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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 本日の出席委員は 14 名で、欠席委員は、熊谷委員、石田委員、田名部委員、中村委員の 4 名で

ございます。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。 

 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、委員名簿と「八戸市データヘルス

計画（案）に対する質問・意見」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、

参考資料 1、参考資料 2、資料 2でございます。 不足のある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真にありがとうござい

ました。既にご存知のように、この国民健康保険というのは日本の皆保険制度の基本をなす制度でござい

まして市町村が役割を担っておりますが、これを広域に移しまして今度から都道府県が実施するというこ

とでございます。本来は国が直接行うべきものと思っておりますが、まずは市町村から都道府県へという

ことでございます。しかし、実務上は市町村が関わっていかないと運営が困難ということでございますの

で、皆さんの役割というのは継続して今後もお願いしていくことになるのだろうと思っております。その

ような中で、今日は特別会計の決算の概要説明と八戸市データヘルス計画の案についてご審議いただくこ

とになっておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

●会長 それでは、次第に従って進行して参ります。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、松橋委員と小池委員にお願い

をいたします。 

●会長 それでは、議事に入ります。（１）平成 26 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。 

●次長 はい。 

●会長 柴田次長。 

●次長 それでは、平成 26 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

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、26

年度決算額を 25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、53億 3,398万 4千円で、対前年度比 3.8％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、297 万 7 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、68億 7,887万 6千円となっております

が、その内訳としまして、まず国庫負担金ですが、給付費分、介護納付金分及び後期高齢者支援金分は、
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歳出の、一般被保険者分の保険給付費、後期高齢者支援金、及び介護納付金に対する国の負担金でござい

ます。高額医療費共同事業負担金は、歳出の、共同事業拠出金のうちの高額医療費共同事業拠出金に対す

る国の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の負

担金でございます。次に、国庫補助金ですが、市町村間の財政力の格差を調整するために交付される普通

調整交付金と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特別調整交付金が主なる

ものでございます。4 の療養給付費等交付金は、退職被保険者等の療養給付費等に対する、社会保険診療

報酬支払基金からの交付金で、16億 1,433万 1千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の、社会保険診療報酬支払基金から

の交付金で、55 億 8,222 万 9 千円となっております。6 の県支出金は、14 億 3,745 万 2 千円でございま

すが、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や、特定健康診査等に関する県の負

担金及び県からの調整交付金が主なるものでございます。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に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、28億 4,771万 4千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、出産育児一時金の 3 分の 2 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 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、20

億 5,609 万円でございます。10 の繰越金は、前年度からの繰越金で、6 億 4,241 万円でございます。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、8,633 万 6 千円となっております。歳入合計で、264 億 8,314 万 9 千円で、対前年度比 3.1％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、国保運営協議会経費、青森県国民健康保険連合会負担金が主なもので、2 億 6,868 万 3 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、並びに審査

支払手数料、出産育児一時金、葬祭費に係る経費で、合計 173 億 2,518 万 6 千円、対前年度比 3.1％の減

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、34億 5,264万 4千円でございます。4の前期高齢者納付金は、前期

高齢者の療養給付費等の額が著しく過大となる保険者の負担軽減のために、全保険者が加入者数に応じて

納付するもので、266 万 9 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、13 万 3

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、平成 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、15億 7,792万 2千円でございます。7の共同事業拠出金は、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、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、１件 80 万円を超える医療費に対する高額医療費共同事業と

１件 30万円を超える医療費に対する保険財政共同安定化事業への拠出金で、合計 29億 2,760万 4千円で

ございます。8 の保健事業費は、1 億 6,701 万 2 千円となっておりますが、その主なものは、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、
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3 億 2,673 万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。歳出合計は、260 億

