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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 本日の出席委員は14名で、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。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。事前に送付しておりましたのは、次第と資料１、資料２でご

ざいます。本日、お配りいたしましたのは、次第の差替え分、委員名簿、参考資料１、参考資料２、資料

３でございます。不足のある方はいらっしゃいませんでしょうか。次第につきましては、差替えでござい

ますので、恐れ入りますが、本日お配りしたものをご覧くださいますようよろしくお願いいたします。 

●司会 それでは、はじめに小林市長からご挨拶申し上げます。 

●市長 本日は、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。委員の皆様には、日頃か

ら国民健康保険事業の運営につきまして、格別のご指導・ご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。 

本年４月から国保制度の大改革によりまして、安定的な財政運営や効率的な事業の推進を図るため、市

町村国保の財政を都道府県単位化し、都道府県も保険者として加わることになりました。 

本日は、この国保制度改革に関連した案件等につきまして、ご説明申し上げますとともに、葬祭費支給

額の改定について、お諮りするものであります。委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意見を賜り

ますとともに、慎重なご審議をお願い申し上げます。 

また、皆様には、平成28年４月から２年間、国保運営協議会委員として、八戸市の国保運営のためにご

尽力いただきましたことに対しまして、改めまして感謝申し上げます。任期満了まで残りわずかではござ

いますが、引き続き当市国保事業の充実発展のため、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。よろしくお願いいたします。 

●司会 次に、坂本会長から、ご挨拶をお願いいたします。 

●会長 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、集まっていただきまして、誠にありがとうござ

いました。今、市長さんのほうからもお話がありましたが、今まで市町村が保険者として昭和30年代から

続いてきた国保運営でございますが、今年の４月からは、脆弱な体制をさらに強化していきたいというこ

とで、従来の市町村に都道府県も保険者に加わり、強固な体制になります。国保関係者が長年望んでいた

姿の一つができたということでありまして、できれば一本化することが望ましいところでありますが、ま

ずは都道府県単位化になったということで、一歩前進かなという思いがしております。 

国民全員が皆保険制度をなされているのは、世界で日本だけだと思っておりまして、その基盤を作って

いるのはこの国民健康保険であると思っています。そういう意味で、市民の医療、健康を守るための国保

の安定的な運営が何より大事だと思っておりまして、その運営を司っているのが、この委員会でございま

す。市長さんから諮問をいただく案件もあるようでありますので、それらを市民の福祉の充実、医療の充

実の観点から、審議していただきたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。 

●司会 続きまして、市長から「葬祭費支給額の改定について」の諮問をいたします。市長、会長、よろ

しくお願いいたします。 

●市長 諮問書。八戸市国民健康保険運営協議会会長、坂本美洋様。下記の諮問事項について、貴協議会
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の意見を求めます。諮問事項、八戸市国民健康保険の葬祭費支給額の改定について。改定内容、平成30年

４月１日以後の死亡に係る葬祭費の支給額を現行の３万円から５万円に引き上げる。以上であります。よ

ろしくお願いいたします。 

●会長 はい、わかりました。 

●司会 ここで、市長は次の公務のため、これを持ちまして退席いたしますことを、皆様からご了承いた

だきたいと思います。 

●一同 はい。 

●市長 では、どうぞよろしくお願いいたします。 

●司会 それでは、この後の進行につきましては、坂本会長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５番目になりますが、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ご一任いただきたいのですがよろしいでしょうか。 

●一同 異議無し。 

●会長 ありがとうございます。それでは、ご異議なしということでありますので、私の方から、中村喜

夫委員、小池委員にお願いをいたします。 

●会長 それでは、「(1)葬祭費の改定案について」議事に入ります｡先ほど、市長のほうから諮問を受け

ました、諮問書の写しを委員の皆様にお配りいたします。皆様、配付されましたでしょうか。それでは、

「(1)葬祭費の改定案について」でありますが、事務局から説明をお願いします。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 それでは、先ほど市長から諮問いたしました、葬祭費支給額の改定につきましてご説明申し上げ

ます。右上に資料１と記載されたものをご覧いただきたいと思います。 

まず、１の葬祭費の概要でございますが、国民健康保険法に基づき、八戸市の条例において、葬祭費の

支給額を３万円と定めております。(2)に過去5か年の支給実績を載せておりますが、平成28年度は年間39

5件で、支給金額は約1200万円となっております。 

次に、２の支給額の改定についてでございますが、改定案は現行の３万円を５万円に引上げるものでご

ざいます。改定の理由は(2)にありますとおり、平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化に伴い、

青森県が県内の国保運営に関する統一的な方針として、国保運営方針を策定いたしました。その中で、各

市町村が支給する葬祭費の支給額について、平成30年度以降、早期に県内５万円に統一する方向で検討を

進める、と示されたことを受けまして、当市としても現行の３万円から５万円に引き上げるものでござい

ます。県内の現状について、資料下段の参考にありますとおり、29年４月現在でございますが、県内40市

町村のうち30団体が５万円でございます。残りの10団体のうち、４万円が1団体、当市を含む７団体が３

万円、２万円が２団体となっております。 

次に、資料の２枚目をお開きいただきます。(3)の施行期日でございますが、実施時期は、平成30年４

月１日以後の死亡に係る葬祭費から、支給額を５万円に改定したいと考えております。 

次に、説明が前後しますが、３として財政影響額を記載しております。葬祭費の支給額を３万円から５

万円に引上げることでの影響額でございますが、30年度の支給件数を年間360件・１月当たり30件と見込

んだ場合、720万円程度の増額になろうかと思っております。 

最後に、(4)の改定の手続きに戻りますが、皆さまからご了承いただければ、来週27日に開会する市議
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会定例会に、八戸市国民健康保険条例の一部改正について、提案したいと考えております。 

