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［ 午後 1時 開会 ］ 

 

●司会 本日はお忙しい中お集まりくださいまして、ありがとうございます。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。 

被用者保険等保険者代表委員でありました、大浦 陸郎様が3月31日をもちまして、当運営協議会委員を辞

任されました。その後任としてをお引き受け頂きます、一戸 紀男様に委嘱状を交付いたします。 

本日は、市長が公務のため、梅内市民健康部長から委嘱状を交付いたします。それでは、お願いいたします。 

●部長  委嘱状、一戸紀男様。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 25年 5月

10日から平成 26年 3月 31日までとします。平成 25年 5月 10日、八戸市長、小林眞。 

  よろしくお願いいたします。 

●一戸委員  

［一戸委員礼］ 

 はい。 

●司会  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。

被保険者代表の木村委員の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、お手持ちの資料の確認をさせていただきます。まず、事前にお送りしておりました資料ですが、「本日

の次第」、「資料１～５」、「参考資料３－１、３－２」でございます。 

また、本日お配りしましたのは、「委員名簿」及び３月に開催しました運営協議会の「会議録」でございます。な

お、会議録につきましては御署名をいただきました委員様にはすでにお渡ししておりますので、本日はお配りし

ておりません。資料の不足はありませんでしょうか。 

〔「なし」の声〕 

 それでは、坂本会長、ご挨拶と引き続き議事の進行につきましてよろしくお願いいたします。 

●会長  みなさまご苦労様でございます。大変お忙しい中お出でいただきまして誠にありがとうございます。今日

は平成２５年度が始りまして初めての運営協議会でございます。国民健康保険は日本国の皆保険制度の中心的

な役割をはたしておりまして、市町村の運営事業ということで、財源が大変厳しいわけであります。後期高齢者医

療制度のほうに高齢者が移行しまして数字上は減ってはおりますけれども、被保険者数、世帯数ともに八戸市の

34～35％占めているわけでその中の３人に一人が医療を受けています。全国的にみてもこの国民健康保険はす

ばらしい制度ですし、この制度があることで皆保険が担保されているということであります。であるからこそ、市町村

は知恵をだして守っていく、継続出来る体制でやっていかなければならない、というのが長年の課題であります。 

 そういう中で、八戸市は大変厳しい状態であります。委員の皆さまにいろいろ知恵を出していただきた

いと思います。市民の健康・医療を守るために、この八戸市国民健康保険運営協議会、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 今日はお手元にございます、八戸市国民健康保険条例の改正案の概要から５番目の八戸市保険年金に係

る国民健康保険税特別給付金の支給実績について、これは報告になりますが、この５件ございますので、よろしく 

お願い申し上げます。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。 

それでは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
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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、 

私のほうから、 工藤惠美子委員と高橋委員にお願いをいたします。 

 次に、今回は，今年度最初の協議会ですので、国保年金課 担当職員の紹介をお願いしたいと思います。 

梅内市民健康部長より紹介をお願いいたします。 

●部長  国民健康保険事業を所管いたします、市民健康部長の梅内でございます。皆さまがたには、昨年度に

引き続きお世話になります。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事務局の職員を紹介させていただきます。市民健康部次長兼市民課長の日山 

克之でございます。 

●日山次長  日山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●部長  国保年金課長の松田 大平でございます。 

●課長  松田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●部長  副参事 管理給付グループリーダーの藤田 耕次でございます。 

●藤田GL  藤田でございます。よろしくお願いいたします。 

●部長  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GL 中里でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●部長 副参事  国保税グループリーダーの三浦 幸治でございます。 

●三浦GL  三浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●部長  管理給付グループ主幹の宗石 美佐でございます。 

●宗石  宗石です。どうぞよろしくお願いいたします。 

●部長  管理給付グループ主査の杉本 友樹でございます。 

●杉本  杉本です。どうぞ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、さっそく議事に入ります。「（１）八戸市国民健康保険税条例の一部改正の概要について」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〕 