4,858万 3千円で、対前年度比 2.4％の減となっております。 

歳入歳出の差引額 4億 3,456万 6千円は、27年度へ繰り越しております。 

 続きまして、参考資料１をご覧ください。 

 当市の国民健康保険の概要についての資料でございます。過去５年間の経緯がわかるように、資料を作

成しております。１の被保険者数についてでございますが、平成 22 年度は、一般被保険者と退職被保険

者の合計は、7万 1,122人でありましたが、平成 26年度は、6万 3,569人となり、約 7,500人減少してお

ります。その主なる理由は、後期高齢者医療制度への移行で、毎年、約 2,000人から 2,400人が移行して

おります。さらに、平成 25 年度以降「社会保険からの離脱」が減少し、「社会保険への加入」が増加し

ております。また、近年の少子高齢化により人口減少が起因していると分析しております。２の医療費に

ついてでございますが、平成 26 年度は微減しておりますが、被保険者数が減少している中で、医療費は

横ばい状態にあります。しかしながら、一人当たりの医療費は、年々増加しております。増加の要因とし

ては、医療技術の高度化や高齢化の進展による医療費単価の上昇等と考えております。３の国民健康保険

税についてでございますが、(1)の税率は記載のとおりでございます。(2)の収納率の推移でございますが、

平成 26 年度の収納率は、一般分、退職分合計で、86.87％であり、前年度から 0.71％増加しております

が、目標としている 88％には届いておりません。今後も、収納課と連携し、収納率アップに努めて参り

ます。 

参考資料 2は、当市の国民健康保険特別会計決算状況について 6年間分を表したものです。歳入、歳出

各区分ごとの状況がつかめると思いますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

2枚目の歳出の下段、歳入歳出差引額及び単年度収支差をご覧ください。 

単年度収支においては、平成 23 年度、26 年度は赤字でございますが、歳入歳出差引額は、各年度、何

とか黒字を計上しております。  

 しかしながら、国保税収入は、被保険者の減少・高齢化、課税所得の伸び悩み等により、減少傾向が続

いております。収支改善の要因となっている国庫支出金、療養給付費等交付金や前期高齢者交付金につき

ましても、その基本額は、当該年度の見込みにより交付され、実績に基づき翌年度以降に精算されること

から、27 年度の交付額の増減は現状では見通せず、歳入の確保については、予断を許さない状況が続い

ております。 

一方、主な歳出であります保険給付費は、被保険者数が減少している中で、横ばい傾向が続いており、

国保財政は依然として厳しい状況にあることには、変わらないものと認識しております。 

 このような状況でございますが、26 年度決算においても、黒字決算となったこと、また、財政調整基

金についても現状で約 9 億円を確保していることを勘案しますと、ただちに税率改正等の作業に入る状況

にはないものと考えております。 

 今後とも、国保税や国庫支出金、県支出金等の歳入の確保に努めるとともに、医療費の動向を注視しつ

つ、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

 また、本年 5 月には、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律」が成立しております。先ほどの会長からのご挨拶にもありましたが、本改正の主なる内容は、平成

30 年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県と市町村が共同で国民健康保険を運営す
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る、公費投入による国保への財政支援の拡充を行う等となっております。 

現在、国において、国保事業費納付金・標準保険料率等の財政運営等の仕組みや国保運営方針等の運用

面の協議が進められております。国民健康保険始まって以来の大きな改正でありますが、引き続き、国の

動向を注視するとともに、その内容を皆様に報告して参りたいと考えております。 

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。 

●会長 委員。 

●委員 国保法の改正によって保険者は誰になるのですか。 

●次長 県と市町村が共同保険者という形になります。財政運営は県が責任をもって行う、その他の資格

の管理、税の賦課・徴収、給付については市町村が行うという役割分担がなされるようであります。 

●委員 財政運営を責任持ってやるということは、税の上げ下げを県がやるということですか。 

●次長 当面は各市町村が税率を決めるということになっております。 

●委員 公費負担については決まっていないのでしょう。 

●次長 財政運営の部分、運営方針等を国のほうで協議を進めている状態です。来年の１月くらいには何

らかの形を見せたいと国から通知は来ていますので、私どもも注視している状況でございます。 

●委員 ありがとうございました。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 26 年度単年度であれば赤字なわけですよね。国保税そのもののほうは年々減少している中で、

