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［ 午後 1時 開会 ］ 

●司会 本日は、お忙しい中、お越し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。 

  はじめに私のほうから一点ご報告がございます。公益代表委員のうち市議会からの推薦で御就任していただ

いておりました森園 秀一様が、６月４日付けで当運営協議会委員を辞任されました。その後任として、同じく市

議会推薦により６月24日付けで八嶋 隆様へ市長より委嘱されておりますことをご報告いたします。 

それではこの場で、委嘱状の交付をさせていただきたいと思います。 

なお、本日は市長公務のため、市民健康部長より交付させていただきます。 

●部長 「委嘱状、八嶋隆様、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25年６月

25日から平成26年３月31日までとします。平成25年６月24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 １３名で、欠席委員は、医師等代表の高橋委員、熊谷委員、被用者保険等代表の

町田委員、公益代表の田名部委員。被保険者代表の木村委員の５名の方でございます。 

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、事前に送付させていただいておりました資料で

すが、次第と資料１と参考資料。資料２、別紙１、別紙２です。なお、資料１でございますが、大変申し訳ありま

せん一部修正がありましたので、本日、差替え分を机の上にお配りしておりますので、こちらをお使いいただきま

すようお願いいたします。その他、本日、ご用意させていただいたのは、委員名簿でございます。以上、おもち

でない方はいらっしゃいませんでしょうか？ 

（「なし」の声。） 

  それでは、坂本会長、ご挨拶をお願いいたします。また、議事の進行につきましてもよろしくお願いします。  

●会長  委員の皆さまには、大変お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は、平成24

年度においての国保の特別会計の決算が出ておりますのでその概要を委員の皆さまに御理解いただきたいとい

うこと。社会保障制度改革について最新情報を報告いただき、私どもも対策を考えていきたいと思います。国民健

康保険というのは日本におきます医療保険制度の中核をなすもので、国民健康保険があるからこそ、皆保険とい

うのが出来ているということであります。これは市町村が保険者であります。そういう意味で、本日の会議は市民の

健康を守っていくという気構えでお願いしたいと思います。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。まず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。 

（「はい」の声。） 

それでは、異議なしということで、一任をいただきましたので、私のほうから、 岡田委員と山﨑委員にお願い

をいたします。 

それでは、「会長職務代理者の選出について」ですが、会長職務代理者であった森園委員が５月に一度辞任

されましたので、現在は空席となっております。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」から選出することとなっております。選出の方法は、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」と呼ぶ者あり〕 
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●委員  はい。推薦というより会長に一任するというのはどうでしょうか。 

●会長  今、○○委員から、会長に一任するというのはどうかということでありましたが、みなさんそれでよろし

いでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

それでは今、会長に一任したいということで皆さまから御同意をいただきましたので、私からご指名したいと思いま

す。ただいま国保運営協議会に議会から推薦されました八嶋 委員を会長職務代理者に指名いたします。八嶋

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。 

●委員 ただいま、会長職務代理者に選出されました八嶋 隆です。どうぞよろしくお願いいたします。私は以前、

平成１７年～１９年に協議会の委員をさせていただいたことがありまして、今回で委員は２回目となります。その当

時も国保を取り巻く状況は厳しいものがありましたが、その状況は以前にもまして厳しいものと認識しております。

そういった中で、国民皆保険の中核を担う国保事業を継続させるため、皆さんにご意見をいただきながら、且つ、

お力添えいただきながら、寄与して参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。簡単ではありま

すが、ご挨拶させていただきます。 

●会長 はい。ありがとうございました。それでは、議事に入ります。（１）「平成24年度八戸市国民健康保険特別会

計決算の概要について」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、平成 24 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、24 年度決算額を 23 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、55億 9,431万円で、対前年

度 1.3％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、283 万 1 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 8,010 万７千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、

右側にございます歳出の、２の一般被保険者分の保険給付費、３の後期高齢者支援金、及び６の介護納付

金に対する国庫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、７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庫負担金 

特定健診等負担金は、歳出の、８の保健事業費の内訳になりますが、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。 

出産育児一時金補助金でございますが、平成 21 年度から出産育児一時金を４万円引き上げており、市

町村保険者の負担激変緩和のため、平成 23 年度まで引き上げ額の一部が国庫補助されておりましたが、
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23年度中の出産に関して 24年度に入り給付申請がなされたものに対する国庫補助金でございます。 