課長。 

●課長  それでは、八戸市国民健康保険税条例の一部改正（案）の概要について、お手元に配布してお

ります資料１によりまして、ご説明いたします。 

 今回の条例改正の理由ですが、本年３月に地方税法の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険から

後期高齢者医療制度に移行した者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険税の軽

減特例措置の延長等をするとともに、その他所要の改正をするためのものであります。 

条例改正の主な内容ですが、 

１点目は、「国民健康保険税軽減制度に係る特例」でありますが、これは、国民健康保険税の軽減を受

けている世帯について、その軽減対象基準額を算定する際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移

行後５年目までの間に限り、世帯内の後期高齢者医療制度加入者の人数も含めるという特例措置を、期限

を区切らない恒久措置に変更するものであります。 

 ２点目は、「国民健康保険税の平等割額に係る配慮」でありますが、これは、国保加入世帯のうち、被
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保険者が後期高齢者医療制度に加入したことにより、国保加入者が１人となった世帯の平等割額（医療分

及び後期高齢者医療支援金分）について、これまで５年目までの間２分の１軽減する措置を行ってまいり

ましたが、さらにその後６年目から８年目までの３年間においても、４分の１軽減する措置を講ずるとい

うものであります。 

施行期日等でございますが、この改正条例は公布の日から施行することとし、本年４月１日分から適用

することとするものであります。 

 なお、本条例案につきましては、平成 25年６月市議会定例会に提出する予定としており、現在作業を 

進めているところであります。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。 

〔「異議なし」の声〕 

ないようですので、ただいまの「（１）八戸市国民健康保険税条例の一部改正の概要について」は了承をいた

だいたということで、この件は終了といたします。 

それでは、次の議事に入ります。 

「（２）東日本大震災に係る医療費の一部負担金免除の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。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  課長。 

●課長  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、お手元に配布し

ております資料２によりまして、ご説明いたします。 

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 25年 3月 31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、平成 25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、免除要件に該当する被保険者の方につきまして、平成 25年 4

月 1日から平成 26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からの避難者につきましては、平成 26年２月 28

日までの延長となっております。 

次に、３の財政支援でございますが、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。 

 続きまして、４の平成 24年度の免除状況でありますが、国民健康保険分で、免除証明書発行件数 699件、免

除額 64,638,238円、後期高齢者医療制度分で、免除証明書発行件数 340件、免除額 26,495,837円となりまし

た。以上で説明を終わります。 

●会長  ただいまの説明に対しまして、委員の皆様からご質問、ご意見を承りたいと思います。皆様、何かござい

ますでしょうか。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員。 
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●委員  平成 24年度実績で 699件、340件ということですが、八戸市内に居住している方、そしてまた、移動さ

れた方なのか、わかりましたら参考までにお伺いしたい。 

〔「はい」の声〕 

●会長  課長。 

●課長  ここに載せている件数というのは、八戸市の国民健康保険に加入されている人。後期高齢者制度につ

いても八戸市に在住されている方でございます。もちろん、移転した方もいらっしゃると思いますが、そこまでの数

字はまだ押さえておりません。 

●会長  他にございませんか。 

 〔「無し」の声〕  

なければ、了解いただいたものとして、取り計らいます。それでは、この件は、終了といたします。 

続きまして、報告案件、「（３）平成25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〕 

課長。 

●課長  それでは、資料３の平成 25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３－１に「各科目の説明」、また、参考資料３－２に「国保財政の現状」を掲載しておりますので、参考 

にしていただければと存じます。 

資料３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 25 年度当

初予算を平成 24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。 

予算の総額ですが、歳入・歳出とも合計は、268億 6,912万 2千円で、前年度より 8,513万 8千円の減額、率 

にして 0.3％の減となっております。 

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 3.9％減の 56億 5,592万 7千円でございます。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、前年度と同額を計上しておりますが、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 5.4％増の 70億 5,689万 6千円でございます。 

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、療養給付費及び後期高齢者支援

金の増を見込み、前年度比 7.2％増の 50億 6,769万 2千円を計上しております。 

次に、国庫補助金は、市町村間の財政力の不均衡等を調整するため、一定の基準により交付される普通調整 

交付金と、特別の事情等により交付される特別調整交付金ですが、特別調整交付金について、過去の実績等から

増額して計上しております。 

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 6.8％減の 17億 4,577万 7千円でございます。 

