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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 28 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の交付をいたします。本日は、市長が他の公務のため、大平副市長 

が出席しております。それでは、大平副市長、よろしくお願いいたします。 

 

【委嘱状交付】 

 

●司会 これより、協議会に入ります。本日の出席委員は１６名でございます。欠席委員は、保険医等代

表である袴田委員、公益代表である佐藤委員の２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。 

●司会 はじめに、大平副市長からご挨拶申し上げます。 

●副市長 先ほど司会からもありましたとおり、市長公務出張中でございます。市長から挨拶文を預かっ

ておりますのでご披露申し上げます。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、厚くお礼を申し上げます。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申し上げます。 

 さて、ご承知のとおり、国では将来世代への負担の先送りを抑制し、全世代型の社会保障を目指した社

会保障・税の一体改革が推し進められております。その一環として、昨年度、市町村と都道府県が国保の

共同保険者となることなどを柱とした医療制度改革関連法案が成立しました。国民皆保険の礎として日本

の高い保健医療水準を支えてきた国民健康保険は制度発足以来の大きな改革期を迎えております。このよ

うな大きな転換期において、当市といたしましても、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、挨拶といたします。平成２８年５月１０日。八戸市長、小林 眞。代読でございました。本日はよろ

しくお願いいたします。 

●司会 それでは、八戸市国民健康保険運営協議会規則第２条により、最初に召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、市長の代理として副市長が議長を務め、

議事を進行させていただきます。 

●副市長 会長が決まるまでの間、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 指名推薦でお願いします。 

●副市長 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。 

●副市長 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
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お願いいたします。 

●委員 はい。 

●副市長 委員。 

●委員 この制度改正の中で、諸課題難儀する場合があるかと思いますので、引き続き坂本委員を会長に

御推薦申し上げます。 

●副市長 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。 

●副市長 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、会長席にお着きのうえ、就任のご挨拶と議事進行をお願いします。 

●会長 ただいま皆様から会長ということでご推挙を賜りました。もとより浅学非才ではございますが、

皆様と一緒に安定した国保運営のために頑張って参りたいと思います。ただいま大平副市長のご挨拶の中

にもございましたが、平成 30 年から市町村と都道府県が主体となって国保の運営を行うということが法

律で決まっております。そういう状況の中で、青森県においても準備が始まりつつあります。国民の命を

守る保険という制度は世界に誇れるものでありまして、日本国だけの制度と言っても過言ではございませ

ん。この国民皆保険、すばらしい機能をもった健康保険証を国民全員が持っているこの制度、これを支え

ているのは国民健康保険でございます。これを持続可能な制度に変えていきながら保持していくことが絶

対必要だと考えております。そういう中で、八戸市の国民健康保険制度が安定的に運営されますように、

市長から諮問などがあった場合は、それに対して私どもはきちんと協議の上、市民の声をこめて答申をし

ていくという大事な役割を持っておりますので、これから２年間、皆様どうぞよろしくお願いいたします 

●会長 副市長は、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。

副市長、お忙しい中ありがとうございました。 

●会長 次に、次第の５会長職務代理者の選出ですが、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、いずれの方法で行うか、お諮りいたします。 

●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、会長に一任したいとの発言がございましたが、私からの指名でよろしいで

しょうか。 

●一同 異議無し。 

●会長 異議なしということで、それでは私から指名いたします。前年度に引き続きまして、田名部委員

を会長職務代理者に指名いたします。田名部委員、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。 

●田名部委員 ただいま、ご指名をいただきました田名部でございます。微力ではございますが、国保財

政の健全化のため、坂本会長はじめ、委員の皆様方のご指導を仰ぎながら職務を全うして参りたいと思っ

ております。どうか、今後ともよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。 

●会長 田名部委員には、今後、職務代理者として、よろしくお願いいたします。 

●会長 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、「会議録署名委員の選出」ですが、 
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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。 

●一同 異議無し。 

●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、嶋野委員と本田委員にお願い

いたします。 

●会長 次に、今回は，今年度最初の協議会ですので、国保年金課 担当職員の紹介をお願いしたいと思

います。工藤朗健康部長、よろしくお願いいたします。 

●部長 国民健康保険事業を所管いたします、健康部長の工藤でございます。それでは、今年度の運営協

議会事務局の職員を紹介させていただきます。 

 