国庫補助金とか県負担金の歳入の確保をしたいとおっしゃいましたが、どのような手立てがあるのですか。 

●次長 特別調整交付金と普通調整交付金というのが国のほうからのものになっています。普通調整交付

金については給付費の率が定められておりまして、特別調整交付金につきましては、各市町村が実施して

いる保健事業などによる上乗せがありますので、それらを踏まえて確保するための努力をしていきたいと

思っております。 

●委員 最悪の場合、市の一般会計の方から繰り入れしなければならないというような事態にもなるので

すか。 

●次長 それだけは避けたいと思っております。 

●委員 ありがとうございました。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 26 年度の歳入歳出差引額が 4 億 3400 万あまりとはいうものの、市の財政運営はなかなか厳し

いのだろうと認識しております。この差引額、次年度への繰越金というのは、当初予算額に比べてどのく

らいの差異があるものでしょうか。 

●次長 繰越額については、当初予算の段階では予算計上はしておりません。 

●委員 この決算書からうかがい知れるのは、支出以上に収入の減少率が大きかったということでよろし

いですか。 
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●次長 そのとおりです。被保険者が減少しているにも関わらず医療費は横ばい状態が続いている、1 人

当たりの医療費が増えているという状況でございますので、そういった部分を注視しながら財政運営を行

っていきたいと考えております。 

●委員 基金はどのくらいあるのですか。 

●次長 約 9 億ございます。25 年度からの繰越金 6 億は繰り入れておりませんが、基金 9 億は手付かず

でもっております。 

●委員 今「元気長生き青森県」と宣伝していますが、平均寿命が延びた場合に保険財政にはどう影響す

るのでしょう。 

●次長 74 歳までが国保、75 歳からは後期高齢者になりますので、この後期高齢者というのが年々増え

ております。八戸市も 3 万人を超えております。これからはこの後期高齢者の医療費が大変になってくる

のだろうと推測しております。こちらは広域連合が運営しておりますが、こちらの財政運営は厳しくなっ

ていくものと考えております。 

●委員 わかりました。 

●会長 よろしいでしょうか。ないようですので、ただいまの「平成 26 年度八戸市国民健康保険特別会

計決算の概要について」は終了といたします。 

●会長 では次に、（２）八戸市データヘルス計画（案）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２「データヘル

ス計画（案）」をご覧ください。 

データヘルス計画についてでございますが、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、データヘルス計画（案）を作成しましたので、その概要についてご説明いたします。 

１ページをお開きください。 

 本計画を、「計画の基本事項」「八戸市国民健康保険の全体像の把握」「これまでの取組みと実績」

「医療・健康情報の分析」「課題・目標の設定」「個別保健事業の目標・評価指標・実施計画」「計画の

評価」「個人情報の保護」「計画の公表及び周知」の大きく９項目に分類し、計画をまとめております。 

まず、「計画の基本事項」ですが、基本事項は、先にご説明しましたので、3・4 ページの「計画の位

置付け」「計画期間」についてご説明いたします。 

本計画に関しては、保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的実施方法を定めた「八戸

市国民健康保険特定健康診査等実施計画」及び市民全体の健康の保持増進に関して目標を定めた「健康は

ちのへ２１」が密接に関連していることから、これらの計画との調和・整合性を図りながら一体的に推進

してまいります。また、計画期間ですが、期間を平成 29 年度までとし、その後は、各計画との整合性を

図りながら、第２次計画を策定していきたいと考えております。 

5 ページに参りまして、「八戸市国民健康保険の全体像の把握」ですが、6 ページの下段「主要死因の
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標準化死亡比」をご覧ください。標準化死亡比とは、人口構造が全国の平均的な人口構造と同じであった