  退職被保険者の療養給付費の減の見込みに伴い、減額となっております。 

５の前期高齢者交付金は、平成 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、交付見込額の増により、前年度比 2.7％増の 58億 1,450万 6千円を計上しております。 

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、及び県内の市町村の財
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政力の不均衡を調整するために県から交付されます調整交付金で、前年度比 0.7％減の 13億 8,297万 4千円

でございます。 

７の共同事業交付金は、「参考資料 3－2」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 9.8％減の 32億 1,966万 4千円

でございます。 

8の財産収入は、72万 2千円を計上しておりますが、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 6.4％増の 19億 3,375万 5千円でございます。事務費等分と保険基盤安定費分を、

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、科目存置のためのものでございます。 

１１の諸収入は、5,639万 9千円を計上しておりますが、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 28 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 7,291 万

1千円でございます。   

２の保険給付費は、前年度比 1.0％減の 179億 9,182万円で、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 5.0％増の 35億 2,348万 7千円でございます。平成 25年度においても、昨年度に引き続き一人当たりの

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 46.3％減の 207万 7千円で、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。平成 25年度は、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 15.1％減

の 16万 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、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 5.0％増の 16億 749万 3千円でございます。 

  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

4.5％減の 32億 1,969万 6千円でございます。 

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 1.9％増の 1億 9,642万 4千円でございます。 

9の諸支出金は、2,505万 1千円を計上しておりますが、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、前年度と同額の 3,000万円を計上しております。以上で、説明を終わります。 

●会長  只今の説明に対し、委員の皆様からご質問、ご意見を承りたいと思います。皆様、何かございますでしょ 

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員。 
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●委員  平成23年度は単年度で３億9700万円のマイナスとなっておりますが、被保険者の減少等を考えますと、

平成24年度の決算はなだ無いようですけれど、この先どのようになるのでしょうか?例えば、保険税を上げなけれ

ばならないとか、基金を取り崩さなくてはならないとか、そのような状況が出てくるのでしょうか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  課長 

●課長  まだ平成24年度分の決算については、確定しておりませんが、３月分までの見込みからいきますと平

成24年度につきましては、１億９千万円の黒字決算になるのではないかという見込みです。ただ、この中には前

年度の歳入歳出繰越金というのが含まれていまして、それを除いた当該年度の歳入と歳出を比較してみますと

逆に２億７千万円ほど赤字ということですので平成２２年度、平成２３年度のあたりにつきましては、繰り越し金を

加えない歳入・歳出の比較だけでもずっと黒字で来たという現状でございますので、財政状況についてはちょっ

と厳しくなってきているというのが現状でございます。ただ、単年度では黒字でありますし、また、財政調整基金と

いうのを国保は持っていまして、９億円ぐらい持っています。当面は財政調整基金を今後の医療費が伸びてい

っても、崩しながらでも対応できれば、しばらくの間は保険税のほうに手を付けなくてもいい状況が数年は続くん

じゃないかなというように考えております。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  委員。 

●委員  単年度で２億、３億とマイナスが出るというのは、基金が９億あってもそう長いこともたないのではないか

と思いまして・・・ 

●課長  医療費ですが、インフルエンザが流行したりすることがあると１億、２億、３億というのは、八戸市の規模

であれば、すぐ支出してしまうところもあるので、そんなに安心は出来ないのですが、あと２年ぐらいは少なくとも

もつのかと思います。その状況を見ながら、必要であれば、改正していかなければならない。 

●会長  よろしいでしょうか？他にございませんか？ 

(「異議無し」の声） 

ないようですので、「（３）平成25年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について」は説明を了解したも

のとして取り計らいます。 

それでは次に、（４）平成25年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画について、事務局から説明をお願い

いたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

課長。 

●課長  それでは、平成 25年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画について、お手元に配布しておりま