【事務局職員紹介】 

 

●会長 それでは、議事に入ります。（１）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 藤田課長。 

●課長 はじめに、お手持ちの資料の確認をさせていただきます。事前に送付させていただいた資料が、

資料１、資料２、参考資料２－１、参考資料２－２、資料３、参考資料３－１、資料４です。本日お配り

いたしましたのが出席者名簿、平成 28 年度版国民健康保険図鑑、また、新任の委員の皆様には八戸市の

国保と年金をお配りしております。不足のある方はいらっしゃいますでしょうか。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い期間の延長について、ご説明いたします。お手元の資料１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２８年３月３１日まで、その支払いを免除して参りましたが、厚生労働省よ

り、平成２８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、免除取扱い期間

を延長すること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区域につきましては、当市の国民健康保険の被保険者、後期高

齢者医療制度の被保険者とも、平成２９年３月３１日まで、取扱い期間を延長するものでございます。次

に、②の、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延長期間につきましては、震災時の居

住区域及び所得金額により、平成２９年２月２８日または平成２８年９月３０日までとなっております。

なお、現時点で、当市には１名の対象者がいらっしゃいます。 

 次に、３の財政支援でございますが、(1)の、当市を含む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。また、(2)の福島原子

力発電所事故に伴う避難指示区域等の被保険者につきましては、震災時の居住区域及び所得金額により、

国補助金または調整交付金の交付対象となるものでございます。なお、一部負担金免除の対象となる方々
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には、３月下旬に、当市及び後期高齢者医療広域連合から「一部負担金免除証明書」を送付しております。 

 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、委員の皆様からご質問、ご意見を承りたいと思います。皆様、何

かございますでしょうか。ないようですので、ただいまの案件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としてよろしいでしょうか。 

●一同 異議なし。 

●会長 それでは、この件は、了承といたします。 

●会長 続きまして、（２）平成 27 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、事務局

から説明をお願いいたします。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 それでは、平成 27 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 2-1 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 27年度決算及び 28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 2-2 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、参考としていただければと思います。 

 次に、参考資料 3-1 をご覧ください。これは、次の議案であります平成 28 年度国保特別会計予算に関

する参考資料としてお配りしておりましたが、基本的な考え方は 27 年度も変わりありませんので、ここ

でご説明させていただきます。この、「国保財政の現状」というタイトルの資料は、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％は被

保険者が支払う保険料または保険税ということになっております。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、他の保険者から国保が受ける交付金で

ございます。 

 それでは、国保特別会計の平成 27 年度決算見込みについて、ご説明いたします。資料 2 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 年度決算見込

みを 26 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、49億 2,981万 5千円

で、対前年度比 7.6％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
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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まして、66億 5,705万 4千円で、

対前年度 3.2％の減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、右側の歳出の表の２保険給付費のうち、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、３後期高齢者支援金、及び６介護納付金に対する 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７共同事業拠出金のうち、高額医療費共同事業拠出

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、歳出の８保健事業費に含まれてお

ります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、普通調整交付金で補足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 21.2％の減となっておりますが、これは東日本大震災による医療費の増加に対する国庫補助の

算出方法が、見直しとなったことによるものでございます。災害臨時特例補助金は、先ほどもご説明しま

した東日本大震災に係る一部負担金免除のうち、福島原発からの避難者に係る部分について、費用の 8 割

が国庫補助されるものでございます。システム改修事業費補助金は、マイナンバー制度の導入に伴うシス

テム改修経費に対する補助金でございます。4の療養給付費等交付金は、13億 5,327万 4千円、対前年度

16.2％の減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 26 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、60 億 9,385 万 1 千円で、対前年度 9.2％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

る負担の不均衡について、加入者数に応じた負担調整を行うというもので、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、特定健康診査及び特定保健指導に

関する県の負担金、普通調整交付金及び特別調整交付金などでございますが、13 億 4,719 万 1 千円で、

対前年度比 6.3％の減を見込んでおります。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１円以上の全ての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、66 億 879 万 6

