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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。それでは定刻となりまし

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 本日の出席委員は１３名で、欠席委員は松橋委員、袴田委員、中村郁子委員、一戸委員、鳴海委

員の５名でございます。本日は、委員の過半数が出席しており、かつ、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。 

 資料の確認をさせていただきます。本日、お配りいたしましたのは、委員名簿でございます。また、事

前に送付しておりましたのは、次第と資料１、参考資料１、参考資料２でございます。不足のある方はい

らっしゃいますでしょうか。 

 それでは、坂本会長、一言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

しくお願いいたします。  

●会長 それでは会議に先立ちましてご挨拶を申し上げます。委員の皆様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した。国民健康保険は皆保険制度の中で、中心的

な役割を担っております。ほとんどの市民の皆さんがこの国民健康保険制度があることによって、八戸市

民を含めた国民全体が保険証を持ち、いざという時、病気になった時には安心して医療の提供を受けられ

るというすばらしい制度でございます。これは制度的に維持していかなければなりません。そういう意味

で市町村が保険者ということで今までやってきておりましたが、30 年以降は新たに都道府県も保険者と

して加わるということになります。そういう中でも、八戸市の保険者という立場は変わらないようであり

ますので、この運営協議会の重要性は益々増してくるものと思っております。今日の案件は御案内のとお

り、27 年度においての国保会計決算の概要の説明が主な議題でございます。事務局から説明をいただい

た上で、皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

●会長 続いて会議録署名委員を選出いたします。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、中村喜夫委員と吉田委員にお

願いをいたします。 

●会長 それでは、議事に入ります。平成２７年度八戸市国民健康保険特別会計決算の概要について、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。 

●課長 それでは、平成 27年度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は、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年度決算額を 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。 

 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、50億 8,019万円で、対前年度比 4.8％の減となっております。 

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、266 万 8 千円となっております。3 の国庫
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支出金は、国庫負担金と国庫補助金、合わせまして、66 億 9,514 万 3 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、歳出の、一

般被保険者分の 2 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 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、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、災害などの普通調整交付金では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、13億 5,327万 4千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、60 億 9,385 万 1 千円となっております。6 の県支出金は、13 億 7,115 万 5 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 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

事業交付金の二つの合計で、66 億 879 万 6 千円となっております。なお、保険財政共同安定化事業交付

金は、前年度比で約 36 億円 152.4％の増と大きく伸びておりますが、これは制度改正により、26 年度ま

では 1 件 30 万円を超える医療費が対象となっていたものが、1 件 1 円以上の全ての医療費が対象となっ

たことにより、この事業の規模が拡大したものであります。後ほどご説明します歳出の 7 共同事業拠出金

の中の保険財政共同安定化事業拠出金も同様に大幅に増となっており、歳入歳出の差引で見ますと、それ

ほど大きな増減とはなっていないものであります。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、23 億

6,350万 9千円でございます。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、1億 730万 8千円となっております。 

 歳入合計では、301億 1,122万 1千円で、対前年度比 13.7％の増となっております。 

 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、職員 30 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 6,430 万 7 千円となって

おります。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 176 億 1,423 万 9 千円、対前年度比 1.7％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、33億 3,821万 2千円でございます。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、219 万 8 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、13 万 3 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、19 年度までの診療分の精算に係る事

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
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払基金に支払う納付金で、13億 8,823万円でございます。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共同事業のための拠出金でございます。１件 80 万円を超える医療費に係る高

額医療費共同事業と、１件 1 円以上の全ての医療費に係る保険財政共同安定化事業への拠出金で、合計

67億 877万 4千円でございます。8の保健事業費は、1億 6,701万 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、1 億 8,544 万 9 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、支出がなかった

ものでございます。 

 以上、歳出合計は、296億 6,855万 3千円で、対前年度比 13.9％の増となっております。歳入歳出の差

引額 4億 4,266万 9千円は、28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 23 年度は、一般被保険者と退職被保険者の合計は、7 万 126 人でしたが、平成 27 年度は、6 万 739

