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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 はじめに、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のご推薦によりご就任いただいておりました一戸 紀男様が、３月 31日付で

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４月 24日付けで青森県

市町村職員共済組合医療保健課長 松浦 与志光様へ市長より委員を委嘱しております。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、健康部長より交付させていただきます。 

 

【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 17名で、欠席委員は被保険者代表委員である

嶋野委員１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、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、資料２、資料３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、開会にあたりまして一言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。本日の案件は、主に決算の見通

し等についてであります。特別会計でありますので健全経営ということが非常に大事だと思っております。

市長から何かがあればこの協議会に諮問という形で出てくるわけで、私どもが審議した上で、答申すると

いう役割が１つあるわけであります。そして、各市町村が保険者として運営しております国保の事業は、

30年度から都道府県が保険者として加わることになりますので、青森県では40の市町村それぞれの保険

料が違っていたわけでありますけれども、それを平準化し、段階的に青森県は１つとなるということであ

ります。そういう意味で、私どもとしても協力していかなければならないだろうと思います。いずれにし

ましても、医療に関わる健康保険でありますが、皆保険制度、みな国民１人も欠けることなく全員が医療

保険に加入できているのは、世界で日本だけであり、その皆医療保険制度を達成できているのは、国民健

康保険という制度があるからであります。私どもが一生懸命になって、創意工夫で厚労省と連携しながら、

今度は青森県とも連携しながら、守っていかなければならないものだと考えております。本日は、それぞ

れの立場からのご意見を伺いながら進めてまいりたいと思いますので、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。 
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●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、永井委員と袴田委員にお願い

をいたします。 

●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 保坂課長。 

●課長 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きまして、ご説明申

し上げます。お手元の資料１をご覧願います。 

まず、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につきましては、一定の要件に該当する場合、免

除証明書を発行し、平成29年３月31日まで、その支払いを免除して参りましたが、国の財政支援が延長

となり、引き続き、被災者の生活再建を支援するため、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の被保険者につきましては、平成30年３月31日まで、また、

②の、福島原発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、平成30年２月28日または平成29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)及び(2)に記載のとおり、免除実績に対して、それぞれ国の交

付金等により措置されるものでございます。 

なお、対象者の皆さまには、３月下旬に、当市及び県の後期高齢者医療広域連合から「一部負担金免除

証明書」をお送りしております。 

説明は以上でございます。 

●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、終了といたします。 

●会長 続きまして、(2)平成28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。 
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●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 それでは、平成 28年度八戸市国民健康保険特別会計決算見込の概要につきまして、ご説明申し