とした場合の死亡率の高さを表す指標で、100 以上が、全国平均より死亡率が高いことを表しております

が、当市の標準化死亡比では、糖尿病、脳血管疾患、腎不全が高い傾向があります。総じて、男性が女性

より高い傾向が見られます。 

7 ページに参りまして、「八戸市国民健康保険の概要」の下段「医療費と加入者数の推移」ですが、加

入者数は減少しているにも関わらず、一人当たりの医療費は、大きく増加しております。 

 8 ページの「受診率の経年変化」ですが、被保険者 1,000 人当たりのレセプト件数を示した受診率につ

いては、県・同規模保険者・国と比較し、突出して高いことがわかります。 

 9 ページから 12 ページまでは、「これまでの取組みと実績」を記載しております。実績欄に過去 3 年

分の推移を掲載しております。 

 13 ページに参りまして、「医療・健康情報の分析」の、「医療費における生活習慣病の割合」では、

当市の全体医療費に占める生活習慣病の割合は 21.8％となっており、同規模保険者・青森県よりも高い

割合であり、その中でも、高血圧・糖尿病に係る医療費の割合が高くなっております。 

 15 ページに参りまして、「長期・高額レセプトの分析」では、6 ケ月以上の長期入院レセプトの疾病構

成を見ると、統合失調症などの「精神及び行動の障害」とてんかんなどの「神経系の疾患」が多く占めて

おりますが、脳梗塞・心疾患などの「循環器系の疾患」及び腎不全などの「腎尿路生殖器系の疾患」も費

用額ベースで 8％を占めており、生活習慣病が重症化することで医療費に大きな影響を与えております。 

 また、「１件 30 万円以上のレセプトにおける生活習慣病費用額の割合」では、レセプトの 3 割を生活

習慣病が占めており、特に、心疾患・脳梗塞の費用額・件数が共に多くなっております。 

 16ページは、医療費が高額となりうる「人工透析レセプトの分析」を記載しております。 

 17 ページに参りまして、「健康情報の分析」の「健診状況の比較」ですが、当市の受診率を見ますと、

青森県、同規模保険者、全国と比較すると、男女共に低いことがわかります。特に、女性の受診率は、男

性よりも高いものの、同規模保険者と比べ 5ポイント近く低くなっております。 

また、メタボ該当者及び予備群該当者については、割合が低いものの、非肥満高血糖該当者の割合が高く

なっております。 

 18 ページに参りまして、「有所見者率」を見ますと、各検査項目で、基準値を上回ると判定された割

合を県平均・全国平均と比較すると、ヘモグロビンＡ１ｃにおいて県・全国平均を大きく上回っており、

受診者の約 6割が基準値を上回っております。 

また、血糖においても全国平均を大きく上回っております。 

 19 ページから 21 ページまでは、「質問票の回答の比較」「飲酒の習慣」「生活改善の意思」について

記載しております。 

 22 ページに参りまして、「健診受診の有無による医療費の差」を表しております。性別・外来・入院

の別によらず、未受診者のほうが高額となっております。これらから、健診の受診が医療費に大きく影響

しているものと考えられます。 

 24 ページに参りまして、これまでの分析・比較から「課題・目標の設定」を行いました。特徴・課題

は記載のとおりですが、これらを踏まえ、4 つの目標を掲げました。1 つとして、「被保険者個人の健康

意識向上」これは、健康意識の啓発、正しい健康知識の普及を行うものであります。2 つ目は、「特定健

診の受診率向上」これは、健診に関する知識の普及、受診勧奨、受診を促す環境整備を行うものでありま
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す。3 つ目は、「生活習慣病の発症予防」これは、生活習慣を見直す機会の提供、知識の普及を行うもの