人となり、約 9,400 人減少しております。その主な理由は、後期高齢者医療制度への移行で、毎年、約

2,000 人から 2,500 人が移行しております。さらに、平成 25 年度以降、社会保険からの離脱による国保

加入者が減少し、逆に、国保を離脱し社会保険へ加入する方が増加する傾向にあることも、被保険者減少

の一因となっているものと分析しております。２の医療費の状況についてでございますが、下から２行目

の合計の費用額欄のとおり、被保険者数が減少している中で、総医療費は概ね横ばい状態にあります。し

かしながら、一人当たりの医療費は、一番下の行のとおり年々増加しております。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)の収納率の推移でございますが、平成

27 年度の収納率は、現年課税分の一般分、退職分合計で、87.28％であり、前年度から 0.41 ポイント増

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、収納率の向

上に努めて参ります。 

 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６年間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、後ほどゆっくりとご覧いただきたいと思いますが、ここで

は一つ大きな視点からご説明いたします。 

 ２枚目の歳出の一番下の部分、歳入歳出差引額及び単年度収支差をご覧ください。単年度収支において

は、平成 23年度と 26年度は赤字でございますが、歳入歳出差引額は、各年度とも、何とか黒字を計上し

ております。しかしながら、国保税収入は、被保険者の減少・高齢化、課税所得の伸び悩み等により、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国庫支出金、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、28 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、横ば

い傾向が続いており、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、27 年度決算においても、黒字決算となったこと、また、財政調
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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、医療費の動向を注視しつつ、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えております。以上で、

平成 27年度決算の概要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 今の説明にありましたとおり、被保険者数が減少しているとのことですが、最近株式法人などの

小規模の法人が設立しやすくなっておりますが、そのような中で、社会保険への移行を促す案内が国から

頻繁に出ているようですけれども、その社会保険への移行の促進に伴って国保の被保険者数が減少してい

るという一面も考えられるのでしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 国が社会保険適用の適正化を推し進めていることは認識しておりますが、国保加入者数の減少率

への具体的な影響については把握しておりません。しかし、今後も社会保険への加入促進が継続されると

すれば少なからず国保被保険者数への影響はあるものと考えます。 

●会長 他に委員の皆様から何かございませんでしょうか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 ７款２項の保険財政共同安定化事業交付金ですが、これは全額を全国レベルで調整するというこ

とですか。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 これは都道府県レベルで調整する仕組みになっておりまして、青森県でいいますと県内 40 市町

村がそれぞれ拠出金を出しあい、実際かかった医療費に応じて市町村に配分するという県単位での制度に

なっております。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 この事業のみで簡単に考えますと１億の赤字ということは、他の市町村と比べたら八戸市は医療

費の負担が少ないという理解でよろしいのでしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 拠出金については過去数年の実績に基づいた算定式によって算出されるのに対して、交付金につ

いてはその年度に実際かかった医療費が交付されます。その中で平成 27 年度につきましては 1 億程度の

赤字となりましたが、これまで交付金のほうが上回っている年度もありますので一概に八戸市の医療費負

担が少ないといえるものではないかと考えます。 

●委員 この事業は単年度ごとの医療費が反映されているのですか。 
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●課長 拠出金については過去３年の実績を使って計算しており、交付金についてはその年度の医療費実

績で計算されています。 

●会長 他に委員の皆様から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の概要について、以上でよろしいでしょうか。 

●一同 異議無し。 

●会長 それでは、この件は、終了といたします。 

●会長 その他、委員の皆様から何かございますか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 先般健康まつりを拝見いたしまして、すこぶる盛り上がりでしたので、せっかくの機会ですから、

その様子を他の委員の皆様に紹介していただければと思うのですが。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 ９月 25 日日曜日に、平成４年から毎年恒例となっております健康まつりを八戸市公会堂・公民