上げます。資料２をご覧願います。 

まずもって、決算見込みとなっておりますが、市の一般会計や国民健康保険、介護保険といった特別会

計は、会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年間でございますが、その間に金額が確定

したもののうち、未収及び未払いとなっている現金について、出納上の整理を行う期間が２か月間設けら

れており、今月、５月末まで、現金の出入りがございます。そのような仕組みとなっていることから、現

時点では、あくまでも見込の段階でございますので、ご了承願います。 

それでは、資料の表の構成についてご説明いたしますが、金額が記載されている一番左側（A）の欄が

平成28年度の最終の予算額、その隣（B）の欄が決算見込額、その隣が決算見込額と予算額の差引となっ

ております。その隣の（C）の欄が前年度、27年度の決算額で、一番右端の欄が28年度決算見込額と27

年度決算額の差引となっております。単位は百万円でございます。 

それでは、上段から歳入・収入の主だったところをご説明いたします。 

まず、国民健康保険税の収入ですが、決算見込額は47億７千万円で、予算額より１億３千万円ほど増

収となっておりますが、27年度と比較すると、３億円ほど減収となる見込みでございます。これは、後

ほどご説明いたしますが、被保険者数の減少などが要因でございます。 

次に国庫支出金でございますが、これは医療費への保険給付に対する国の負担分などでございますが、

決算見込額が66億５千万円で、27年度決算額とほぼ同水準となっております。 

次に１つとびまして、前期高齢者交付金ですが、これは65歳から74歳までの前期高齢者の加入状況に

より、各保険者間で負担調整する制度でございまして、前期高齢者の加入する割合が高い市町村国保は交

付金を受け取り、加入割合が低い健康保険など、いわゆる社会保険は逆に納付金を納める仕組みとなって

おり、当市の決算見込額は約58億円でございます。 

次に１つとびまして、共同事業交付金でございますが、これは都道府県単位で市町村からの拠出金を財

源に、市町村ごとの医療費の負担調整などを図るものでございまして、決算見込額は65億３千万円で、

27年度決算額とほぼ同水準となっております。 

次の繰入金でございますが、これは市の一般会計からの繰入金のほか、内書きで記載しておりますが、

基金からの繰入金がございますが、予算では財源不足が生じたため、国保財政調整基金の残高約９億円の

うち、６億５千万円を取り崩すこととしておりましたが、決算では、取り崩ししなくても歳出総額を上回

る歳入総額を確保できる見込でございます。 

最後に前年度繰越金は27年度からの繰越金で、決算見込額は４億４千万円となっております。 

以上、歳入の合計は、一番上段の網掛けの部分になりますが、決算見込額が287億円で、予算額に対し

まして５億７千万円の減となっております。これは、先ほどご説明いたしましたが、予算で計上した基金

からの繰入金を実際は取り崩しが不要になったこと、などによるものでございます。 

続きまして、歳出・支出の主な事項をご説明いたします。 

まず、保険給付費ですが、これは、被保険者が医療機関で受けた診療等に対する保険給付分でございま

すが、決算見込額は約170億円となっており、予算額及び27年度決算額に対し、ともに約５億円の減と

なっております。 
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次に、後期高齢者支援金ですが、これは、75歳以上の後期高齢者医療制度を、74歳以下の各医療保険

の被保険者が支援するものでございますが、決算見込額は30億９千万円で、27年度より、２億５千万円

ほど減となっております。 

次に、介護納付金ですが、これは、国保の被保険者のうち、介護保険の第２号被保険者にあたる40歳

から64歳までの加入者数に応じて、負担するものでございますが、決算見込額は12億４千万円で、27

年度より、１億４千万円減となっております。 

次に、共同事業拠出金ですが、これは、先ほど歳入の中でご説明いたしました、都道府県単位で市町村

ごとの医療費の負担調整などを図るもので、その財源として拠出するものでございますが、決算見込額は

66億円で、27年度より、１億円ほど減となっております。 

以上、歳出の合計は、中段の網掛けの部分になりますが、決算見込額が約287億円となり、予算額に対

して約６億円、また、27年度と比較し、約10億円の減となっております。さらに、歳入歳出の差引は、

表の一番下でございますが、決算見込で１千万円のプラスとなっております。ただし、今月末までは、国

保税の収入や、未払い分の支出などがございますので、数字は動きますが、何とか、基金を取り崩さなく

ても、黒字になるものと見込んでおります。しかしながら、前年度からの繰越金４億４千万円を含めての、

黒字でございますので、28年度単年度の収支はマイナスとなる見込みであります。 

最後に、参考として、資料下段に、ここ５か年の加入状況の推移をお示ししております。左側が被保険

者数及び市の人口に対する加入率、右側が加入世帯数及び市の世帯数に対する加入率でございますが、い

ずれも減少が続いている状況でございます。特に被保険者数は、27年度から28年度の１年間で3500人

減少しておりますが、これは例年、75歳到達により後期高齢者医療制度へ２千人超が移行しますが、加

えて、昨年10月から社会保険の適用が拡大されたこと等により、国保から社保へ移行する方が増加した

ものでございます。被保険者数の減少に伴い、保険税収入が減収となる一方で、１人あたりの保険給付費

の支出は増加しておりますので、総じて、当市の国保財政は厳しい状況にあるものと考えております。 

最終的な決算といたしましては、６月以降、予算執行の結果を取りまとめ、９月議会で承認をいただく

ことになりますので、確定いたしましたら、あらためてご報告させていただきます。 

説明は以上でございます。 

●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29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 保坂課長。 

●課長 それでは、平成 29年度の八戸市国民健康保険重点事業実施計画につきましてご説明申し上げま

す。資料４をご覧願います。 

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。 
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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、市民の約