す資料４によりまして、ご説明いたします。 

この計画書については毎年度作成し、これに基づき国民健康保険に関する各種事業を推進しているものであり

ますが、基本方針及び推進事業については、前年度と変更点はなく、そのまま引き継いで実施してきているもの

でありますので、ここでは、事項別事業計画について、主な変更箇所など概略をご説明させていただきます。 

５ページをお開きください。まず１つ目の「財政健全化対策の推進」ですが、先ほど平成 25年度の予算につい

てご説明しましたが、税収確保や一般会計からの繰入れの適正化等を図り、健全な財政運営を進めてまいりたい

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」ですが、収納率の目標を一般被保険者現年課税分で 88％以上と

定め、口座振替の拡大や納税指導・相談の充実、６ページに参りまして、財産の差押さえなど適正な滞納処分に
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努めるとともに、公売や滞納処分の執行停止により滞納額の圧縮も図っていきたいと考えております。 

 また、引き続き「国保だより」の発行や新聞広告、健康まつり等でのＰＲなどを実施し、収納率向上キャンペーン

の一環として、あらゆる機会を活用して被保険者の納税意識の高揚に努めたいと考えております。 

次に、３の「医療費適正化対策の推進」ですが、医療費の適正化を図るため、レセプト点検専門員を平成 25年

度は２名から３名に増員して実施するほか、柔道整復師の状況調査や医療費の通知、ジェネリック医薬品利用差

額通知などを実施してまいります。 

続いて、７ページに参りまして、４の「保健事業の推進」ですが、被保険者の健康の保持増進を図るため、「お得

―ポン事業」を活用した特定健診・特定保健指導の推進をはじめ、国保ドック、重複・多受診者等への適正受診の

指導、市民保養所宿泊料一部助成事業などを実施してまいります。 

次に、５の「適用適正化の推進」ですが、被保険者の医療受診機会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に

努めてまいります。 

続いて８ページに参りまして、６の「補助金申請等事務の適正化の推進」ですが、確実な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まいります。 

また、７の「運営体制の充実強化」ですが、国保運営協議会の皆様方のご指導をいただきながら、重要課題に

ついてはご相談申し上げるとともに、研修を通じた職員の質の向上に努め、国保事業の円滑な運営に努めてまい

ります。 

概略ではありますが、以上で重点事業実施計画書の説明を終わります。 

●会長  ただいまの説明に対しまして、委員の皆様からご質問、ご意見を承りたいと思います。皆様、何かござ

いますでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員。 

●委員  日本原燃健康保険組合町田です。６ページの３（２）のレセプト点検員の充実ですが、２名から３名 

へ増やしたことですが、私どももそうなのですが委託して点検をおこなっていますが、費用対効果が現状なかなか

見込まれない。医療機関からの請求が正しかったり、国保連の点検等が充実・システムの改善等あると思います

が、費用対効果が見込まれるため、２名から３名にしたのでしょうか？ 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  課長 

●課長  レセプト点検につきましては、もともとは、紙のレセプトでチェックしていたのですが、現在は国保連から

委託している機械（システム）でおこなっております。コンピュータでチェックがかかる部分もありますが、八戸市の

国保ではレセプト点検員の人数をかければかけるほど、間違いが見つかっております。この現状から、人件費分

を確保できるという見込みのもとに増やしております。 

●会長   他に何かありませんでしょうか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員。 

●委員  収納率の目標なのですが、昨年度も88％、実際は85％ちょっとということでお伺いしていましたが、今

年度は収納率上向いているでしょうか？それとも横ばいでしょうか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  課長。 

●課長  収納については、只今、５月末まで頑張っているところですが、３月までの対前年の比較ですと、ほぼ
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横ばい、今年度のほうがちょっと多いかな？というところであります。85％ぐらいのラインになるのかと思います。

ただ、目標としている88％には、厳しいかと思っております。 

●会長  他にありませんか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 委員。 

●委員  保健事業の推進のところでお伺いしたいのですが・・・７ページのところです。健康まつりとか元気応援

お得―ポンなどにより、健診受診率の向上を行っているということですが、伸び率はいかがなものですか？ 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  課長 