館で開催いたしました。入場者数は約 3,800 人と多くの方にお越しいただき、健康測定コーナー等を中心

に大変盛況に終了することができました。たくさんの関係団体の皆様にご協力いただきまして、感謝して

おります。今後とも見直しを加えながら継続して参りたいと考えております。 

●会長 その他、委員の皆様から何かございますか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 南郷地区では村時代から積極的に地域で健康づくり事業に取り組んでおりまして、今年も 12 月

３日土曜日に「南郷地区『健幸』づくりを考える集い」を開催いたします。弘前大学大学院医学研究科の

中路重之先生を講師にお呼びして「続けよう『健幸』づくり 延ばそう健康寿命～短命県の原因を知って

長生きしよう～」というテーマでの講演をお願いしております。国保事業とは直接関係ないかもしれませ

んが、前段階として個人が健康を維持していけば、国保の医療費抑制にもつながるのではと考えておりま

す。また、子どもたちの健康意識を高めてもらうことで未来の健康づくりを目指そうということで、今年

は中学生にも保護者同伴で来場を呼びかけています。南郷地区にお住まいでない方も参加できますので、

もしお時間ありましたらおいでいただければと思います。 

●会長 その他、委員の皆様から何かございますか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 先ほど 1 人当たりの医療費が２万円程度増えているというお話がありました。データヘルスによ

る医療費分析を厚労省でも進めているかと思いますが、八戸市として、この部分が医療費の増加につなが

っているなというような具体的な分析はされていらっしゃいますか。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 データヘルス計画につきましては、八戸市においても昨年度末に策定いたしまして今年度から計

画に沿った保健事業を展開しております。現段階の分析では 1 人当たり医療費の増加の原因となる具体的
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な疾病名等の特定にはいたっておりませんが、八戸市や三八地域特有の医療費の特徴に着目しながら引き

続き分析を実施していきたいと考えております。 

●会長 その他、委員の皆様から何かございますか。事務局から何かございますか。 

●課長 はい。 

●会長 藤田課長。 

●課長 今回資料はお配りしておりませんが、１件ご報告をさせていただきます。社会保障制度改革の一

環として昨年５月に成立しました、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律」により、「平成 30 年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県と市町

村が共同で国民健康保険を運営する」こととなっております。今回のこの改正は、国民健康保険制度が始

まって以来の大きな改正となりますが、現在は、市町村が県に納める国保事業費納付金や、県が各市町村

に示す標準保険料率、また、県が策定することとされている国保運営方針など、30 年度からの新制度に

ついて、青森県と県内市町村による協議を行っているところであります。現時点では、各種項目について

協議・検討中ですので、ご報告できる内容は特にありませんが、協議結果等につきましては、後日、皆様

に報告して参りたいと考えております。 

 また、30 年度からは、現在各市町村に設置されております国保運営協議会が、各都道府県にも設置さ

れることとなっており、現在はその前身となる青森県国保運営検討会議が開催されております。この会議

には、青森県国保運営協議会連絡会の会長というお立場で、当運営協議会の坂本会長が委員として参画さ

れており、先日開催された会議において、会長に選任されたと伺っておりますので、併せてご報告させて

いただきます。以上で、報告を終わります。 

●会長 その他、何かございますか。 

●鈴木 はい。事務局からもう１点ご報告です。毎年、青森県国保連三八支部と青森県三八管内国保運営

協議会連絡会の共催で実施しております、三八支部管内各市町村の運営協議会委員及び国保担当職員を対

象とした研修会でございますが、今年度は 12 月 19 日月曜日午後 3 時 30 分から八戸グランドホテルにお

いて開催いたします。講師に、青森県高齢福祉保険課の職員をお招きし、国保制度改革等についてご説明

いただく予定となっております。後日、皆様には、開催のご案内をお送りしますので、ぜひご参加をお願

いいたします。 

●会長 その他、事務局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、まことにありがとうございました。 

 

[午後1時30分 閉会] 

 


