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［ 午後 1時開会 ］ 

 

●司会 定刻となりましたので、ただいまから、平成 26 年度第１回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、委員の皆さまに委嘱状を交付いたします。市長、お願いいたします。 

●市長 はい。 

●司会 お名前読み上げます。公益代表委員。坂本美洋様。 

●市長 委嘱状。坂本美洋様。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 26 年４

月１日から平成 28年３月 31日までとします。平成 26年４月１日八戸市長、小林眞。 

●司会 同じく田名部和義様。 

●市長 委嘱状、田名部和義様。以下同文です。 

●司会 同じく八嶋隆様。 

●市長 委嘱状、八嶋隆様。以下同文です。 

●司会 同じく佐藤浩二様。 

●市長 委嘱状、佐藤浩二様。以下同文です。 

●司会 同じく中村郁子様。 

●市長 委嘱状、中村郁子様。以下同文です。 

●司会 保険医等代表委員、高橋秀知様。 

●市長 委嘱状、高橋秀知様。以下同文です。 

●司会 同じく工藤清太郎様。 

●市長 委嘱状、工藤清太郎様。以下同文です。 

●司会 同じく石田悦保様。 

●市長 委嘱状、石田悦保様。以下同文です。 

●司会 同じく小池麻琴様。 

●市長 委嘱状、小池麻琴様。以下同文です。 

●司会 被用者保険等保険者代表委員、清澤正様。 

●市長 委嘱状、清澤正様。以下同文です。 

●司会 同じく一戸紀男様。  

●市長 委嘱状、一戸紀男様。以下同文です。 

●司会 同じく町田秋雄様。 

●市長 委嘱状、町田秋雄様。以下同文です。 

●司会 被保険者代表委員、佐々木育子様。 

●市長 委嘱状、佐々木育子様。以下同文です。 

●司会 同じく元木勇之助様。 

●市長 委嘱状、元木勇之助様。以下同文です。 

●司会 同じく菊池彌生様。 

●市長 委嘱状、菊池彌生様。以下同文です。 

●司会 同じく松橋京子様。 

●市長 委嘱状、松橋京子様。以下同文です。 
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●司会 同じく嶋野優子様。 

●市長 委嘱状、嶋野優子様。以下同文です。 

●司会 それでは、これより、協議会に入ります。本日の出席委員は１７名でございます。欠席委員は、

保険医等代表の熊谷俊一委員の１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条の規定によりまして、

会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。でははじめに、市長からご挨拶申し上げます。 

●市長 本日、皆様には、大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、この度は、

八戸市国民健康保険運営協議会の委員をお願いいたしましたところ、ご快諾を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。今後､皆様には､国保事業の運営に関する重要事項につきまして、ご審議・ご意見等を賜ることにな

りますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

さて、ご承知のように、国民健康保険は、急速な少子高齢化の進展などにより、その運営は制度的にも

財政的にも一層厳しさを増しているところであります。このような中、増加する社会保障給付の財源とな

る消費税の引き上げがこの４月に実施され、全世代型社会保障制度の確立に向けた動きがいよいよ加速さ

れて参ります。このような、社会保障制度の大きな転換期を迎え、国民健康保険運営協議会の果たす役割

は、ますます重要なものとなっております。 

当市といたしましても、社会保障制度改革の方向性を見据えつつ、国保事業の安定運営に向けて、より

一層努力して参りたいと考えております。どうか委員の皆様には、本制度の充実発展のため、特段のご理

解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

●司会 それでは、運営協議会の規則第２条によりまして、最初に招集する協議会の会長の職務は市長が

行うことになっておりますので、会長が決定するまで、市長が議長を務め、議事を進行させていただきま

す。 

●市長 はい。それでは会長が決まりますまでの間、暫時、議長を務めさせていただきます。会長は、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の中から選出することになっており

ます。選出方法は、投票と指名推薦の方法がございますが、いずれの方法で行うか、お諮り致します。 

●委員 はい。 

●市長 委員。 

●市長 指名推薦でお願いします。 

●市長 はい。ありがとうございます。ただいま委員より、指名推薦との発言がありましたが、これにご

異議ございませんか。 

●一同 異議無し。 

●市長 ご異議無しと認めます。よって、選出の方法は指名推薦といたします。どなたか、指名推薦をお

願いいたします。 

●委員 はい。 

●市長 委員。 

●委員 坂本委員を会長に推薦いたします。 

●市長 ありがとうございます。ただいま、委員から坂本委員を会長に推薦する発言がありましたが、こ

れにご異議ございませんか。 

●一同 異議無し。 
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●市長 ご異議無しと認めます。よって、坂本委員を会長とすることに決しました。以上で、私の役目を