●課長  今、正確な資料は持っていないのですが、伸び率自体ですが、実はあまり伸びていません。大体

30％を切るぐらいの29％ぐらいの受診率でここ数年推移しております。 

●委員  毎年おやりになっているようですけれども、なかなか伸びるということにはならないみたいですけれども、

いろいろ工夫されているということで、受診率というのも大切だと思いますので考えていただきたいと思います。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  課長。 

●課長  考えられるだけの努力をしたいと思っています。平成25年度につきましては、受診勧奨のために、 

コールセンターではないのですが、臨時職員を４名ほど雇い、10月までに受診していない人に電話勧奨を行う

予定であります。10月以降に実施する事業であります。 

●委員  もうひとつ聞きたいのですが、宿泊施設「洗心荘」というのがあるようなのですが、ちょっと聞いたことは

あるのですが、どこにあって、どのような利用状況なのでしょうか？ 

●課長  場所はまさしく焼山の温泉街、そこに八戸市の保養所「洗心荘」があります。そこに国保の被保険者が

行かれるときに、１泊あたり２千円の助成があります。それには制限があり、年度内３回までとなっております。 

●委員  やっぱり利用している人はいらっしゃるんですか? 

●課長  過去の実績としまして、平成23年度の決算ですと延べ１千200名、平成22年度は丁度１千名、平成21

年度は１千400名ほどで、１千名～１千400名あたりで推移しています。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  委員 

●委員  この間５月１１日に上長の社会福祉協議会の福祉バスを利用して行ってまいりました。すごくいいところ

で、リラックスをして過ごしてまいりました。上長では大体２回ぐらい利用しています。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  委員。 

●委員  私の町内ではないのですが、となりの町内で知っている方の御婆さんが町内会で泊りが１回あるようで

す。町内会とタイアップすれば利用者が増えるのではないかと思います。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  主幹 

●主幹  実は、町内会長さんに年に１度ご案内を差し上げております。２年ほど前からはじめておりましたので、

だんだんと効果が上がってきたのかと嬉しく思います。 

●会長  「洗心荘」ですが、もっと皆さまへお知らせしたほうがよいというのもありますが、利用が多くなりすぎて
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も・・・複雑ですね。他にございませんか？ 

 (「異議無し」の声） 

それではないということですので、（４）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は、了解し

たものとして取り計らいたいと思います。 

それでは、その他ですが、事務局からお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

●会長  課長。 

●課長  それでは、その他といたしまして、「平成24年度八戸市保険年金に係る国民健康保険税特別給付金の

支給実績について」ご報告させていただきます。 

それでは、平成 24年度八戸市保険年金に係る国民健康保険税特別給付金の支給実績について、お手元に配

布しております資料５によりまして、ご説明いたします。 

まず、この保険年金に係る国民健康保険税特別給付金の概要ですが、相続又は贈与等に係る生命保険契約

等に基づく年金について、平成 22年７月に最高裁判所の判決を受けて税務上の取り扱いに変更が生じたことに

伴い、当該年金を基に計算した額を、地方税法第 17条の５第２項（税額を減額更正する期限（５年））等の規定に

拠らず、過誤納金に相当する額を特別給付金として対象者に支給したものでございます。 

次に、支給実績でございますが、支給件数 17件、支給金額は 3,915,568円となっております。この特別給付金

は、平成 13年度～17年度までの国民健康保険税を対象として、平成 24年９月議会において所要額の予算措

置を行った後、９月下旬から市ホームページ、広報はちのへ等で周知を図るとともに、あらかじめ当市で把握して

いた 17件分、15名には直接申請のご案内を送付し、本年３月末で申請受付を終了したものであります。 

なお、今回の支給実績 17件につきましては、直接申請のご案内を送付したものであり、他に支給対象となる申

請はございませんでした。以上で説明を終わります 

●会長  只今の報告について、委員の皆様からご質問等ありませんでしょうか？ 

 他に委員の皆様から、何かございませんか。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。皆さま、ありがとうございました。 

 

［ 午後 1時 42分 閉会 ］ 

 


