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［ 午後 1時開会 ］ 

 

●司会 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。それでは定刻となりまし

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。 

●司会 始めに、事務局から１件ご報告がございます。公益代表委員のうち八戸市議会からのご推薦によ

りご就任いただいておりました八嶋 隆様が、３月３１日付けで当運営協議会委員を辞任されました。そ

の後任としまして、八戸商工会議所推薦により５月１２日付けで八戸商工会議所専務理事 山内 隆様へ

市長より委員を委嘱しております。 

それではただいまから、委嘱状の交付をさせていただきたいと思います。本日は、市民健康部長より交

付させていただきます。 

●部長 委嘱状。山内隆様。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 27 年５月

12 日から平成 28 年３月 31 日までとします。平成 27 年５月 12 日八戸市長、小林眞。よろしくお願いい

たします。 

●司会 本日の出席委員は１８名で、全委員ご出席でございます。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。 

 資料の確認をさせていただきます。本日、お配りいたしましたのは、資料３の差替、委員名簿でござい

ます。また、事前に送付しておりましたのは、次第と資料１、資料２、資料３でございます。 

 資料３につきまして、事前に送付したものを修正いたしましたので、本日お配りしたものと差し替えを

お願いいたします。以上が資料でございますが、不足のある方、お持ちでない方はいらっしゃいますでし

ょうか。 

 それでは、坂本会長、一言ご挨拶をお願いいたします。また、引き続き議事の進行につきましてもよろ

しくお願いいたします。  

●会長 委員の皆様、今日は全員出席ということでお忙しい中お集まりいただきまして真にありがとうご

ざいました。２７年度の第一回目の運営協議会ということでどうぞよろしくお願いいたします。そしてま

た、新たに委員をご就任されました山内様、どうぞよろしくお願いします。国民皆保険の中心がこの国民

健康保険だという位置づけは本当に大切でございまして、市民の健康を守るという意味で、この運営協議

会があるわけでございます。新聞等で見ておりまして、いよいよ保険事業の中心が都道府県になるという

ような話でございましたが、都道府県及び市町村ということでございますので、結果的には市町村が保険

者として、県と一緒にやるというような方向になりそうでございますので、そうなればなるほどこの運営

協議会は存続して、皆様から意見を出していただいて、市長のほうにあるいは知事のほうにあげていくと

いうような、ますます重要な役割を担うということになると思います。皆様も審議におきまして、いろい

ろとご意見を出していただきますようよろしくお願い申し上げまして、議事に従って進めて参りたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

●会長 それでは、次第の４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」から選任することとなっております。選任の方法は、

投票と指名推選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。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 
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●委員 会長に一任したいと思います。 

●会長  ただいま、委員から、会長に一任したいとの発言がございましたが、よろしいでしょうか。 

●一同 異議なし。 

●会長 皆様の同意をいただきましたので、それでは私から指名いたします。田名部委員を会長職務代理

者に指名いたします。田名部委員、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。 

●田名部委員 はい。ただいまご指名をいただきました田名部でございます。微力ではございますが、国

保財政の健全化のために、坂本会長をはじめ、委員の皆様方のご指導を仰ぎながら、職務を全うして参り

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げて挨拶に代えます。よろしくお願いします。 

●会長 ありがとうございます。 

●会長 続いて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。 

●一同 異議なし。 

●会長 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、嶋野委員と熊谷委員にお願い

をいたします。 

●会長 それでは、議事に入ります。（１）東日本大震災に係る医療費の一部負担金免除取扱い期間の延

長についてですが、事務局から説明をお願いいたします。 

●次長 はい。 

●会長 柴田次長。 

●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。お手元の資料１をご覧ください。１の概要でございますが、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 27年３月 31日まで、その支払いを免

