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［ 午後 1時開会 ］ 

 

●司会 それでは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、医師等代表の工藤清太郎委員、熊谷委員、山﨑委員。

被保険者代表の木村委員の４名でございます。 

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、会議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きました次第と資料１、別紙１

～別紙4でございます。それから本日、机の上にお配りしておりますのは、資料１の付属資料であります別紙５と

資料２の２枚でございます。資料おもちでない方あるいは不足の方はいらっしゃいませんか？いらっしゃいまし

たらお知らせ下さい。 

（「なし」の声） 

 それでは、会長、進行のほうよろしくお願いします。  

●会長 委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきましてまことにありがとうご

ざいます。今日は今年度３回目の運営協議会でございます。日本におきましての皆保険制度の中心となる

というのがこの国民健康保険であります。この国保制度があるため国民が等しく医療が受けられるという

ようなことで大変重要なことでありまして保険者が市町村ごとになっております。これから改革等によっ

て大きく制度が変わろうとしています。その中で今日は委員の皆さんへ平成 26 年度における制度改正に

ついてご説明いただくことになっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

●会長 会議録署名委員を選出いたします。私のほうからお願いしたいと思いますが、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、 高橋委員と  元木委員に署名委員をお願いをいたします。 

 それでは、まず最初の議題でございます。 

（１）「平成26年度制度改正について」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 26年度の制度改正について、ご説明申し上げます。 

お手元の「平成 26年度の制度改正について」の資料と、別紙１～４の資料を併せてご覧ください。 

まず、１の医療保険制度の改革（１）高齢者医療制度の負担軽減措置の見直しでございますが、70歳か

ら 74歳の方が医療機関で受診した場合の医療機関へ支払う一部負担金については、現在、法律では２割

負担となっておりますが、国において毎年予算措置を行うことにより、１割負担に据え置いております。 

これにつきまして、平成 26年４月に新たに 70歳になる方からは、段階的に法定の負担割合、すなわち

２割負担としていくというものでございます。 

なお、本年３月末までに既に 70歳に達している方については、現在の特例措置である１割負担を継続

することになっております。詳細につきまして、別紙１の資料でご説明いたします。 

別紙１をお開きください。まず、左端の現状の図でございますが、70歳から 74歳までは、現役並み所

得者を除き、一部負担金の割合は、法定では２割となっておりますが、予算措置により１割に据え置いて

ございます。となりの図の平成 26年度からは、70歳に達した方から順次、自己負担割合を１割ではなく
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法定の２割にしていくというものでございます。平成 26年度に 70歳に達する方は、平成 25年度までは

３割の自己負担でございますので、個人個人で見ますと自己負担割合は３割から２割へ軽減されるもので

ございます。 

なお、平成 25年度中に 70歳に達し、既に自己負担割合が１割になっている方については、今後とも１

割負担のままで変更せず、毎年 70歳になる方の負担割合を順次２割にしていくことにより、５年目の平

成 30年度には、70歳から 74歳の方は、現役並み所得者を除き、すべて法定の２割負担になるものでご

ざいます。資料にお戻りいただきまして、実施時期でございますが、平成 26年４月から実施するもので

ございます。 

続きまして、１ページの（２）高額療養費の見直しでございますが、負担能力に応じた負担を求めると

いう観点から、高額療養費に係る 70歳未満の方の所得区分を現行の３区分から５区分に細分化し、自己

負担限度額の見直しを行うものでございます。詳細につきましては、別紙２の資料でご説明いたします。 

別紙２をお開きください。平成 26年 12月以前と記載されている左側の表が、現在の制度でございます

が、70歳未満の方の上位所得、旧ただし書き所得 600万円超の区分を右側の表のとおり２分割にし、旧

ただし書所得 901万円超の方の限度額を、252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％とし、600万円

～901万円以下の方の限度額を、167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％に改正するものでござい

