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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。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 始めに、私のほうから１件ご報告がございます。被用者保険等保険者代表委員のうち青森県被用

者保険等保険者連絡協議会からのご推薦によりご就任いただいておりました清澤正様が、９月 30 日付け

で当運営協議会委員を辞任されております。その後任といたしまして、同協議会より推薦をいただきまし

て 10月１日付けで鳴海文紀様へ市長より委員を委嘱されております。 

それではただいまから、委嘱状の交付をさせていただきたいと思います。本日は市民健康部長より交付

させていただきます。 

●工藤部長 委嘱状。鳴海 文紀様。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 10月１日から平成 28年３月 31日までとします。平成 26年 10月１日八戸市長、小林眞。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

●司会 本日の出席委員でございますが、18 名で全員ご出席でございます。本日は、委員の過半数が出

席しておりまして、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きました資料で

すけれども、次第と資料１、参考資料１と２、それから資料の２、参考資料の３でございます。その他に

は、本日、ご用意いたしましたのは、委員名簿でございます。おもちでない方や不足のある方いらっしゃ

いましたらお知らせください。 

 それでは、坂本会長から、一言ご挨拶をいただきまして、また、引き続き議事の進行につきましてもよ

ろしくお願いします。 

●会長 はい。委員の皆様におかれましては真に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。今日はまた全員の委員の出席ということで、本当にご苦労様でございます。新聞テレビ等で

ご承知のように、医療費が年々最高支出というようなことが記事になっておりますが、そういう中で医療

の充実というのは大変大事なことでございます。そういう中で健康保険を、いかに制度を守っていくか、

特に国民健康保険というのが、国民全ての皆保険制度の中心になっております。そういう意味で八戸市民

の健康を守るために 18 人の委員の皆様にはご協力のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。今日

は御案内のように 25 年度の決算について、また、二つ目は出産育児の手当のことについての制度の説明

があるようですので、どうぞ、皆様の忌憚ないご意見をよろしくお願いしたいと思いまして、ご挨拶とさ

せていただいて会議を進めさせていただきます。 

●会長 それでは、会議録の署名委員を選出いたします。 

選出につきまし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、佐々木委員と石田委員にお願

いをいたします。よろしくお願いいたします。 

●会長 それでは、早速ですが、議事の（１）平成２５年度八戸市国民健康保険特別会計決算の概要につ

いて、ご説明をお願いいたします。 
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●課長 はい。 

●会長 柴田課長。 

●課長 はい。それでは、平成２５年度八戸市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、25

年度決算額を 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。 

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 4,513万 9千円で、

対前年度比 0.9％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、289万 3千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、合わせて、70億 7,464万 1千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、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の負担金でございます。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、19億 7,020万 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、58億 780 万 1千円でございます。 

6 の県支出金は、14 億 3,605 万 1 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、30億 1,961万 8千円でございます。 

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、18 億 5,953

万 8千円でございます。 

10の繰越金は、前年度からの繰越金で、5億 1,676万 3千円でございます。 

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、9,070万 4千円でございます。 

歳入合計で、273億 2,411万 2千円で、対前年度比 1.9％の増となっております。 

次に、右側の歳出について、ご説明申し上げます。 
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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 6,879万 7千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 178 億 8,289 万 6 千円、対前年度比 0.8％の増となって

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、35億 963万 3千円でございます。 

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、350万 2千円でございます。 

5の老人保健拠出金は、老人医療に係る拠出金で、14万 3千円でございますが、老人保健制度は、平成

19年度で終了しておりますが、平成 20年 3月以前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、16億 33万円でございます。 

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 1,553万 5千円でございます。 

8 の保健事業費は、1 億 5,808 万 1 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、3 億 4,278 万 5 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、266 億 8,170 万 2 千円で、対前年度比 1.5％の増となっておりま

す。歳入歳出の差引額 6億 4,241万円は、26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 21 年度は、一般被保険者と退職被保険者の合計は、

72,591人でありましたが、平成 25年度は、66,362人となり、約 6千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ございますが、毎年、約 2,000人から 2,400人が移行しております。

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、被保険者数が減少している中で、医療費は増加傾向を示しており