24%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年度には旧南郷

村との合併の影響もあり、9万7138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、また、社会保険への移

行者が増加したことなどから、減少を続けており、本年４月１日現在の被保険者数は 5万 4585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伴って、１人あたりの額は年々増大しており、総額はほぼ横ばいとなっ

ております。 

一方、低所得者や高齢者の加入割合が高いという国保制度の構造的な問題等から、保険税収入は思うよ

うに確保できないなど、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。 

こうした状況の中で、記載のとおり各種の対策を講じ、国保事業の健全化に鋭意努めているところであ

り、さらには、平成 30年度から都道府県が保険者に加わり、国保運営が広域化することを見据え、より

一層の国保事業の安定的運営を図るため、平成 29年度も本計画に基づく諸事業を推進していくものでご

ざいます。 

次の２ページから４ページにおいて、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、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。事項別の主な事業について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、適正な事務に努めることとし

ております。 

次に、２の「保険税収納率向上対策の推進」につきましては、(2)に一般被保険者の目標収納率を 89％

以上と設定するとともに、(3)の口座振替の拡大や、(5)の収納体制の充実強化として、昨年４月から開始

したコンビニ収納による体制強化、また、(6)の納税指導・相談の充実強化、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、引き続き、レセプト点検の充実・強化や、特

定健診受診後の訪問指導の実施、また被保険者の医療費に対する意識の高揚を図るため、医療費通知やジ

ェネリック医薬品利用差額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、やはり、特定検診の受診率向

上に向けた取組を一層強化するとともに、引き続き、市民保養所「洗心荘」の宿泊料助成事業や、健康ま

つりの開催など、健康意識の啓発にも努めてまいります。 

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、当運営協議会の皆さまのご支援のもと、引き続

き、職員の資質向上や国保事業の広報活動の充実を図りながら、当市の国保事業につきまして、安定的な
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運営を継続できるよう、運営体制の充実強化に努めて参りたいと考えております。あわせて、冒頭、基本

方針でもご説明いたしましたが、平成 30年度の国保運営の広域化に向けて、今後、県において県内統一

的な運営方針の策定などが進められることとなりますので、それら検討状況をみながら、委員の皆さまに

は、適宜、ご報告させていただきたいと考えております。 

以上、平成29年度八戸市重点事業実施計画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 ６ページの３「医療費適正化対策の推進」の(3)についてです。ご存知のように交通事故という

のは、保険が自由診療で、保険会社が自賠責・任意で払うべきものなのですが、ひき逃げなどの被害者や

保険に入っていない加害者は、被害者救済の意味で健保を使います。例えば被害者が国保に加入していれ

ば自己負担分は国保を使って、保険者負担分を保険会社に求償するわけですが、その求償が保険者からな

されていないという会計検査院の報告がございました。保険者である国保が国保連合会と保険会社との間

でやりとりをしているうちにうやむやになってしまって求償していないという事態が結構あると指摘され

ています。全国 22都道府県で、青森県は入っていないのですが、八戸の実態を知りたかったものですか

ら、どうなのかということでお聞きしました。まず１点目は、レセプトに第三者行為と記載があるかチェ

ックしているのでしょうか。例えば頚椎捻挫という病名があったら、第三者行為ではないかときちんと聞

いているかどうかです。外科や整形外科でも徹底していないところがあるので、きちんとチェックすべき

だろうと思います。そして２点目、それに対しての未収金は、どれくらいか把握しているのでしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 まず１点目でございます。レセプトに第三者行為の明記はされているかということでございます

