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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 始めに、事務局から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鳴海 文紀様が、１２月３１日

付けで当運営協議会委員を辞任されました。その後任としまして、同協議会推薦により１月１７日付けで 

全国健康保険協会青森支部企画総務部長 高橋 德誉壽様へ市長より委員を委嘱しております。本日、高

橋委員は都合により欠席でございます。 

 本日の出席委員は１５名で、欠席委員は山内委員、下田委員、高橋委員の３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。 

 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、次第の差替、委員名簿、八戸市の

国保と年金、国民健康保険図鑑でございます。また、事前に送付しておりましたのは、次第と資料１、資

料２、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。 

皆様、おそれいりますが、次第につきまして、本日お配りしたものとの差替えをお願いいたします。 

 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 委員の皆様におかれましては大変お忙しい中、特に年度末である中、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。本日は、御案内いたしましたとおり国保特別会計の予算の概要と、２９

年度の制度改正につきましてご審議いただきます。皆様ご承知のとおり、国民健康保険は３０年度から都

道府県が保険者として加わるということであります。都道府県が国保を実施するから市町村はもう関係な

いという風に誤解されている方がいらっしゃいますが、そうではなく、今までどおり市町村は市町村で保

険者としてありまして、それに都道府県も加わるということになります。そのため、この八戸市の運営協

議会もこのまま存続ということで、ますます重要性は増しております。皆保険制度の中心は国民健康保険

でございますので、そういう意味でも委員の皆様にはこれからもよろしくお願い申しあげます。それでは

議事のほうに入りたいと思います。 

●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、松橋京子委員と、松橋英昭委

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２９年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要についてにつ

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 29 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。この表は、29 年度当初予算を 28 年度当初予算との対比で整理し、その増減額と伸

び率を示したもので、左側が「歳入予算」、右側が「歳出予算」となっております。 

 はじめに予算の総額ですが、一番下の行になりますが、歳入・歳出ともに総額は、290 億 2,214 万 1 千
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円で、前年度より 1億 8,250万 9千円の減額、率にして 0.6％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 1.7％減の 46 億 7,691 万 8

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、80万 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 0.9％減の 65 億 1,858 万 6 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から交付されるもので、対前年度比 49.8％

減の 6 億 4,076 万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 19 年度をもって

制度が廃止となっており、現在は経過措置中でありますが、26 年度末で新規の適用は終了したため、退

職被保険者は年々減少しております。したがいまして、退職被保険者に係る療養給付費もこれに応じた減

を見込み、当交付金も大幅に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すが、対前年度比 10.9％増の 64 億

3,045 万 6 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 6.1％増の 13 億 9,739 万 4 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 0.3％増の 71 億 848 万 2 千円を計上しており

ます。8 の財産収入 9 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、対前年度比 5.9％減の 21 億 9,114 万 5 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、5,750万 7千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 32 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、3 億 2,986 万 2 千円を計上しております。2 の保険給付費は、対前年

度比 0.2％減の 171 億 7,449 万 5 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 4.0％減の 29 億 7,658 万 4 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 594.9％増の 1,107 万 7 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 6千円でござ

いますが、老人医療制度の精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 6.9％減の 12 億 36 万 4 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 0.3％増の 71 億 851 万 4 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、対前年度比 0.5％増の 1 億 9,608 万 8 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。 
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●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２９年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概

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 続きまして、平成２９年度の制度改正について、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29年度の制度改正について、ご説明申し上げます。お配りしております資料２を