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)の収入額・

収納率の推移ですが、平成 25 年度の収納率は、一般分、退職分合計で、86.16％であり、前年度から

0.3％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。 

４の基金についてですが、市町村国保の財政調整基金は、インフルエンザの流行など予想外の給付増に
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備え、保険財政の安定・強化のため、過去３年間の保険給付費等の平均に対し５％以上に相当する額を保

有するよう厚生労働省国保課長通知で示されております。当市の場合、約 11 億円が目安となっておりま

す。当市においては、平成 16 年度末に全額を取り崩して以来、基金を保有していない状況がしばらく続

いておりましたが、平成 21年度以降に積み立てを行い、平成 25年度末の基金合計は、利息を合わせ 9億

209万円となっております。 

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５年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。 

歳入歳出差引額は、各年度、何とか黒字を計上し、基金の積み立ても行って参りました。また、単年度収

支は、平成 23年度は赤字ですが、その他の年度では黒字を計上しております。 

しかしながら、国保税収入は、被保険者の課税所得の伸び悩み、被保険者数の減少、景気の先行きに不

透明感があること等により、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、26 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、増加傾向が続いており、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、25 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、医療費の動向に注視しつ

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、現在、国では、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、いわゆる

プログラム法に基づき、国民健康保険のあり方について、財源等の財政上の構造問題、保険者のあり方、

保険料・保険税のあり方等の国保の運営問題等について検討が続けられております。 

引き続き、国の議論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 ただいまの柴田課長のほうから決算状況についてご説明いただきました。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。 

●委員 参考資料１の下段の収入額・収納率の欄ですけども、ここに滞納繰越分というのがございますけ

ども、２５年度から見ると滞納分で４億 8,300万収入があったということですか。 

●課長 はい。 

●委員 そうすると、滞納分は 33億くらいあるということになりますけども。 

●課長 はい。滞納繰越分は 40 億近い金額が未納になっております。これを今順次、収納課職員が滞納

繰越分を整理するよう努力しております。 

●委員 もうひとつ関連しますが、収納率のところですけれども、目標 88％に対して、一般と退職者分

86.16％なんですけども、これの滞納の部分と繰越滞納部分の原因というのはどういうようなものでしょ

うか。 
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●課長 はい。実質的には国保税だけが滞納になっているわけではなく、全ての税の部分での滞納が続い

ているのでしょうが、今までのデフレからの個人の収入の減、それから、どうしても国保については税負

担が大きく感じると思います。その部分で１期、２期の納付漏れなんかが続くと大きな金額になってしま

う、大きな金額になると納付がきつくなってしまうというような状況が続いているものと聞いております。

督促状もしくは納税相談等を収納課でやっております。夜間の訪問、休日の訪問等もやりながら納めてい

ただくよう模索してはおりますが、なかなか目標をクリアできないというような状況でございます。 

●会長 他にございませんか。ないようですので、ただいまの平成２５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、了承いただいたものとして取り計らいます。 

●会長 次に、出産育児一時金の支給額について説明をお願いします。 

●課長 はい。 

●会長 柴田課長。 

●課長 はい。それでは、出産育児一時金の支給額についてご説明いたします。 

お手元の資料２をご覧ください。 

今回の見直しの内容ですが、産科医療補償制度の改正により、本制度の掛金が３万円から１万６千円に

引き下げられたことに伴い、出産育児一時金の支給額を見直すものでございます。総額の 42 万円を維持

し、出産育児一時金の額を 39万円から 40万４千円に、産科医療補償制度対象の出産の場合の加算額を３

万円から１万６千円とするもので、八戸市国民健康保険条例の関係条項を改正するものでございます。 

施行年月日でございますが、平成 27年１月１日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 12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ございます。 

参考資料３をご覧ください。産科医療補償制度についての資料でございます。 

本制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防

止の機能を併せ持つ制度として創設されたもので、目的、運営組織、補償の対象等は記載のとおりでござ

います。下段の八戸市内の状況でございますが、現在、八戸市内の分娩が可能な医療機関は、記載の５医

療機関であり、全ての医療機関で本制度に加入しております。 

以上で説明を終わります。 

●会長 ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。ないようですので、た

だいまの出産育児一時金の支給額についての説明を了解したものとして取り計らいます。 

●会長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。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30分 閉会] 

 