が、第三者行為にかかるレセプトにつきまして、こちらで判断する材料として、まず１つ目、委員からお

話がありました医療機関からのレセプトに記載されている場合もございます。２つ目は、本人からの届出

により交通事故による第三者行為であることが判明する場合、そして３つ目が、これも委員からございま

したが、当課でレセプト点検をしているなかで、交通事故の第三者行為ではないかというようなレセプト

の確認を行った結果、第三者行為であると判明する場合の３つございます。ただ、具体的にそれぞれの件

数がどの程度あるかというのは、今手元にございません。全てレセプトに記載されているわけではござい

ませんが、当課といたしましても、本人からの申し出、さらには、当課の点検事務のなかでそれぞれの確

認に努めているところでございます。 

それから２点目の未収金はどの程度かということでございますが、古いもので未収になっているものも

ございますが、今請求で残っているものが件数にすればそれほど大きくございませんで、１件あたりが何

百万といった単位が複数件、トータルで２千万円ほどの未収という状況でございます。以上でございます。 

●委員 医療機関からの請求でレセプトに第三者行為の記載がないということはないですか。 

●課長 きちんと記載されずに医療機関から請求がくる場合もございます。 

●委員 医療機関の事務従事者が、第三者行為のチェックをできていないということはないですか。 

●課長 そこまで個別の医療機関の取扱までは把握しておりません。 
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●委員 そこをきちんと厳しくチェックしてほしいのですが。 

●会長 他の委員のみなさんから何かございますか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 保険税の収納率向上にご努力されていることと理解しているところですが、コンビニに一部移行

された成果というのは、収納率に反映されているものなのか疑問に感じますが、いかがですか。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 コンビニ収納が１年経過いたしました。コンビニの収納によってどの程度上がったかという実績

はまだございません。多少27年度の保険税の収納率よりは少し28年度の収納率がアップできそうな状況

ではございますが、要因については改めて分析させていただきたいと思っております。 

●会長 他にございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 ６ページの３「医療費適正化対策の推進」ということで、(4）に特定健診の受診後のことが記載

されております。その前段の特定健診の受診率は、どこもなかなか上がらない状況であろうかと思います。

受診を励行させるためにどのような工夫をなさっているのでしょうか。また、受診率はどのくらいなのか

もお聞きしたいと思っております。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 当市の受診率でございますが、28年度はまだ結果が出ておりません。26年度が31.4％、27年度

が 32.2％で、微増にはなっておりますが、残念ながら全国平均もしくは県平均を下回っている状況でご

ざいます。受診率向上に向けた取り組みにつきましては、資料の７ページ中段でございます保健事業の推

進の(4)特定健診の受診促進というところで項目立てさせていただいておりますが、まず１つは、はがき

での受診勧奨に加えまして、秋口からは、電話で個別に受診勧奨の連絡を差し上げているというところで

ございます。それから２つ目でございますが、元気を応援する企業との共同事業ということで、元気応

援！お得ーポン事業を４年ほど実施しております。これは、スポーツジムやホテルの入浴サービスなどの

割引利用券を特定健診の受診者並びに国保ドックの受診者の方々にお配りし、結果健康促進につなげてほ

しいということで行っている事業でございます。共同事業と申しましたが、クーポン券を使って利用料半

額といったところの半額分につきましては、事業者の持ち出しということでご理解いただいたうえで、市

と共同事業ということで実施しております。こういった取り組みを含めて、微増ながら受診率向上には努

めているところでございますが、県平均に届いていないというところもありまして、またさらに色々な工

夫をしながら、進めなければならないという理解はしております。以上でございます。 

●会長 他にございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 お得ーポンをよく利用していますが、料金が数十円安くなるために、わざわざ車で遠くまで行っ

てもと思い、結局使っていません。予算の関係もあると思いますが、これがもし１回無料ということにな
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れば、一般市民としてはかなりお得感があるのではと感じました。以上です。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 ご利用いただいているということで、ありがとうございます。料金の割引の額でございますが、

先ほどもご説明させていただきましたけれども、あくまでも事業者の割引した部分は、事業者からご理解

いただいている部分で、市の予算をもって補填を行っている事業ではございません。そういったご意見を

お伝えしますけれども、その結果事業者がいろいろと工夫いただいてというところでございますので、貴

重なご意見ありがとうございました。 

●会長 他にございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 ２点ほど確認したいのですが、まず６ページの３の「医療費適正化対策の推進」の(5)「被保険