終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

●司会 坂本会長、会長席のほうにお着きいただきまして、就任のご挨拶をいただきながら、あわせまして議事進

行をお願いします。 

●会長 ただいま皆様からご推薦をいただきまして、会長ということで、ご推薦をいただきました。私、本当に浅学

非才でございますが、この国民健康保険というのは、国民皆保険の中心となっているのがこの国保事業でござい

ます。 

そういう意味ではこの皆保険制度を継続していく、その中で保険者であります八戸市としての考え方、いずれい

ろんな大事な部分で、市長さんのほうからこの件についてどうしましょうというようなことで諮問されて、このメンバー

で18人で検討して答申をしていくという、そういう大きな役割も私どもは担うわけでございますので、いずれにしま

しても保険料どうしていくのか、収納率の向上対策等も含めてですね、市民の理解を得られるようなそういう策をで

すね、みんなで築いていければいいなと。安定運営のためにですね、私どもも知恵を出して市民にとっていい医

療保険制度、特に中心となる国保運営ができますように皆さんと一緒にがんばっていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは市長さんは本日大変公務日程が重なっているという風に伺っておりますので、次の公務のため、ここで

退席されますことを、皆様からご了承いただきたいと思います。 

●市長 どうぞよろしくお願いします。 

（市長退席） 

●会長 お忙しい中ありがとうございました。次に、次第の５番でございますが会長職務代理者の選出でございま

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、いずれの方法で行いますか、お諮り

いたしたいと思います。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●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、私に一任したいという発言がございますが、私のほうから指名してよろしゅうござい

ますか。 

●一同 異議無し。 

●会長 ご異議がなしということでありますので、私のほうから指名いたします。前年度に引き続きまして、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、ご挨拶をお願い申し

上げます。 

●八嶋委員 はい。ご指名をいただきました八嶋と申します。簡単に申し上げます。私も浅学非才ではありますが、

国保財政の健全化のために、微力を尽くしたいと思いますので、坂本会長はじめ、委員の皆様方のご指導ご鞭撻

を賜りますことをお願い申し上げまして、甚だ簡単ではありますが挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

●会長 八嶋委員には、今後、職務代理者として、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第に従って進行させていただきます。次第の６でございますが、会議録署名委員の選出でござい

ますが、選出については、会長に一任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

●一同 異議無し。 
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●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、元木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ございます。国保年金課 担当職員の紹介をお願いしたいと思いま

す。工藤朗市民健康部長、よろしくお願いいたします。 

●部長 それでは、私のほうから職員の紹介をさせていただきたいと思います。まずは私でございますが、国民健

康保険事業を所管いたします、市民健康部長の工藤でございます。それから、市民健康部次長の矢羽々学でご

ざいます。 

●次長 矢羽々でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●部長 国保年金課長の柴田義弘でございます。 

●課長 柴田でございます。よろしくお願いします。 

●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 藤田でございます。よろしくお願いします。 

●部長 同じく副参事、国保税グループリーダーの三浦幸治でございます。 

●三浦 三浦でございます。よろしくお願いいたします。 

●部長 同じく副参事、後期高齢者医療グループリーダーの夏井幸子でございます。 

●夏井 夏井でございます。よろしくお願いいたします。 

●部長 主査、管理給付グループの久保田浩文でございます。 

●久保田 久保田でございます。よろしくお願いいたします。 

●部長 主事、管理給付グループの芝真帆でございます。 

●芝 芝でございます。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 よろしくお願いします。それでは、早速議事に入ります。（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、事務局から説明を願います。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 はい。よろしくお願いいたします。はじめに、本日の議事に入る前に、お手持ちの資料の確認をさせてい