であります。4 つ目は、「生活習慣病の早期発見・重症化予防」これは、健診受診者への医療機関受診勧

奨、特定保健指導を行うものであります。 

25 ページから 29 ページまでは、4 つの目標を達成するための「個別保健事業の目標・評価指標・実施

計画」であります。事業実施期間が、実質的に１年間であることから、これまでの事業を踏襲し、新たに、

各項目に目標値を掲げており、第２次計画へのステップにできればと考えております。また、実施にあた

っては、当課のみならず、健康増進部門の関係課の協力が不可欠であり、関係課との連携・協力を取りつ

つ、事業を進めて参りたいと考えております。 

30 ページから 31 ページまでは、「計画の評価」「個人情報の保護」「計画の公表及び周知」について

記載しております。 

 以上、計画の概略をご説明いたしましたが、今後、文言の整理・修正、グラフや表を見やすくするなど

の修正を行ってまいります。委員の皆様には、本日の審議の後、改めて計画書をご覧いただき、不明な点

などへの質問、または、新たに追加した方がよいと思われる項目や分析方法、実施計画等に意見等がござ

いましたら、本日、お手元に配布しております「八戸市データヘルス計画（案）に対する質問・意見」に

記載いただき、当課へＦＡＸ、またはＥメールでお送りいただければと思います。 

 皆様のご意見をいただきながら、計画策定まで持っていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

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 市のホームページで公表予定ということですので、念のため確認したいのですが、13 ページの

生活習慣病の割合のいちばん上のグラフ、100％超えておりますが、誤りではないでしょうか。また、右

側の生活習慣病の内訳についても数字が少ないようですので、あとで確認をお願いします。 

●次長 あとで確認して訂正いたします。 

●委員 29 ページに看護師による訪問指導、栄養士による訪問指導とありますが、この事業に関わる予

定の看護師・栄養士はそれぞれ何人くらいいらっしゃるのでしょうか。 

●次長 現在、当課に看護師 2人、栄養士 1人を嘱託で採用しておりますのでこれらを活用しながら事業

を進めていきたいと思っております。 

●委員 保健師はいらっしゃらないのですか。 

●次長 当課には保健師は配置しておりません。ですので、この事業に関しては健康増進課の協力が不可

欠であると考えております。 

●委員 その人数ですとフル稼働でも大変でしょうね。 

●委員 私のところに健診のデータをもとに保健師が訪問にきてくれたことが数回ありましたが。 

●次長 当課の看護師・栄養士の他に健康増進課の保健師もドック・健診の結果をもとに個別に訪問して

おります。協力しながら訪問しておりますが、どうしても訪問できる数には限りがありますので、どのよ

うにして効果を上げていくかというのは、今後の課題であると認識しております。 

●委員 ジェネリック医薬品の普及という項目で、12 ページでこれまでの実績、26 ページにこれからの

目標が記載されていますが、利用率の目標 60％とありますが、26 年度の実績で 63％超えているので、も



 8 

う少し高い目標を設定できるのかな、と思いますが。 

●次長 国の目標が 60％ということで設定いたしましたが、見直したいと思います。 

●会長 他にございませんか。後日よくお読みいただき、11 月 30 日までに FAX 等で是非ご意見・ご提案

等送っていただきたいということですのでよろしくお願いいたします。それでは「八戸市データヘルス計

画（案）について」は、終了といたします。 

●会長 その他、何かございますか？ 

●次長 はい。 

●会長 柴田次長。 

●次長 委員の皆様にご連絡いたします。 

毎年、青森県国保連三八支部と青森県三八管内国保運営協議会連絡会の共催で実施しております、各市

町村の運営協議会委員及び国保担当職員を対象とした研修会を、12 月 16 日水曜日午後 3 時 30 分から

「八戸グランドホテル」において開催いたします。講師に、「青森県高齢福祉保険課」の職員をお招きし、

「最新の国民健康保険の動向等について」説明いただく予定としております。後日、皆様には、開催のご

案内をお送りしますので、ご参加をお願いいたします。 

以上でございます。 

●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40分 閉会] 

 