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、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域からの避難者の一部負担金

免除に要した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、18億 9,862万９千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、56億 5,825 万２千円でございます。 

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、13億 7,883万 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 1,946万９千円となって

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 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、19億 1,533万

円でございます。 

10の繰越金は、前年度からの繰越金で、４億 6,311万３千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、1億 317万円でございます。 

歳入は以上でございますが、合計で、268億 1,472万６千円で、対前年度比 0.8％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 28 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 6,262万４千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

産育児一時金、並びに葬祭費に係る経費で、合計 177 億 4,354 万 4 千円、対前年度 0.6％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、33億 5,637万７千円でございます。 

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、

340万円でございます。 

５の老人保健拠出金は、老人医療に係る拠出金で、16万 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、20年 3月以前診療分の精算に係る事務費でございます。 
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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 2,918万４千円でございます。 

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 4,482万 7千円でございます。 

８の保健事業費は、1億 5,233万 6千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、３億 550 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。 

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、262 億 9,796 万３千円で、対前年度比 1.0％の減となっておりま

す。 

歳入歳出の差引額 ５億 1,676万３千円は、25年度へ繰り越しております。 

平成 24 年度決算につきましては、歳入歳出差引額が 5 億 1,676 万 3 千円の黒字となり、また、平成 23

年度からの繰越金４億 6,311 万３千円を除いた、いわゆる平成 24 年度のみの支出と収入の差額である単

年度収支においても 5,365万円の黒字となりました。 

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７千 300 円の減となっておりますし、収支改善の要因となっ

た療養給付費等交付金や前期高齢者交付金の増額につきましても、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、平成 25 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、被保険者数の減により、前年度比約９千 900 円の減となって

おりますが、被保険者一人当たりの医療費は 1.65％の伸びを示すなど、今後の消費税増税の影響も考慮す

ると、国保財政は依然として厳しい状況にあること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、平成 24 年度決算においては、単年度収支で黒字を確保していること、

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。 

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。 

(「異議無し」の声） 

それでは、無いようですので、この「平成24年度八戸市国民健康保険特別会計決算の概要について」了

解されたものとして取り計らいたいと思います。 

●会長 では次に、（２）「③その他 「社会保障制度改革に関する最近の状況について」 」事務局
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からお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 課長。 