ただきます。まず、資料１、資料２、資料３、参考資料３の１、３の２、３の３です。続きまして資料の４、資料の５となっ

てございますが、事前に送付させていただいておりましたが、お手持ちの資料で抜けているところ等ございますで

しょうか。ありましたらお手を上げていただければと思います。大丈夫でしょうか。それでは説明に入らせていただ

きます。 

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、ご説明いたします。お手元の資料の１

をご覧ください。１の条例改正の理由でございますが、本年３月の地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康

保険税の課税限度額の引き上げ及び保険税の軽減措置を拡充するとともに、その他所要の改正をするものでご

ざいます。 

次に、２の主な条例改正の内容でございますが、１点目は、課税限度額の見直しでございます。これは、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。 

２点目は、低所得者に係る保険税軽減の拡充でございます。これは、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、現行、所得に応じて７割、５割、２
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割を軽減する制度となっておりますが、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ることとし、また、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は、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の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日から適用すること

とするものでございます。なお、本条例案につきましては、平成26年６月市議会定例会に提出する予定としてなっ

ており、現在作業を進めているところでございます。以上で説明を終わります。 

●会長 ただいまの保険税の条例の一部改正の概要の説明を課長からしていただきましたが、委員の皆様のほう

で何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。国の法律でそうなったということであります。いかがでしょう。よろし

ゅうございますか。 

●一同 はい。 

●会長 ではないようでありますので、ただいまの報告を了承いたしたいと思います。次に、「（２）東日本大震災に

係る医療費の一部負担金免除の取扱期間の延長について」、事務局から説明をお願いいたします。 

●課長 はい。 

●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期間の延長について、ご説明いたします。

資料２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26年３月31日まで、その支払を免除して参りましたが、厚生労働省より、平成26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、免除取扱期間を延長するもの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地域につきましては、当市の国民健康保険の被保険者については、平成26年4月1日

から平成27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26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ございます。次に、②③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期間延長ですが、避難指示区域等からの避難者につきましては、平成27年２月

28日までの延長となっております。旧緊急時避難準備区域等からの避難者につきましては、平成26年９月30日ま

での延長となるものでございます。10月以降の取扱につきましては、所得状況を確認し、上位所得層非該当であ

れば27年２月28日まで期間延長となり、上位所得層に該当すれば、27年３月31日まで期間延長となるものでござ

います。 

次に、３の財政支援でございますが、まず、(1)の特定被災区域の被保険者につきましては、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。次に、(2)の避難指示区域及び上位所得層を除く

旧緊急時避難準備区域等の被保険者につきましては、これまでと同様、国の補助金により全額支援となるもので

ございます。次に、(3)の旧緊急時避難準備区域の上位所得層の被保険者につきましては、平成26年９月までは

国の補助金による全額支援、10月以降は免除実績により、調整交付金の対象となるものでございます。以上で説

明を終わります。 
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●会長 ただいま説明をいただきましたが、何か委員の皆様からのご意見、ご質問等ございますでしょうか。期間

延長ということですから、いいことだと思います。いかがでしょう。よろしゅうございますか。 

●一同 はい。 

●会長 質問等ないようでありますので、ただいまの「（２）東日本大震災に係る医療費の一部負担金免除の取扱

期間の延長について」は、了承いただいたものとして取り計らいます。 

●会長 次に「（３）平成２５年度八戸市国民健康保険特別会計決算見込の概要について」、説明をお願いいたし

ます。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 はい。それでは、平成25年度国民健康保険特別会計決算見込の概要について、ご説明いたしますが、