除して参りましたが、厚生労働省より、平成 27 年４月１日以降も引き続き免除を行った場合には、調整

交付金等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。次に、２の対象者と延長期

間でございますが、（１）の対象者につきましては、住家の全半壊などの免除要件に該当する、国民健康

保険及び後期高齢者医療制度の被保険者でございます。（２）の延長期間につきましては、まず①の、当

市を含む特定被災区域につきましては、当市の国民健康保険の被保険者については、平成 27 年４月１日

から平成 28年３月 31日まで、後期高齢者医療制度の被保険者については、平成 27年９月 30日まで、そ

れぞれ取扱期間を延長するものでございます。 

なお、後期高齢者医療の 10 月１日以降の取扱いにつきましては、青森県後期高齢者医療広域連合から、

後日改めて示される予定となっております。 

次に、②は、東京電力福島第一原子力発電所事故による避難者に係る延長期間につきましては、当市に

おける対象者はございませんが、震災時の居住区域及び所得金額により、平成 28年２月 28日または平成

27年９月 30日までとなっております。 

次に、３の財政支援でございますが、 

当市に係る部分は、（１）の特定被災区域の被保険者でございますが、これまでと同様、免除実績により、

調整交付金の交付対象となるものでございます。 
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 なお、一部負担金免除の対象の方々には、３月下旬に、当市及び後期高齢者広域連合から「一部負担金

免除証明書」を送付しております。以上で説明を終わります。 

●会長 ただいまの説明に対し、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。 

●委員 はい。本件の対象者というのはどれくらいいらっしゃるのでしょうか。 

●次長 はい。国保については 27 年度当初で 641 人、後期高齢者につきましては今年度４月１日現在で

332人となってございます。 

●会長 他に委員の皆さん、何かご意見・ご質問等ございますか。ないようですので、ただいまの（１）

東日本大震災に係る医療費の一部負担金免除取扱い期間の延長については、終了させていただきます。 

●会長 では次に、（２）平成 27 年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画について事務局からお願い