●課長 それでは、「社会保障制度改革に関する最近の状況」につきまして、ご説明いたします。 

社会保障制度改革につきましては、少子化対策分野、介護分野、年金分野など多岐に渡って議論されて

いますが、ここでは医療保険に関する部分に絞って説明させていただきます。 

資料の２をご覧ください。最近の社会保障制度改革に関してのトピックを記載しております。まず、平

成 22 年の 10 月 18 日でございますが、当時の政権与党でありました民主党が中心となりまして、「政

府・与党社会保障改革検討本部」を立ち上げました。 

その中で、今後の社会保障制度に関する議論がなされまして、我が国の社会保障制度を持続可能なもの

としていくためには、その財源となります税のあり方とともに検討すべきということになりまして、平成

24 年２月 17 日には、消費税の引き上げとその財源による社会保障制度のあり方の方向性を示した「社会

保障・税一体改革大綱」が閣議決定されました。 

その後、平成 24年の８月 10日でございますが、社会保障制度改革推進法、改正消費税法が成立いたし

まして、社会保障制度改革推進法の中で、有識者による「社会保障制度改革国民会議」を立ち上げ、その

審議を踏まえて１年以内に社会保障制度改革に関する「法制上の措置」を講ずることが規定されました。 

国民会議においては、昨年の 11月から本年８月にかけて、全 20回に及ぶ審議がなされまして、本年８

月６日に、国民会議としての報告書が内閣総理大臣あて、提出されたところであります。 

別紙１をご覧ください。これは、報告書の要旨を簡単にまとめたものでございますが、報告書の中では、

我が国の長寿社会を実現したのは社会保障制度の充実のおかげであり、このすばらしい社会保障制度を将

来世代まで伝えていかなければならない。そのためには、社会保険料と並ぶ主要な財源として消費税収を

確保し、改革を行わなければならないという「国民へのメッセージ」が記載されております。 

また、「総論」の部分になりますが、我が国の社会保障費は経済成長を上回って継続的に増大しており、

国民の負担増大は不可避であること。また、今後の社会保障は、高齢者世代を給付対象とする社会保障か

ら、切れ目なく全世代を対象とする社会保障への転換を目指すべきとされております。 

具体的には、「医療保険関係」の部分に記載しておりますように、国保の保険者について、財政問題の

解決を前提に、市町村から都道府県に移行。国保保険料の賦課限度額を引き上げる一方、低所得者の保険

料軽減措置を拡充。70～74歳の医療費窓口負担は、新たに 70歳になった高齢者から本則の２割負担を早

期導入。高額療養費は、能力に応じた負担となるよう所得区分を細分化等の制度改革の必要性が報告され

ております。 

政府は、この報告書を受けまして、本年８月 21日には、「社会保障制度改革推進法第４条の規定に基

づく『法制上の措置』の骨子」、いわゆる「社会保障制度改革プログラム法案骨子」を閣議決定いたしま

した。 

この骨子は、本年 10月 15日に閣議決定され、現在開会中であります臨時国会に提出されております

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」、いわゆる「社会保障制度改

革プログラム法案」と同内容でありまして、医療保険部分の内容につきまして、その概略を説明させてい

ただきます。 

別紙２をご覧ください。 
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表中の ① 医療保険制度の財政基盤の安定化の中のカタカナの イ 国保の財政支援の拡充でござい

ますが、社会保障と税の一体改革大綱の中で、消費税増税後は全国ベースで約 1,700億円、保険者支援と

して市町村国保への支援を拡充することが決定しておりますが、この措置につきまして、平成 27年に法

制化するための法案を提出することが規定されております。 

次に、ロ 国保保険者の市町村から都道府県への移管につきまして、イに掲げる措置によりまして国保

の財政上の構造的な問題を解決することとした上で、財政運営は都道府県が担うことを基本としつつ、国

保税の賦課徴収、保健事業の実施等には市町村の積極的な役割が果たされるよう、適切に役割分担するた

めに必要な措置につきましても、平成 27年に法案を提出することが規定されております。 

また、ハ 改正健康保険法附則第２条、これは協会けんぽに対する国庫補助の特例規定でございますが、

この内容を検討し、これにつきましても平成 27年に法案を提出することとしております。 

次に、② 保険料に係る国民の負担に関する公平の確保の中の イ 国保及び後期高齢者医療制度の低

所得者の保険料負担を軽減する措置ですが、これは平成 26年度から政令改正により実施することとして

おります。 

また、ロ 被用者保険者に係る後期高齢者支援金の全てを総報酬割とする措置、及び、ハ 所得水準の

高い国民健康保険組合に対する国庫補助の見直しは、平成 27年に法案提出、ニ 国保税の賦課限度額見

直しは、平成 26年度から政令改正により実施、被用者保険の標準報酬月額の上限額の引上げは、平成 27

年に法案提出という内容になっております。 

次に、③ 保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等について、イ 70歳から 74歳までの被保険者

の一部負担金の取扱いと負担能力に応じた負担の観点からの高額療養費の見直しについては、平成 26年

度から、予算措置、政令改正により実施することとしております。 

また、ロ 医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平の観点からの外来・入院に関する給付

の見直しについては、平成 27年に法案を提出することとしております。 

以上、現在、臨時国会で審議されております「社会保障制度改革プログラム法案」の医療保険制度に関

わる部分の概要でございますが、当面、平成 26年度から制度改正が行われる可能性があるものとしまし

ては、① 低所得者に係る国保税軽減制度の拡充 ② 国保税の賦課限度額の見直し ③ 70歳から 74

歳までの者の一部負担金、現行２割から１割への取扱いの見直し ④ 高額療養費の見直しの４点となっ

ておりまして、これらにつきましては、制度の改正内容が確定した段階で、本運営協議会に説明させてい

ただくとともに、条例改正等所要の措置を講じて参り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 只今、「社会保障制度改革に関する最近の状況について」説明をいただきましたが、この件につ

いてご意見ご質問ございませんでしょうか？ 

〔「なし」の声〕 

 それでは、無いようでございますので、この説明に関して了承をえたものとして取り計らいます。その

他、委員の皆さまから何かございませんでしょうか？ 

〔「なし」の声〕 

 それでは、無いようでございますので、これを持ちまして八戸市国民健康保険運営協議会を終了させて

いただきます。どうもありがとうございました。     

〔午後１時32分 閉会〕 