ます。また、一般所得、旧ただし書き所得 600万円以下の区分につきましても２分割にし、旧ただし書き

所得 210万円～600万円以下の方の限度額は、現行どおりに据え置きますが、210万円以下の方は、限度

額を 57,600円に引下げるという内容でございます。 

今回の改正は、比較的所得が多い層の方には、高額療養費の限度額を引き上げるとともに、比較的所得

が低い層の方は、逆に限度額を引き下げ、負担軽減を図るという内容になっております。 

なお、下の表のとおり 70歳から 74歳の方につきましては、先ほどもご説明いたしましたが、窓口での

自己負担は段階的に２割に引き上げられますが、高額療養費の限度額については、現行のまま据え置くと

いうことになります。 

続きまして、本日、お手元に配布しております別紙５をお開き願います。今回の高額療養費の所得区分

等の見直しに合わせまして、高額介護合算療養費制度につきましても、所得区分及び限度額が改正される

ことになります。高額介護合算療養費制度とは、同一世帯内で前年の８月から７月にかけての１年間に支

払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、所得区分ごとに限度額を超えた場合には、その超え

た金額が支給されるという制度でありまして、左側の表の上位所得、旧ただし書き所得 600万円超の区分

を、一旦、真ん中の表のとおり２分割にし、旧ただし書所得 901万円超の方の限度額を、年間 176万円と

し、600万円～901万円以下の方の限度額を、135万円に改正するものでございます。 

また、一般所得、旧ただし書き所得 600万円以下の区分につきましても２分割にし、旧ただし書き所得

210万円～600万円以下の方の限度額は、現行どおりに据え置きますが、210万円以下の方は、限度額を

年間 63万円に引下げるという内容でございます。 

さらに、右側の表になりますが、平成 27年８月以降は、旧ただし書所得 901万円超の方の限度額を、

年間 212万円とし、600万円～901万円以下の方の限度額を 141万円に、旧ただし書き所得 210万円以下

の方の限度額を 60万円に改正するものでございます。 

高額介護合算療養費制度の改正につきましても、高額療養費制度の改正と同様に、比較的所得が多い層

の方には、限度額を引き上げるとともに、比較的所得が低い層の方は、逆に限度額を引き下げ、負担軽減

を図るという内容になっているものでございます。 

資料の１ページにお戻りいただきまして、実施時期でございますが、今後、国において施行時期を平成

27年１月とする国民健康保険法施行令を改正することとなっており、高額療養費制度及び高額介護合算

療養費とも、平成 27年１月から実施する予定となっております。 
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続きまして、資料２ページの「２ 国民健康保険税の改正」の（１）課税限度額の見直しでございます