いたします。 

●次長 はい。 

●会長 柴田次長。 

●次長 それでは、平成 27 年度の国民健康保険重点事業実施計画書についてご説明いたします。資料２

をご覧ください。 

 本計画は、国民健康保険事業の具体的な運営事項を定めて、その円滑な推進を図るために、毎年、年度

初めに作成しているものでございます。1 ページをお開きください。基本方針についてご説明いたします。 

 八戸市の国民健康保険は、市民の約 26.7％が加入している相互扶助の保険制度でございます。当市の

被保険者数は、平成１７年度には合併の影響もあり、97,138 人となりましたが、平成 20 年度には後期高

齢者医療制度の開始に伴い、約２万人の方が後期高齢者医療制度に移行したことや、市の人口自体が減少

傾向にあることなどから、本年４月１日現在の被保険者数は、62,150 人であり、年々2,000 人から 3,000

人減少してきております。医療費につきましては、被保険者の高齢化や医療技術の進歩、生活習慣病など

の慢性疾患の増加等により、総額で横ばい状況が続いており、１人あたりの額は、年々増加しております。

一方、低所得者や高齢者の加入割合が高いという国民健康保険制度の構造的な問題等の影響により、保険

税収入は思うように確保できない状況にあり、国民健康保険事業の財政基盤はぜい弱なものとなっており、

国民健康保険を取り巻く環境は、依然として厳しい状況にあります。このような中で、被保険者の健康増

進と医療の確保のために、国民健康保険事業の安定運営と健全財政の維持・強化を図っていくことが、保

険者としての重要な責務でございます。本計画は、平成 27 年度の国民健康保険事業の具体的な運営事項

を定めて、その円滑な推進を図るために、財政健全化対策、保険税収納率向上対策、医療費適正化対策、

各種保健事業の推進、適用適正化対策などの諸施策を実施していくこととしております。 

２ページ以降が、その具体的な事業を提示したものでございます。２ページから４ページまでは、7 つ

の大きな柱立てといたしまして項目を整理しております。その具体的な事業計画については、５ページ以

降でご説明いたします。 

５ページをお開きください。事項別の事業計画について、変更点など簡単にご説明を申し上げます。ま

ず１つ目の「財政健全化対策の推進」につきましては、予算編成については、適正な運営を進めて参りた

いというものでございます。次に、２の「保険税収納率向上対策の推進」につきましては、口座振替の拡

大や納税指導・相談の実施、６ページに参りまして、収納率向上キャンペーンの実施などにより収納率の

向上に努めて参ります。また、本計画書には記載しておりませんが、現在、住民税課、資産税課、収納課
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の税３課とともに、「新八戸市税総合システム」を開発中であり、平成２８年１月を稼動開始予定として

おります。この中で、コンビニ収納を計画しており、平成２８年度から、納税の利便性を高めることとし

ております。 

次に、３の「医療費適正化対策の推進」でございますが、医療費支出の適正化を図るため、レセプト点

検の充実・強化や、特定健診の結果「要精検」となった方のうち医療機関未受診者に対する受診勧奨のた

めの訪問指導、また被保険者の医療費に対する意識の高揚を図るための医療費通知などを実施して参りま

す。変更点は、(２)のレセプト点検等体制の充実・強化の項目の中で、レセプト点検専門員を３名から４

名に増員し、レセプト点検の充実・強化を図り、医療費適正化対策を推進して参ります。 

次に、７ページに参りまして、４の「保健事業の推進」でございますが、被保険者の健康の保持・増進

を図るとともに医療費の適正化を推進するために、特定健診・特定保健指導、国保人間ドック、民間企業

との協働による「元気応援！お得―ポン事業」、重複・多受診者等に対する適正受診促進のための訪問指

導、国保市民保養所宿泊料一部負担事業などを実施して参ります。変更点の１点目は、(１)の保健事業実

施計画、データヘルス計画でございますが、策定・実施を追加いたしました。その内容につきましては、

次の議事３「八戸市データヘルス計画について」でご説明いたします。変更点の２点目は、(７)の健康意

識の啓発の中で、健康まつりの開催を例年９月に実施して参りましたが、今年は、10 月に開催すること

としております。 

次に、５の「適用適正化対策の推進」につきましては、８ページにまたがりますが、被保険者の適切な

医療の確保及び事業運営の健全化を図るため、資格の適正管理ということで、社会保険等の被保険者資格

の的確な把握や、退職被保険者資格の適正な適用などに努めて参ります。 

次に、６の「補助金申請等事務の適正化の推進」につきましては、事業財源の確保を図るため、国庫補

助金等の交付申請の適正な事務処理に努めて参ります。 

最後の、7 の「運営体制の充実強化」につきましては、国保運営協議会の皆様方のご支援をいただきな

がら、重要課題につきましてはご相談申し上げ、国保事業の円滑な運営に努めて参りたいと考えておりま

す。概要のみではございますが、平成 27年度重点事業実施計画書についての説明を終わります。 

●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。 

●委員 はい。非常に網羅的で意欲的な事業計画だと思います。今回は概要のみのご提示かな、と認識し

ますが、各計画項目の中には、数値目標が当然ありそうなものが見受けられるのですが、市のほうとして

は数値目標も掲げて、計画をお作りになられているのでしょうか。 

●次長 はい。全てではございませんが、例えば、収納率につきましては現在 86％ぐらいなのですが、

これを 88％にもっていきたいというような目標をもってございます。その他、健診につきましては 25 年

度やっと 30％を超えた状態なのですが、これをできるのであれば 35％ぐらいまであげていきたいという

ような数値目標はもっております。 

●委員 おそらくそういう数値はあるのだろうなと思うのですが、中には数字をお示しいただくほうがい

いものもあるのじゃないかなと思いましたので、あえて確認させていただきました。 

●次長 次回検討させていただきたいと思います。 

●委員 私が委員を務めさせていただいております他市の事例でございますが、データヘルス計画策定と

あわせて、このような保健事業と関わるものがデータヘルス計画にも取り込まれると思いますので、デー
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タヘルス計画の中にその数値目標、年度ごとの数値目標を明確に掲げて、リンクさせながら活用するとい