ご覧ください。まず、１の高額療養費制度の見直しでございますが、制度の持続可能性を高めるため、世

代間・世代内の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、低所得者に配慮した上で、

70歳以上の方の自己負担限度額の見直しを行うものでございます。「①第１段階(平成29年8月施行)」

「②第２段階(平成30年8月施行)」とありますように、29年度と30年度に２段階で見直しが行われること

になっております。詳細につきましては、参考資料のほうでご説明いたします。参考資料１をご覧くださ

い。まず、一番上の囲み、高額療養費制度の概要でございますが、この制度は、家計に対する医療費の自

己負担額が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払っていただいた

後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払い、つまり払い戻しがさ

れるものでございます。なお、高度な治療や長期の入院など、医療費が高額となることが見込まれている

場合には、事前に限度額認定証を交付しており、これを医療機関に提示することで、医療機関の窓口での

支払いを限度額までにとどめるという仕組みもございます。また、自己負担限度額は一律ではなく、各被

保険者の所得に応じた区分ごとに設定されております。次に、見直しの内容でございます。下の表をご覧

ください。左側の表は、現行の限度額を示したものですが、先ほど申しましたように、所得により区分さ

れており、例えば年収370万円以上の現役並み所得者の場合、外来分では限度額は44,400円、同じ世帯の

国保加入者の合計でみた場合は80,100円などとなっております。なお、ここに不等号で囲まれたカッコで

44,400円とありますが、これは多数回該当の場合の限度額でございます。多数回該当といいますのは、過

去12か月以内に限度額を超えた月が４回以上あった場合は、４回目以降はこちらの限度額を適用するとい

うもので、被保険者の負担をより軽減する仕組みとなっております。次に、この現行の限度額がどのよう

に見直されるかですが、第１段階の29年8月からは真ん中の表のとおりとなるものでございます。網掛け

の部分が見直し部分ですが、現役並み所得者の外来分が44,400円から57,600円に、一般所得者の外来分は

12,000円が14,000円に、同じく一般所得者の世帯でみた場合の限度額は44,400円が57,600円に、それぞれ

引き上げられます。ただし、これらが引き上げとなる一方で、一般所得者の外来分では年間の上限額

144,000円が新たに設定され、また世帯でみた場合には多数回該当が適用になるなど、負担を軽減する内

容も合わせた改正となっております。 

 次に、第２段階の30年8月からの見直しについては、右側の表をご覧ください。第２段階では、まず現

役並み所得者については、個人単位の外来分という捉え方を廃止した上で、所得区分を３区分に細分化し、

それぞれの上限額を設定しておりますが、上から２つの区分については、さらに限度額が引き上げとなっ

ております。また、一般所得者については外来分が14,000円から18,000円に引き上げとなるものでござい

ます。次に、参考資料２をご覧ください。高額介護合算療養費制度の見直しについて、ご説明いたします。

高額介護合算療養費制度と申しますのは、医療保険と介護保険にかかる１年間の自己負担額の合算額が、
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限度額を超えた場合に払い戻しとなるものでございますが、先ほどの高額療養費制度と同様、所得区分に

より自己負担限度額が設定されているものでございます。見直しの内容につきましては、平成30年8月か

らの改正となっておりますが、表の網掛け部分のとおり、高額療養費の第２段階と同様に現役並み所得者

の区分を３区分に細分化し、上から２つの区分について限度額を引き上げるというものでございます。以

上が、１の「高額療養費制度の見直し」についての説明でございますが、今月中に予定されております国

民健康保険法施行令の改正により施行となるものでございます。それでは、資料２の２ページにお戻りい

ただきまして、２の低所得者に係る保険税軽減の拡充について、ご説明いたします。まず(１)の内容でご

ざいますが、国民健康保険税のうち、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、所得に応じて７割、５割、２割を軽減する制度がございますが、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26万5千円から27万円に引き上げ、同じく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、

被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の48万円から49万円に引き上げるものでございます。次に(２)の実

施時期でございますが、国において地方税法施行令が改正される予定となっており、その後、当市としま

して、平成29年６月市議会に国保税条例の改正案を提案し、これが可決されれば、29年度の課税分から適

用したいと考えているものでございます。以上で、平成29年度の制度改正について説明を終わります。 

●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 人口の減により収入が減っている中で、高額療養費の金額が問題になってくるかと思いますが、

例えば、血友病であるとか心臓病であるとかの疾病名や１月当たりの金額などの具体的なデータがあれば、

あわせて示したほうがいいのではないでしょうか。 

●課長 はい。では調査いたしまして次回お示ししたいと思います。 

●会長 他に委員の皆様からのご意見、ご質問ございますか。ないようですので、ただいまの平成２９年

度の制度改正について、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、事務局から何かございますか？ 

●課長 はい。皆様のお手元に「平成28年度八戸市の国保と年金」と「平成28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」は八戸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。今後のご参考にどうぞお持ち帰りください。以上です。 

●会長 その他、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50分 閉会] 

 