が、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、現行 14万円から 16万円へ、介護

納付金課税額に係る課税限度額を、現行 12万円から 14万円へ、それぞれ２万円引き上げるものでござい

ます。詳細につきましては、別紙３の資料でご説明いたします。 

別紙３をお開きください。国民健康保険税は、表の１行目の欄にございますように、基礎課税額、いわ

ゆる医療分に係る保険税と、後期高齢者支援金等課税額、40歳以上 65歳未満の方に課税される介護納付

金課税額の３本建てで課税されております。また、それぞれの課税額を算出するに当たっては、表にござ

いますとおり、所得に応じて課税されます所得割額、被保険者１人当たりに定額で課税されます均等割額、

さらには、１世帯当たりに定額で課税されます平等割額の 3種類の課税計算がなされまして、課税額が決

定される仕組みとなっております。 

この際、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、それぞれに課税限度額が定めら

れておりますが、今回の改正は、所得割、均等割、平等割の税率や税額は変更せずに、後期高齢者支援金

等課税額及び介護納付金課税額の限度額のみを、それぞれ２万円引き上げるものでございます。 

資料の２ページにお戻りいただきまして、実施時期でございますが、課税限度額の見直しにつきまして

は、国において地方税法施行令が改正される予定となっており、その後、当市としまして、平成 26年６

月市議会に国保税条例改正案を提案し、それが可決されれば、平成 26年度の課税分から適用する予定と

しているものでございます。参考までに、課税限度額見直しに伴う影響の試算を資料の方に記載してござ

います。これは、平成 25年度の当初調定額を元に試算したものでありますが、後期高齢者支援金等課税

額及び介護納付金課税額を合わせて、2,575万６千円程度の増収見込みとなっております。 

続きまして、（２）の低所得者に係る保険税軽減措置の拡充でございますが、国民健康保険税のうち、

被保険者１人当たりに課税されます定額の均等割額及び１世帯当たりに課税されます定額の平等割額は、

所得に応じて７割、５割、２割を軽減する制度がございますが、このうち、５割軽減の対象となる世帯の

軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の

算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の 35万円から 45万円に引き上げるものでございま

す。 

３ページをお開き願います。上段の表は、具体的な軽減判定の所得の計算式でございますが、５割軽減

の対象者につきまして、現行では、同一世帯内の被保険者数から世帯主を減じて計算していたものを、世

帯主も含めて計算する方式に改め、２割軽減の対象者につきましては、世帯内の被保険者数に乗ずる金額

を 35万円から 45万円に引き上げるものでございます。詳細につきましては、別紙４の資料でご説明いた

します。 

別紙４をお開きください。上段の網掛けの部分をご覧いただきたいのですが、２割軽減の拡大につきま

して、軽減対象となる所得基準額を引き上げることによりまして、２割軽減の対象となる世帯は、３人世

帯で試算しますと、給与収入約 223万円だったものが、約 266万円となり、軽減対象世帯が拡大すること

となります。また、５割軽減の拡大ですが、現在は２人世帯以上が対象となっておりますが、単身の世帯

についても軽減の対象とするとともに、軽減対象となる所得基準が引き上げられるため、５割軽減の対象

となる世帯は、３人世帯で試算しますと、給与収入約 147万円だったものが、約 178万円となり、こちら

についても軽減対象世帯が拡大することとなります。 

資料の３ページにお戻りいただきまして、実施時期でございますが、低所得者に係る課税限度額の見直

しにつきましては、国において地方税法施行令が改正される予定となっており、その後、当市としまして、

平成 26年６月市議会に国保税条例改正案を提案し、それが可決されれば、平成 26年度の課税分から適用

する予定としているものでございます。 

参考までに、保険税軽減措置拡充の影響の試算を資料の方に記載してございます。これは、平成 25年
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度の当初調定額を元に試算したものでありますが、軽減が拡大される世帯数は、２割軽減から５割軽減へ

の移行が 3,253世帯、軽減なしから２割軽減への移行が 2,259世帯、合わせて 5,512世帯となり、軽減額

は、１億 3,334万５千円程度の拡大となる見込みとなっております。 

なお、軽減額拡大につきましての財源補填でございますが、その全額が国及び県の補助金等により補填

されますので、国保会計への影響はないものとなってございます。 

以上で説明を終わります。  

●会長 ただいまの松田課長のほうから、改正案について説明をいただきましたが、ご質問等ございません

でしょうか。軽減が大きな改正案ですけれども。よろしいですか？何かございませんか？ 

（「なし」の声） 

●会長 それではないようでございますので、この案件は終了いたします。それでは次に、(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） 