う市もございましたので、ご参考にしていただければと思います。 

●次長 ありがとうございます。 

●会長 他にございますでしょうか。 

●委員 はい。私も調剤薬局を使用しているのですが、そこでたまたま耳にしたのが、1 人でたくさんの

薬をお持ち帰りになる方がいるようです。それは本当に本人が消費しているものでしょうか。聞いた話で

すと、あるおばあさんが風邪薬をたくさん持っているからいつでももらいにきなさいと言っているという

ような話もあるようですから。そういうものを個別にチェックするというわけにはいかないのでしょう。 

●次長 薬の量までは把握しておりません。多受診・頻回の方についてはチェックをして訪問指導等はし

ております。多受診の方はどうしても薬の量は多くなるでしょうから、内科や整形外科に２・３箇所かか

っているような方については、訪問して、なぜそういう風にしているのか、できるのであれば１箇所にし

て受診するようにというような指導をしております。 

●委員 皆さんおくすり手帳も持っているので、同じ薬が重複しているとは思いませんが、それにしても

薬だけでお腹いっぱいになるような方がいらっしゃるようなので。 

●会長 委員からの情報提供ということで。他にございませんか。ないようですので、ただいまの（２）

平成 27年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画については、了承したものと取り計らいます。 

●会長 では次に、（３）八戸市データヘルス計画について事務局からお願いいたします。 

●次長 はい。  

●会長 柴田次長。 

●次長 それでは、八戸市データヘルス計画について、ご説明いたします。お手元の資料３をご覧くださ

い。１の概要でございますが、「日本再興戦略」において、全ての医療保険者は、被保険者の疾病予防・

健康管理を推進するとされたことを受け、平成 26年３月 31日に「国民健康保険法に基づく保健事業の実

施等に関する指針」が一部改正され、市町村国保の保険者は、レセプト等のデータを分析・活用し、それ

に基づく保健事業計画として「データヘルス計画」を策定し、保健事業を行うものとされました。当市に

おいても、国保データベースシステム、ＫＤＢシステムと呼ばれているものですが、このデータを活用し

て、保険者特性を把握し、効果的な保健事業を実施するために、今年度中に「データヘルス計画」を策定

するものであります。 

データヘルスについては、次ページの図で説明します。被保険者のレセプト情報・健診データ等は、全

て国保連合会に蓄積されております。そのデータから各保険者ごとに、地域全体の状況、健診データから

の地域の健康課題、レセプトデータからの地域の健康課題等を検索できるシステムが、図の右側、国保中

央会の上に記載されているＫＤＢシステム、国保データベースシステム、と呼ばれているものです。図の

左側になりますが、各保険者は、ＫＤＢシステムを活用し、ただちに取り組む健康課題と中長期的に取り

組む健康課題を明確にし、医療費適正化、健康意識の向上のため、課題解消に向けた「データヘルス計

画」を策定し、計画の実施、計画の検証、計画の修正を行うＰＤＣＡサイクルによる保健事業を実施する

ことになります。 

資料３に戻っていただき、２の策定スケジュールですが、今後、健診データ・レセプトデータを分析し、

保健事業計画を策定してまいります。10 月頃の次回運営協議会で案をお示しし、皆様のご意見をいただ

き、２月頃の運営協議会で計画策定まで持って行きたいと考えております。３の県内各市の策定状況です



 6 

が、26 年度中に策定した市は青森市を始め５市であり、当市を含む残り５市は 27 年度中に策定予定とな

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、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。ないようですので、ただいまの（３）八戸市データヘルス計画については、了解い

ただいたものとして取り計らいます。 

●会長 その他、何かございますか。ないようですので、これをもちまして本日の運営協議会を閉会いた

します。ご協力、誠にありがとうございました。 

 

[午後１時30分 閉会] 

 