今回は、新任の委員の方もいらっしゃるため、始めに国保財政の概要について、少し説明させていただきたいと

思います。 

まず、参考資料3-1をご覧ください。この資料には、国保特別会計の各科目の説明を記載してあります。個々の

説明は省略させて頂きますが、この後の25年度決算及び26年度予算の説明の際に、参考としていただければと

思います。 

次に、参考資料3-2をご覧ください。これは、国民健康保険の医療給付費等の財源内訳を説明している図で、記

載している数字は、国全体の国保財政の金額となっております。図の下の欄外に「50％、50％」と表示してありま

すが、医療給付費の財源は、基本的には国の調整交付金と定率の国庫負担及び都道府県の調整交付金という、

国と都道府県の負担が50％で、残りの50％が被保険者が支払う保険料ということになります。ただし、保険料部分

については、図の左の欄外に囲みで示してありますとおり、保険料の負担を軽減するために国・県からの各種支

援措置がございます。また、図の右端には、前期高齢者交付金とありますが、これは、65歳から74歳の前期高齢

者の偏在による、各保険者の負担の不均衡を是正する制度に基づき、国保が受ける交付金でございます。 

次に、参考資料3-3をご覧ください。これは、当市の国保の概要をまとめたものでございます。被保険者数、医

療費の状況、国保税の税率及び収納率などにつきまして、現時点で確定しているものまでを記載しておりますの

で、参考にしていただければと思います。 

それでは、国保特別会計の平成25年度決算見込みについて、ご説明いたします。資料3に戻っていただきたい

と思います。 

たいへん数字が細かくなってございますが、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、25年度決算見込みを24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。なお、

歳入歳出の各項目において、例えば歳入の 1の 国民健康保険税や、歳出の 2 の保険給付費など、金額がま

だ確定していない科目がございますので、あくまでも現時点での見込額ということでご説明させていただきます。

それでは、左側の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、54億7,292万3千円で、対前年度2.2％

の減を見込んでおります。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。 

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、250万1千円を見込んでおります。 

3の国庫支出金は、国庫負担金と国庫補助金を合わせて、70億7,464万1千円で、対前年度2.8％の増を見込ん

でおります。その内訳としましては、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、歳出の一般被保険者分の療養給付費や高額療養費等の保険給付費、後期高齢者支援金、及び介護納付金
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に対する32％の国庫負担金でございます。高額医療費共同事業負担金は、歳出の高額医養費共同事業拠出金

に対する4分の1の国庫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の3

分の1の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国の交

付金でございます。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国

の交付金で、前年度比で58％の増と大幅に増えておりますが、東日本大震災による医療費の増加に対する国庫

補助が、普通調整交付金から特別調整交付金へ振替となったことによるものでございます。 

4の療養給付費等交付金は、19億7,020万1千円、対前年度3.8％の増を見込んでおります。これは、退職被保

険者等の保険給付費等に対する、社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、退職者の保険給付費から、退

職者の国保税を除いた分が交付されるものでございます。なお、過年度分は、平成24年度分の確定に伴う追加

交付分でございます。 

5の前期高齢者交付金は、58億780万1千円で、対前年度2.6％の増を見込んでおります。これは、20年度に創

設された財政調整制度で、国保及び被用者保険の各保険者間における、65歳から74歳までの前期高齢者の偏

在による負担の不均衡を、加入者数に応じて負担調整を行い、前期高齢者数の多い国保には、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ございます。 

6の県支出金では、3の国庫支出金にも計上されております、高額医養費共同事業に関する県の負担金、特定

健康診査及び特定保健指導に関する県の負担金、普通及び特別調整交付金などでございますが、14億3,622万

1千円で、対前年度4.2％の増を見込んでございます。なお、特別調整交付金が60.5％の増と大幅に増えておりま

すのは、平成24年9月まで国庫補助されておりました東日本大震災に係る一部負担金免除への財政措置が、県

の特別調整交付金による措置へ振替となったことによるものでございます。 

7の共同事業交付金ですが、1件80万円を超える高額な医療費を対象に、県単位で費用調整する高額医療共

同事業として、一定の割合で県国保連合会から交付される高額医療費共同事業交付金と、1件30万円を超える高

額な医療費を対象とした保険財政共同安定化事業として、同連合会から交付される保険財政共同安定化事業交

付金の2つの交付金ですが、合計で、30億1,961万8千円で、対前年度3.4％の増を見込んでおります。 

8の財産収入は、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、地方交付税で措置されます事務費分、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、18億5,953万8千円、

対前年度2.9％の減の見込みとなっております。 

10の繰越金は、前年度からの繰越金で、4億9,404万5千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、国保資格のなかった者に

対し支給した保険給付費の返納金が主なもので、7,144万5千円の見込みでございます。 

歳入は以上ですが、合計で、272億969万7千円で、対前年度比1.5％の増の見込みとなっております。 

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、2億6,052万3千円で、対前年度比0.8％の減の見込みとなっておりますが､職員28人分の人件費

及び物件費、青森県国保連合会負担金が主なものでございます。 

次に、2の保険給付費は、一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付費、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178億8,331万7千円、対前年度0.8％の増の見込みとなっております。 
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3の後期高齢者支援金は、国保が加入者数に応じて、現役世代の支援分として負担する、後期高齢者医療費

