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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、事務局より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町田秋雄様が、１月８日付けで

当運営協議会委員を辞任されました。その後任といたしまして、同協議会推薦により１月 28 日付けで下

田真一様へ市長より委員を委嘱しております。 

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。 

●部長 委嘱状。下田真一様。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 27 年１

月 28 日から平成 28 年３月 31 日までとします。平成 26 年１月 28 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 本日の出席委員は 14 名で、欠席委員は嶋野委員、佐々木委員、高橋委員、佐藤委員の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、資料の確認をさせていただきます。本日お配りしましたのは次第と資料１と資料２です。その

他、参考にご用意いたしましたのは、委員名簿、国民健康保険図鑑、八戸市の国保と年金でございます。

不足の方はいらっしゃいませんでしょうか。  

 それでは、坂本会長から、ご挨拶をお願いいたします。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。委員の皆様には年度末の大変お忙しい中ご参集いただきまして、真にありがとうございま

した。今年度最後の第３回目の協議会ということで、２７年度の予算の概要と、制度の改正があるようで

すので、そのことについての報告があるとのことです。国民健康保険は日本が世界でいちばん進んでいる

制度を持っておりますので、皆保険の中心がこの国民健康保険となっています。この国保を健全な状態で

運営していけるように、市町村は頑張っているわけであります。段々これが広域化、都道府県が運営する

という風に新聞等で出ております。厚生労働省もそういう方向のようでありますので、私どもも、そうな

ったとしても、地域住民の健康の要を担っているという考えでおりますので、引き続き、皆さんに協力を

お願いしたいと思います。予算は初めて、300 億円の予算になったと聞いております。そういう意味で、

案件は３つございますけれどひとつひとつ審議して参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

●会長 それでは、早速、次第に従いまして進行させていただきます。最初に会議録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、菊池委員と工藤委員にお願い

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、議事の平成２７年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について、
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ご説明をお願いいたします。 

●課長 はい。 

●会長 柴田課長。 

●課長 はい。それでは、平成 27 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１をご覧ください。 

 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、27 年度当初予算を

26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・歳出ともに総額は、300 億 1,785 万 7 千円で、前

年度より 34億 4,125万 6千円の増額、率にして 12.9％の増となっております。 

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 7.4％減の 51億 119万 1千円を計上しております。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。 

  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 1.4％減の 70億 5,984万 4千円を計上し

ております。国庫負担金は、一般被保険者分の療養給付費、高額療養費等に係る国の負担金でございます。

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ございます。 

  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 21.5％減の 13 億 5,612 万 5 千円を計上しております。退職被保険者

医療制度につきましては、本年３月で終了することに伴い、被保険者の療養給付費の減の見込まれること

から減額をしております。 

  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、対前年度比 9.1％増の 60億 9,510万 2千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 2.7％減の 13億 6,413

万円を計上しております。 

  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１円以上の全ての医療費を対象とする「保険財政共同安定化事業交付金」でございますが、「保険財

政共同安定化事業交付金」につきましては、平成 26年度までは、１件 30万円を超える医療費を対象に、

県単位で費用調整し交付されてまいりましたが、平成 27 年度からは、１件１円以上の全ての医療費を対

象とし、調整の上、県国保連から交付されることとなったため、対前年度比 116.7％増の 70億 1,155万 4

千円を計上しております。 

 8の財産収入 35万円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、対前年度比 3.9％増の 19億 6,973万 4千円を計上しておりますが、地方交付税で措置さ

れる事務費等分と、保険税軽減分等の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、5,732万 5千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。 
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  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 29 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 7,632

万 8千円を計上しております。 

  2 の保険給付費は、対前年度比 0.5％減の 176 億 9,042 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 3.4％減の 33億 3,267万 6千円を計上しております。 

  4の前期高齢者納付金は、対前年度比 23.9％減の 187万 9千円で、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。 

  5の老人保健拠出金は、10万 5千円でございますが、老人医療制度の清算等に伴う費用を拠出するもの

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 6.2％減の 14億 8,207万 9千円を計上しております。 

  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 116.7％増の 70 億 1,158 万 6 千円を計上しておりますが、これは、歳入でもご説明いたしまし

たが、「保険財政共同安定化事業」につきまして、平成 27年度の制度改正により、１件 30万円を超える

医療費から、１件 1 円以上の全ての医療費を対象とすることになったことに伴い大幅な増額となったもの

であります。 

  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 1.6％増の 1億 9,505万 9千円を計上しております。 

  9 の諸支出金は、2,772 万 5 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。 

  以上が、平成 27 年度の国民健康保険特別会計予算の概要でございますが、本予算案は、現在、開会し

ている３月市議会に提案し、ご審議いただいているものでございます。 

  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。ないようですので、ただいまの平成２７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、了承いただいたものとして取り計らいます。 

●会長 次に、平成２７年度の制度改正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、平成 27 年度国民健康保険税の改正について、ご説明いたします。お手元の資

料２をご覧ください。 

 平成 27 年度国民健康保険税の改正につきましては、現在、国において地方税法施行令の一部改正を検

討しておりますが、本日は、その改正の概要についてご説明いたします。 

 １点目は、「課税限度額の見直し」でございます。 

これは、保険税の基礎課税額に係る課税限度額を、現行 51万円から 52万円へ、後期高齢者支援金等課税

額に係る課税限度額を、現行 16 万円から 17 万円へ、介護納付金課税額に係る課税限度額を、現行 14 万
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円から 16万円へ、それぞれ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軽減判定所得の見直し」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いて、被保険者の数に乗ずべき金額を、現行

の 24万 5千円を 26万円に引き上げ、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 45万円から 47万円に引き上げるものでございます。 

 改正の概要は、以上でございますが、国の政令改正後、当市の関連条例の改正について、平成 27 年６

月市議会定例会に提出する予定としております。 

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。 

●委員 現在の 81万から 85万に引きあがるというのは、大変だと思いますが、どこまであがっていくの

でしょう。 

●課長 限度額につきましては、国のほうで、現在限度額を超えている被保険者が 2.3％程度いるそうで

す。これを 1.5％にしたいというのが、国の考え方のようです。八戸市の場合は約２％前後ですけども、

来年７月の定期課税をしてみないと何とも言えませんが、率は下がってくるものと考えております。どこ

まで上げるつもりなのかはちょっと分かりませんけれども、国は 1.5％までもっていきたいという考え方

のようです。３年後には国保の制度が県に移行になりますけども、それまでの間どのような制度改正にな

っていくのか状況を見て行きたいという風に思っております。 

●会長 以上でよろしいですか。 

●一同 異議なし 

●会長 では、ただいまの説明については、ご意見はございましたけれども、説明を了承したものとして

終了したいと思います。 

●会長 その他、事務局から何かございますでしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 柴田課長。 

●課長 皆様のお手元に「平成 26年度八戸市の国保と年金」と「平成 26年度版国民健康保険図鑑を配付

しております。国保と年金は当市で毎年作成しているもので、八戸市国保の状況が詳細にわかるものとな

っております。国民健康保険図鑑は県国保連で作成したもので、県内の国保の状況を比較した地図などが

掲載されております。後ほどご覧頂きまして、皆様の参考にしていただければと思います。以上です。 

●会長 その他委員の皆様から何かございますか。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３時20分 閉会] 

 