千円で、対前年度 132.1％増と激増となっております。これは、平成 26 年度までは、保険財政共同安定

化事業の対象が１件 30 万円以上の医療費であったものが、制度の見直しにより 1 件１円以上の全ての医

療費が対象となったことによるものであります。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 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、23 億 6,350 万 9 千円、対前年度比 15.0％の増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 3,456万 6千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、5,732 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、298 億 4,864 万 3 千円で、
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対前年度比 12.7％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 5,747 万 2 千円で、対前年度比

4.2％の減の見込みとなっておりますが､職員 29 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 176 億 1,423 万 9 千円、対前年度 1.7％の

増の見込みとなっております。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、33 億 

3,821万 2千円、対前年度 3.3％の減の見込みとなっております。4の前期高齢者納付金 219万 8千円は、

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、平成 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、13 億 8,823 万円、対前年度比 12.0％の減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 67 億 877 万 3 千円で、対前年度 129.2％の増の見込みとなっております。

先ほど、歳入のところでご説明しましたとおり、平成 27 年度から１円以上の全ての医療費が対象となっ

たことから、歳出につきましても激増となったものであります。8 の保健事業費は、1 億 3,160 万円、対

前年度 21.2％の減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、1 億

8,275万 7千円で、対前年度 44.1％の減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 296億 2,361万 4千円で、対前年度 13.7％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、2 億 2,502 万 9 千円の黒字の見込みとなっておりますものの、26

年度からの繰越金を除きますと、単年度収支では約 2億 1,000万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。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決算見込

の概要については、以上でよろしいでしょうか。 

●一同 異議なし。 

●会長 それでは、この件は、終了といたします。 

●会長 続きまして、（３）平成 28 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 藤田課長。 



 7 

●課長 それでは、平成 28 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３をご覧ください。 

 先ほど 27 年度決算の表と同様に、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、28 年度当初予算を 27 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、292 億 465 万円で、前年

度より 8億 1,320万 7千円の減額、率にして 2.7％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 6.7％減の 47 億 5,935 万 5

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、100 万 1 千円で、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 6.8％減の 65 億 8,000 万 5 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。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が主なものでございます。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 5.8％減

の 12億 7,687万 7千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、平成 27年３月で新

規適用は終了し現在は経過措置中のため、被保険者は減少傾向にありますことから、療養給付費の減を見

込み、当交付金も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 4.9％減の 57 億 9,889

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 3.5％減の 13 億 1,654 万 3 千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、対前年度比 1.1％増の 70 億 8,634 万円を計上して

おります。8の財産収入 35万 1千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、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が、保険税の軽減分に対する財政支援が拡充されたことから、対前年度比

18.2％増の 23 億 2,790 万 7 千円を計上しております。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、5,737万 8千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 33 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 9,931 万 5 千円を計上しております。2 の保険給付費は、対前年

度比 2.7％減の 172 億 877 万 8 千円で、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 7.0％減の 30 億 9,908 万円を計上してお

ります。4の前期高齢者納付金は、対前年度比 15.2％減の 159万 4千円で、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、13万 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社会保険診療報酬支払基金へ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

13.0％減の 12 億 8,925 万 6 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」
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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 1.1％増の 70 億 8,637 万 2 千円を計上し

ております。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、前年度とほぼ同額の 1 億 9,506 万 9 千円を計上しております。9 の諸支出金は、

2,505万 1千円を計上しておりますが、国保税の過誤納金還付金が主なものでございます。 

 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。ないようですので、ただいまの平成 28 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、以上でよろしいでしょうか。 

●一同 異議なし。 

●会長 それでは、この件は、終了といたします。 

●会長 続きまして、（４）平成 28 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 藤田課長。 

●課長 それでは、平成 28 年度の八戸市国民健康保険重点事業実施計画についてご説明いたします。資

料４をご覧ください。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。 

 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

25.8％が加入している相互扶助の保険制度でございます。当市国保の被保険者数は、平成 17 年度には南

郷村との合併の影響もあり、97,138 人となりましたが、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、近年は市の人口自体が減少傾向にあることな