課長。 

●課長 それでは、その他の案件になりますが、本日付けの地元紙でも記事になっておりました、国民健

康保険の療養給付費等負担金等の過大受給について、お手元の資料に基づいてご説明申し上げます。 

昨年６月 25日に、会計検査院による平成 19年度から 23年度にかけての国民健康保険事業を対象とし

た会計実地検査が実施され、その結果、国庫支出金であります療養給付費等負担金及び普通調整交付金に

ついて、過大に交付を受けていたとの指摘があったものでございます。療養給付費等負担金及び普通調整

交付金に過大受給がありましたことに対しまして、深くお詫び申し上げる次第でございます。 

それでは、まず、１の指摘事項でございますが、療養給付費等負担金及び普通調整交付金の算定に当た

っては、現物給付により実施している地方単独事業は、その医療費の額に応じて国庫支出額が減額調整さ

れることとなっておりますが、厚生労働省への報告において、当該分の一部が計上されていなかったため、

減額調整が適正に行われず、交付が過大であったとの指摘を受けたものでございます。 

具体的には、通常の現物給付による地方単独事業分については、適正に計上していたのですが、医療費

が高額になり、高額療養費の対象となった地方単独事業分についての計上がなされていなかったというこ

とで、指摘を受けたものでございます。 

当市における地方単独事業でございますが、※印のところに記載しておりますとおり、心身障害者医療

費助成事業、ひとり親家庭等医療費給付事業、乳幼児等医療費給付事業、国保妊産婦医療 10 割給付事業、

国保乳児医療 10割給付事業の５種類となっております。 

ここで、療養給付費等負担金及び普通調整交付金の概要並びに国庫支出金の減額調整につきまして、資

料の裏面によりましてご説明申し上げます。裏面をお開き願います。下段の（参考）のところに記載して

おりますが、まず、療養給付費等負担金でございますが、これは、一般被保険者の療養給付費・高額療養

費等の保険給付費、介護給付費納付金及び後期高齢者支援金等に対する定率の国庫負担金でございます。 

次に、普通調整交付金でございますが、市町村間の医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じて

いる国保の財政力の不均衡を調整するために交付されるもので、被保険者の所得等から一定の基準により

算定される収入額、これを調整対象収入額と呼びますが、これと、医療費、保健事業費等から一定の基準

により算定される支出額、これを調整対象需要額と呼びますが、この需要額と収入額の差額が交付される

ものでございます。 

続きまして、減額調整でございますが、地方単独事業を現物給付制度で実施しますと、患者の自己負担

が軽減され、これにより医療機関への受診が増え医療費が増加するという観点から、現物給付による地方

単独事業を実施していない市町村との公平性を保つため、国庫支出金を算定する際に、一定の割合で減額
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調整されることになっているものでございます。 

表面にお戻りいただきまして、２の過大受給指摘額でございますが、療養給付費等負担金は、平成 19

年度から 23年度までの交付済額計 242億 1,706万 719円のうち、過大受給額は、4,361万 8,398円、普

通調整交付金は、平成 20年度から 23年度までの交付済額計 88億 2,023万 3,000円のうち、過大受給額

は、2,136万円となり、合計で、6,497万 8,398円となったものでございます。 

再度、裏面にまいりまして、３の自主返還額でございますが、会計検査院による実地検査の対象は、平

成 19年度から 23年度まででありましたが、平成 24年度についても過大受給があるため、これにつきま

しては、自主返還することとなります。 

平成 24年度の療養給付費等負担金の交付済額、43億 2,773万 9,195円のうち、過大受給額は 758万

7,532円、普通調整交付金は、交付済額 21億 2,649万 9,000円のうち、過大受給額は 404万 6,000円と

なり、合計で 1,163万 3,532円となったものでございます。 

続きまして、４の今後の対応でございますが、２及び３の過大受給指摘額と自主返還額を合わせた、

7,661万 1,930円につきまして、今後、国からの指示に従い、速やかに返還する予定としております。 

このうち、平成 24年度の療養給付費負担金につきましては、その確定が今年度末になる予定でありま

して、今年度中の返還に間に合わないため、新年度、平成 26年度において予算措置を行い、返還する予

定としております。 

その他の返還額につきましては、平成 25年度の３月補正予算に計上した上で、今年度中に返還したい

と考えております。 

なお、返還額につきましては、市の施策として実施している地方単独事業という性格上、国庫支出金が

減額措置される分につきましては、もともと一般会計の負担として繰入れしてきたものでありまして、今

回の返還に係る部分につきましても一般会計から繰入れすることとしておりまして、国保の会計及び国保

の被保険者に対しましては直接的な影響はないものでございます。 

終わりに、今回の過大受給の原因でございますが、国庫支出金の申請事務に当たっての確認ミスとチェ

ック体制の不十分さということに起因しているものと考えておりまして、今後は申請事務適正化の徹底と、

チェック体制の強化を図り、再発防止に努めてまいります。 

過大受給を生じさせましたことに対しまして、重ねてお詫び申し上げまして、説明を終わります。 

●会長 只今の説明でございますが、何かございますでしょうか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長  委員。 

●委員  とても考えられないようなことです。ところで平成25年度はどうですか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 課長。 

●課長 今年度会計検査院から指摘を受けましたので、平成25年度の算定は現在最中であります。適正に

算定しております。 

●会長 よろしいでしょうか。 

（「はい」との声） 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 委員。 

●委員 妊産婦10割給付、乳幼児医療10割給付と過大受給と整合性というか、ちょっと理解できないので

すが、解りやすく教えて下さい。10割いただいて、なぜ過大受給になるのか？ 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 課長 