者指導等の徹底に、ジェネリック医薬品利用差額通知を行い、被保険者のジェネリック医薬品に対する意

識の高揚を図る」とあります。ジェネリック医薬品の使用割合については、30年度から 32年度までに

80％にすることということで、厚労省で示されていると思いますけれども、協会けんぽでは、直近で全国

では 69.8％、青森支部では、72.2％ということで、まだ厳しい現状ということであります。そこでお聞

きしたいのは、八戸市での使用割合と、利用差額通知以外に、何か取り組んでいることがあるのであれば

確認したいと思っています。そして、２点目ですけれども、７ページの４「保健事業の推進」のところに

なるかと思うのですが、青森市と弘前市では、市の医師会と連携して、糖尿病成人症患者に対する重症化

予防対策に取り組んでいると聞いております。健診の結果、糖尿病成人症が疑われる対象者が未治療のま

までいると、人工透析になるなどのリスクが非常に高くなるわけで、そうやって医療費が膨らむ要因にな

ると考えておりますが、この計画書の中の項目を見たところ、糖尿病成人症の重症化予防対策が見当たら

ないのですが、どこかの項目に含まれているのでしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 まずジェネリック医薬品の状況でございます。委員のご説明にございました 32年度末までに

80％以上という国の方針の前段として、29年度半ばまでに 70％以上というものがあったかと思います。

当市の昨年末の実績は73％になっております。徐々に伸びておりまして、29年度の途中までの 70％以上

という国の方針は、昨年末でクリアしているものと思っております。 

●部長 はい。 

●会長 工藤部長。 

●部長 糖尿病成人症患者に対する重症化予防対策につきましては、委員からお話があったものかは定か

ではありませんが、確か県が県の医師会に委託し、県の医師会から各医師会、去年は確か青森・弘前で実

施し、これから順番に実施していくというような話を伺ったことがございます。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 薬剤師会としてもジェネリック医薬品の促進を実施しておりますが、八戸は比較的進んでいると

認識しており、これからもより 80％に向けて頑張らなければならないと、さらに活動していくところで
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ありますので、よろしくお願いします。 

●会長 ありがとうございました。他にございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。  

●委員 昨年の健康まつりも大盛況で拝見しているのですが、今年の目玉は何か予定があったら、お知ら

せいただければと思うのですが。 

●会長 保坂課長。 

●課長 今年度の健康まつりは、10月１日の日曜日に開催が決まっております。例年参加いただいてい

るブースを含めて、先日今年度の参加意向や内容の打ち合わせをしたいということでご連絡差し上げたと

ころでございますので、内容につきましては、目玉も含めて今後検討させていただきたいと思います。以

上でございます。 

●委員 大変な賑わいで、啓発効果は十分あると理解していますので、頑張ってください。 

●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 29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 その他で何かございますでしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 それでは、新聞報道等でご存知の委員様方もいらっしゃるかと思いますが、国民健康保険税の賦

課誤りにつきまして、その概要をご説明申し上げます。 

この件につきましては、昨年末、厚生労働省から、75歳以上が対象の後期高齢者医療制度における保険

料につきまして、こちらは保険者が各都道府県の広域連合でございますが、制度開始の平成 20年度から、

賦課誤りがあったことが通知・公表されました。 

原因は、国が開発した電算システムの設定誤りで、具体的には、保険料の２割軽減・５割軽減といった

軽減判定を行う際の所得計算の部分で、対象は青色申告で所得税の確定申告を行っている方の一部でござ

います。 

これを受けまして、同じ基準で軽減判定を行う国民健康保険税につきまして、当市の電算システムを調

査した結果、同様の誤りがあることが判明し、対象となる課税データの調査を行ってまいりました。 

その結果、追加徴収をお願いする被保険者が27世帯で、金額は合計92万9300円。還付が必要となる

被保険者は18世帯で、金額は合計91万6200円でございます。 

今後、対象となる被保険者の皆さまへは、個別に、本件につきまして、お詫びと内容説明を行ったうえ

で、順次、納付、又は還付に必要な手続きを進めるとともに、今後とも、適正な事務処理に努めて参りた

いと考えております。 

以上、ご報告でございました。 

●会長 ただいま報告がございましたが、委員の皆様、何かご意見ございますでしょうか。ないようです

ので、ただいまの報告については、終わらせていただきます。他に何かございますか。ないようですので、

以上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。 
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[午後1時55分 閉会] 