どから、ここ数年は１年間に 2,000人から 3,000人程度減少してきており、本年 4月 1日現在の被保険者

数は、59,174 人となっております。また、医療費につきましては、被保険者は減少しているものの、高

齢化の進展や医療技術の進歩、生活習慣病などの慢性疾患の増加等により、総額では横ばい状況が続いて

おり、１人あたりの額は、年々増加傾向にあります。 一方、低所得者や高齢者の加入割合が高いという

国民健康保険制度の構造的な問題等の影響によって、保険税収入は思うように確保できない状況にあり、

国民健康保険事業の財政基盤はぜい弱なものとなっており、国民健康保険を取り巻く環境は、依然として

厳しい状況にあります。このような中で、被保険者の健康増進と医療の確保のために、国民健康保険事業

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

画では、平成 28 年度の国民健康保険事業の具体的な運営事項を定め、その円滑な推進を図るために、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

諸施策を実施していくこととしております。 

 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

の大きな柱立てといたしまして項目を整理しておりますが、それぞれ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、昨年度からの変更点及び主な事業などについ

て簡単にご説明を申し上げます。まず 1 つ目の「財政健全化対策の推進」につきましては、予算編成や国

保税の賦課などについては、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
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収納率向上対策の推進」につきましては、まず新規事業としまして、(5)の収納体制の充実強化を図るた

め、この４月から開始しておりますコンビニ収納の項目を追加いたしました。その他、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「要精検」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、まず変更

点としまして、昨年度は『(1)保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定・実施』としておりました

が、27 年度中に計画を策定しましたので、項目名を『計画の実施』とし、効果的・効率的に保健事業を

実施することといたしました。また、継続事業としましては、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、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２８年度八戸市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。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 ７ページ４の（７）「健康まつりの開催」とありますが、これは南郷地区で例年開催されている

「健幸まつり」とは別の事業として八戸市で実施しているということでよろしいですか。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 記載の「健康まつり」は、八戸市の事業として、毎年９月末に健康関連団体のご協力をいただき

ながら、八戸市公会堂・公会堂文化ホールで実施しているものです。 

●部長 はい。 

●会長 工藤部長。 

●部長 補足で説明いたします。おそらく、南郷地区の「健幸まつり」は合併前の南郷村から継続して行

われている南郷地区独自の事業であり、合併後も健康づくり推進課が中心となって実施しておりますので、

ここでいう「八戸市健康まつり」とは別個の事業となっております。 

●会長 他に何かございますか。 

●委員 はい。 
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●会長 委員。 

●委員 ５ページの２、収納率向上対策の推進につきまして、２８年度の目標収納率 88％を目指してお

られるということで、青森市の収納率に近づけるような目標であるとお見受けいたしました。ただ、26

年度までの実際の収納率は 86％程度であるようですので、それを２ポイント近く上昇させるというのは

なかなか難しいのではないかと思います。この収納率がなかなか伸びない最大の要因というのはどのよう

なものであるとお考えですか。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長 

●課長 私どもといたしましても、徴収担当である収納課中心に外回り等に努めているわけでございます

が、先ほども申しましたように、国保加入者には低所得者が多く、税の負担感というものが大きいのが納

付につながりにくい原因であると考えております。 

●会長 他に何かございますか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 28 年度の事業及び当初予算についてご説明いただきましたが、28 年度、市として特に重点的に

予算を配分しているような事業がございましたら教えていただきたい。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 予算を特に重点的に配分しているわけではございませんが、５ページにございますコンビニ収納

の開始が新規事業でございますので、今年度重点的に取り組んで参りたいと考えております。納付がより

手軽になることで、収納率の向上につなげていければと期待しております。 

●委員 支出の部分で、医療費の削減につながるような具体的な事業はございますか。 

●課長 予算の面において今年度特に重点的に配分した事業はございません。 

●委員 わかりました。 

●会長 他に何かございますか。ないようですので、ただいまの平成 28 年度八戸市国民健康保険重点事

業実施計画については、以上でよろしいでしょうか。 

●一同 異議なし。 

●会長 それでは、この件は、終了といたします。 

●会長 その他、委員の皆様、事務局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2時00分 閉会] 

 


