたことから、当市国民健康保

険及び青森県後期高齢者医療広域連合において、免除取扱い期間を延長することとしたものでございます。 

対象者と延長期間でございますが、免除要件に該当する当市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被

保険者の方につきまして、平成 24年 10月 1日から平成 25年 3月 31日まで延長するものでございます。 

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等のすべての住民の方は、これまでどおり、

平成 25年 2月 28日までとなっております。 

次に財政支援でございますが、これまでは、免除費用の全額が国の特別調整交付金等により交付される

ものでありましたが、10月 1日以降につきましては、既存の調整交付金の交付要件の対象となった場合に

特別調整交付金が交付される見込みでございます。ご参考までに、平成 23 年度の免除状況は、資料記載

のとおりでございます。以上で説明を終わります。 

●会長 ただいまの説明に対し、委員の皆様から何かご意見、ご質問などございませんでしょうか。 

●会長 よろしいですか？ありませんか？ 

（「無し」の声） 

●会長 それでは、他にないようですので、これについては、御了解いただいたものと取りはからいます。それで

は、（２）その他について、事務局からお願いします。 

（「はい」と呼ぶ声あり。） 

●会長  参事。 

●参事 それではその他といたしまして、４月開催の協議会におきまして、委員からご質問がありました、

お子様連れの健診につきまして、八戸市総合健診センターからお話を伺いましたのでご報告させていただ

きます。 

 現在、健診センターには託児所等はございませんが、小さいお子様連れのお客様がいらした場合には、

健診中は一緒に連れて歩いていただき、検査室に入る場合に、スタッフが抱っこするなどの対応をしてい

るということでございまして、健診申し込みの際に一言ご相談いただければお受けしますというお話でご
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ざいました。 

 健診センターとしては、現状では託児所設置は考えていないようですが、将来的には、検討材料になる

でしょうというようなお話しをされておりましたので、当方からも、是非とも検討していただきたいとお

願いをいたしました。以上でございます。その他といたしまして、先に開催いたしました「八戸市環境・

健康フェスタ2012」とジェネリック医薬品利用差額通知を発送したことについて、担当のほうからご報告

させていただきます。 

●主幹 八戸市環境・健康フェスタとジェネリック医薬品利用差額通知につきまして、皆様にご報告させていただ

きます。 

先月、９月30日（日）の八戸市環境・健康フェスタ2012～健康まつり＆環境展～は、ボランティアフェスティバル

と同日に開催しまして、来場者約3,000名という多くの市民でにぎわいました。特に、簡易検査などの体験型のコー

ナーは、長蛇の列が出来るほどの人気でありました。また、国保年金課コーナーでは、口座振替、健診の受診勧

奨、お得―ポンの紹介の案内を貼ったティッシュを自前で作成、配布しまして、PR活動をいたしました。 

続きまして、今年度初めて送付いたしました、ジェネリック医薬品の利用差額通知について、ご報告いたします。 

去る、９月２８日に第１回目として２，６５７件送付いたしました。発送の対象者は八戸市国民健康保険加入者の35

歳以上 で、 ○生活習慣病や慢性疾患等に用いる薬剤を使用している。○一月あたり14日(回)以上の投与を受

けている。○切り替えた場合の差額が100円以上である。の全てに該当する方でございます。発送後の問合せ等

につきましては、これまで、６～７件程度でありまして、内容は、金額が入った見慣れない通知に対し、いったい何

なのかという単純な問合せとともに、医師、薬剤師等と連携して、もっと積極的にすすめるべきとの意見が寄せら

れました。今年度は、１月に２回目を発送する予定でおります。以上でございます。 

●会長 ただいまの３件につきまして、その他ということで説明がありましたが、いかがでしょう？何か委

員の皆様からご意見、ご質問などございませんでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

●会長 委員。 

●委員 前回の質問に対し回答いただきまして、ありがとうございます。町内などに配布される健診案内

の中に、そのような補助があります。という内容を書いていただくと、健診を受ける方が増えるかもしれ

ませんよね。私だったら考えると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

●会長 他にございませんか？ 

（「無し」の声） 

●会長 それでは、この件につきましては、終了したいと思います。その他、委員のみなさんから何かご

ざいませんか？では、無いようですので、これで運営協議会を閉会したいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 

［ 午後 1時 23分 閉会 ］ 

 