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、35億 963万3千円、対前年度4.6％の増の見込み

となっております。 

4の前期高齢者納付金 350万２千円は、前期高齢者に係る給付費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が負担する納付金でございます。 

5の老人保健拠出金は、老人医療費及び事務費に係る拠出金でございますが、老人保健制度は平成19年度で

終了しておりますので、20年3月以前の精算分でございます。 

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、16億33万円、対前年度4.7％の増の見込みとなっております。 

7の共同事業拠出金は、都道府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、都道府県

内の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29億1,553万4千円で、対前年度1.0％の減の見込みとな

っております。 

8の保健事業費は、2億8千円、対前年度31.3％の増の見込みとなっておりますが、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、国保人間ドック健診委託

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、3億6,731万6千円で、対前年度20.2％の増の見込みとなっておりますが、これは、過年度に交

付された国庫負担金等の確定に伴う返還金でございます。 

10の予備費は、支出がなかったものでございます。 

歳出は以上ですが、合計で267億4,030万6千円で、対前年度1.7％の増を見込んでおります。 

始めにも申し上げましたとおり、歳入の1の国民健康保険税、歳出の2の保険給付費など、金額がまだ確定して

いない科目もございますが、歳入歳出の差引見込額は、4億6,939万1千円の黒字となる見込みとなっております。

ただし24年度からの繰越金を除きますと、単年度収支では約2,500万円の赤字となる状況でございます。 

    被保険者数が年々減少し、税収が落ち込んでいる一方で、一人当たりの医療費は右肩上がりとなっておりま

すことから、国保財政は非常に厳しい状況にあると考えております。 

 以上で、説明を終わります。 

●会長 ただいま平成25年度におけます決算見込の概要について説明いただきましたが、委員の皆様からのご

質問、ご意見等ございますでしょうか。 

●一同 異議なし 

●会長 ないようですので、ただいまの「（３）平成２５年度八戸市国民健康保険特別会計決算見込の概要につい

て」は、了承いただいたものとして取り計らいます。 

●一同 異議なし 

●会長 次に、「（４）平成26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。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 はい。それでは、平成26年度国民健康保険特別会計当初予算の概要について、ご説明いたします。資

料4をご覧ください。 
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先ほどご説明しました平成25年度決算見込みと同様、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年度当初予算を25年度当初予算との対比で整理し、その増減額と伸び率を示しておりま

す。予算の総額ですが、一番下の行になりますが、歳入・歳出とも合計は、265億7,660万1千円で、前年度より2億

9,252万1千円の減額、率にして1.1％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、対前年度比2.6％減の55億924万2千円でございます。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、対前年度比1.5％増の71億6,136万6千円でございます。 

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、対前年度比2.7％増の52億263万8

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、過去の実績等から、対

前年度比1.5％減の19億5,872万8千円を計上しております。 

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、対前年度比1.0％減の17億2,848万9千円でございます。 

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、対前年度比4.0％減の55億8,483万3千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

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等で、対前年度比1.4％増の14億173万2千円で

ございます 

7の共同事業交付金は、１件80万円を超える高額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

を超える高額医療費を対象とする保険財政共同安定化事業に係る交付金でございますが、県国保連から交付さ

れるもので、対前年度比0.5％増の32億3,550万8千円でございます。 

8の財産収入は、44万3千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、対前年度比2.0％減の18億9,568万3千円でございます。事務費等分と保険基盤安定費分（「参考

資料3－2」の左端の下側の保険者支援制度と保険料軽減制度）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、5,680万3千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、2億7,406万8千円でございます。 

2の保険給付費は、対前年度比1.2％減の177億7,882万円で、一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付

費や高額療養費、出産育児一時金、葬祭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、対

前年度比2.0％減の34億5,131万9千円でございます。 

4の前期高齢者納付金は、対前年度比18.8％増の246万8千円で、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の

調整を行うための納付金でございます。 
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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、対前年度比11.7％減

の14万4千円でございます。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、対

前年度比1.7％減の15億7,963万9千円でございます。 

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、対前年度比

0.5％増の32億3,554万円でございます。 

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、対前年度比2.3％減の1億9,196万5千円でございます。 

9の諸支出金は、3,263万8千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 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。 