●課長 この国保妊産婦10割給付事業、国保乳幼児10割給付事業は国保に加入している人だけでございま

す。国保に加入している妊産婦の方が病院に行くとなると10割給付するということでありますが、本来で

あると３割は自己負担で支払わなければならないのですが、自己負担分も国保で全部出すので、本人は自

己負担がないということです。このように自己負担のところに給付をする事業というのは、それぞれの市

町村で決めてやっているものでございます。国で決めている給付は７割給付です。 

３割分についてはいわゆる地方単独事業として決めているものです。この事業をすることで、言葉は悪

いですが、ちょっとしたことでも病院に行ったりすることになり、病院に多くかかりがちです。そのため、

国は、事業をしていない市町村よりも、医療費が多くかかっているのではないか。という理由で、その分、

国庫支出金を若干減らすという制度を設けています。その減額措置を申請するときに一部申請漏れがあっ

たということです。 

 現実としましては、今回申請ミスがございましたのは、高額療養費に係るところのみでございまして、

たまたま国保妊産婦医療10割給付事業と、乳幼児医療10割給付事業につきましては、平成19年度から24年

度までの間には、高額にいたらなかったので、対象になっておりませんでした。もし、高額になっていれ

ば減額申請の対象になっていたということであります。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 委員 

●委員 要は、この二つは該当していないということですか？じゃあ資料中に親切に書かないほうがいい

んではないですか？ 

●課長 減額申請の対象にはなるということで・・・ 

●委員 該当していないでしょう？ただこういう事業があるというだけか？良くわかりました。 

ありがとうございました。 

●会長 ５つもメニューがあるというのも知らせたかったのでは？ 

それでは、他にありませんでしょうか？ 

（「なし」の声） 

●会長 それでは、ないようですので、(2)その他についての報告を終了させていただきます。 

その他、ございませんか？ 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

●会長 課長。 

●課長 それでは、今後の運営協議会の予定について、お知らせいたします。今年度の運営協議会につい

ては、今後、特に大きな情勢の変化といったものがなければ、本日の会議が今年度最終の運営協議会とな

る予定でありまして、今年度末で皆様の任期が終了しますので、このメンバーによる運営協議会は本日が

最後となります。委員の皆様におかれましては、平成 24年４月からの任期２年間、大変御世話になり、

ありがとうございました。 

また、今期をもって委員を退任される方につきましては、今後、別の立場で当市の国民健康保険行政を

ご支援いただければ幸いでございます。 

新年度におきましては、平成 26年度の第１回目の運営協議会を、委員の委嘱状交付式を兼ねまして、

４月の下旬から５月の上旬に開催する予定としておりまして、26年度の事業計画や 25年度決算見込みな
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どをご説明させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

●会長 委員の皆さま２年間、国保運営協議会の委員としてご尽力いただきましたこと、心から感謝申し

上げます。実は、この協議会の所管部長であります梅内部長も今年度で60歳になっているそうで、退職さ

れますので、部長からもこの際、一言お願いいたします。 

●部長 梅内でございます。本日は、委員の皆さま方にはお忙しい中、ご出席いただき、御審議いただき

まして誠にありがとうございました。今、会長のほうからもお話がありましたが、委員の皆さま方には平

成24年4月から2年間国保運営協議会委員を務めていただきまして、八戸市の国保の運営のためにお力添え

をいただきまして心から感謝を申し上げます。会長さんからも話がありましたように、私も３月31日を持

ちまして、退職することになります。市民健康部に参りまして２年になります。役所に入ってから国民健

康保険の仕事は今回で３回目になり、７年間この仕事をやらせていただきました。今回もそうなのですが、

その時々に坂本会長はじめ、委員の皆さまにご指導、ご協力をいただいたからこそ、仕事を務めてこれた

と思っております。坂本会長はじめ委員の皆さまには、大変感謝を申し上げる次第です。最後になります

が、皆さま方に、これからも国保の円滑な運営のために、ご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願

い申しあげまして、私の退職の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

（拍手あり） 

●会長 その他、事務局から何かございませんか？委員の皆さまからはありませんか？よろしいですか？ 

（「なし」の声） 

●会長 では、ないようでございますので、これを持ちまして本日の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す。 

 

[午後１時38分 閉会] 

 

 

 

 