●一同 異議なし 

●会長 ないようですので、ただいまの「（４）平成26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、

以上で了承いただいたものとして取り計らいます。次に「（５）平成26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。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 はい。それでは、平成26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５

をご覧ください。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28％が加入している、相互扶助の保険制度でございます。その被保険者

の健康増進と医療の確保のために、国保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、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。当市国保の被保険者数は、平成17年度には合

併の影響もあり、97,138人となりました。しかし、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64,956人となっております。 

一方、医療費は、被保険者の高齢化や医学・医療技術の進歩、生活習慣病などの慢性疾患の増加などにより

まして、年々増大しております。また、国民健康保険は、低所得者や高齢者の加入割合が高いという構造的な問

題を抱え、さらには、低迷する経済状況の影響等から保険税収入も思うように確保できない状況にあります。この

ように、国民健康保険事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

こうした状況の中で、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、国民健康保険事業の健全化を推進して参りたいと考えているものでござ

います。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簡単にご説明を申し上げます。まず1つ目の「財政健全
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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。 

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「要治療」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。 

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。 

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。 

以上、概要のみではございますが、平成26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 ただいま平成26年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画について説明いただきました。これに則っ

て今年度実施していきたいということでございます。ご質問ご意見等ございますでしょうか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 はい。２つほどお伺いしたいんですが、５ページの真ん中より少し下のところに｢新規滞納者に対し、納税

コールセンターから自主的納付の呼びかけを行い｣とありますが、効果というのはいかほどでしょうか。それから６

ページの上の｢財産の差押え｣などは実際に行われているのでしょうか。以上の２点についてお願いします。 

●担当 はい。私からお答えいたします。所管課が財政部の収納課というところになりますので、具体的な数値等

は手元には持ち合わせておりません。コールセンター事業については対象の方は、滞納者というよりは当該年度

の、例えば平成25年度の国民健康保険税を賦課をして、最初の納期が７月から始まっていくんですけれども、そ

の第１期の納付が遅れ気味になっているような方達を対象に、新規の滞納者を作らないために年度内の納付を目

標に、督促状などが出ている人たちを対象に、コールセンターは委託してるんですけども、そちらのほうから電話

がけを行って、納め忘れはないですかという呼びかけを平成24年度から行っているところでございます。今３年目

に入るところなんですけども、収納課の担当者からは、それをやったからすぐ効果、例えば収納率が何％も格段

に上がったというふうなことではないけれども、新たな滞納者を発生させないように意識の醸成を図っていますと

いうふうに聞いております。 

 ２点目、差押えについての件数も、申し訳ありませんが、ちょっとないんですけれども、具体的には、以前は電話

債権の差押えなどをやっていたそうなんですけども、よく言われている不動産など資産がある者に対して差押えを

するというようなことをやっているのと、あとは、給料、国保の加入者なんですけども勤め先が社会保険がなくて国

保に入っているような方の場合は、その収入の状況に応じて給料の照会をして可能な限り差押えをしているとか、
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あとは、国保を抜けて現在社保、社会保険に入っているけれども、国保に入っていたときの滞納があれば今いた

だいているお給料を一部差押えをする場合があると。そういった状況です。すいません、件数は手元にないんで

すけれども。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 ただあの、25年度の見込みでも単年度であれば若干マイナスだと。という見込みの中であれば、支出の

ほうはそう簡単には減らないでしょうから、やはりこの収納率をあげるというのしか解決策がないのかなというような

感じがしておりまして。以前お伺いしたときには85％を目標にしてるんだと、現在は88％ぐらいまで数値がいって

いるようなんですけども、その辺のところがいちばんネックかなと感じておりました。 

●会長 ほかに何かありますか。 

●会長 ないようですので、ただいまの「（５）平成26年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画について」は、

了承いただいたものとして取り計らいます。 

●会長 予定したものは以上でございますが、その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいです

か。その他、事務局から何かございますか。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 はい。皆さまのお手元に白い「国民健康保険図鑑」というものを配布してございます。これは県の国民健

康保険連合会で作成した冊子でございます。県内の国保の状態が記載されてございますので、後ほどご覧いた

だければと思います。県下の状態が一目瞭然で、色分けしてありかなり見やすい仕様になっているので参考にし

ていただければなと思います。私のほうからは以上です。 

●会長 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54分 閉会] 