以上、葬祭費支給額の改定についてご説明させていただきましたが、どうぞ、ご審議の程よろしくお願

い申し上げます。以上でございます。 

●会長 ありがとうございます。ただいま葬祭費を３万から５万に上げる理由と説明をいただきました。

委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。ご意見ございませんか。 

●一同 なし。 

●会長 このとおりでよろしいですか。 

●一同 異議なし。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 勉強不足で申し訳ないのですが、出産育児一時金というのは、どれくらいの金額でしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 出産育児一時金につきましても、条例で規定されておりまして、現行42万円となっております。

以上でございます。 

●会長 よろしいですか。 

●委員 はい。ありがとうございます。 

●会長 それでは、ただいまの「葬祭費の支給額の改定について」、満場一致で了承ということとしてよ

ろしいですか。 

●一同 異議なし。 

●会長 では、諮問案のとおり満場一致で答申することといたします。この件につきましては、２月23日

に田名部和義職務代理者と私で、市長に答申をしたいと思います。 

答申書の作成及び提出については、会長に一任いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

●一同 異議なし。 

●会長 ありがとうございます。一任いただきましたので、事務局から作成していただき、市長へ提出す

ることといたします。それでは、この件については、終了することといたします。 

●会長 それでは次に、(2)平成30年度国保制度改革について、事務局から説明をお願いいたします。 

●増尾主査 はい。 

●会長 増尾主査。 

●増尾主査 それでは、平成30年度国保制度改革についてご説明いたします。平成30年度から市町村に加

えて都道府県も保険者となり、運営の在り方が見直されます。都道府県が財政運営の責任主体となり、安

定的な財政運営や、効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことを基本としつつ、保険料

の賦課徴収、保健事業の実施等に関する市町村の役割が積極的に果たされるよう、適切な役割分担がなさ

れます。 

 資料２の図をご覧ください。新たな国保財政の仕組みを示したものでございます。平成30年度から都道

府県にも国保特別会計が設置されることとなります。市町村は賦課・徴収した保険料を国保事業費納付金

として都道府県に納付し、都道府県は、その他公費負担金等と併せた上で、市町村が医療機関等に支払う

保険給付費に充てるための財源となる保険給付費等交付金として市町村に交付します。 
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 医療機関等への保険給付はいったん市町村で行うものの、その全額が都道府県から市町村に交付される

仕組みとなります。 

 都道府県は給付費等の見込みを立て、市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮して国保事業費納付金

の額を決定します。また、都道府県が設定する標準的な算定方式等に基づいて、各市町村が納付金を納め

るために必要な標準保険料率を算定し公表します。市町村は、都道府県の示す標準保険料率を参考に、保

険料算定方式や予定収納率に基づき、条例において保険料率を決定し、国保税の賦課・徴収を行います。 

次に、資料２の表をご覧ください。都道府県と市町村の役割を示したものです。都道府県は、先ほど説

明しましたとおり、市町村ごとの国保事業費納付金を決定し、将来的な保険料負担の平準化を進めるため

に、標準保険料率を提示します。市町村では、新たに都道府県に対して国保事業費納付金を納付する他は、

これまでどおり、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細

かい事業を引き続き担ってまいります。被保険者につきましては、届出等の窓口は各市町村であり、変更

はありません。国保の資格取得・喪失が都道府県単位となり、県内なら引越ししても資格は継続しますが、

保険証はこれまでどおり各市町村で交付します。 

 続きまして次のページの「３青森県国保運営方針」についてご説明いたします。新制度においては、都

道府県とその県内の各市町村が一体となって保険者の事務を共通の認識の下で実施するとともに、各市町

村が事業の広域化や効率化を推進できるよう、都道府県が県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め

ることとされております。 

 青森県においても、市町村等との連携会議や国保運営協議会などで検討を続けておりましたが、昨年12

月に「青森県国保運営方針」が決定されたところであります。お手元の参考資料１がその概要版でござい

ます。この方針中で、平成30年度以降早期に検討を進めるべき項目として、将来的な保険料水準の統一に

向け、市町村が支給する葬祭費の支給額を５万円に統一する方向で検討を進めることと、被保険者証と高

齢受給者証を一体化して交付するものとし、被保険者の利便性の向上を図ることが示されております。 

 このうち葬祭費については、今回の諮問案件としたものでございます。もう１点の被保険者証と高齢受

給者証の一体化につきましては、八戸市では平成31年８月の交付を目途にシステム改修等を進めていく予

定としております。 

 続きまして資料２の「４関係条例の一部改正」についてご説明いたします。 

 今回の国保税条例の改正は、これまで説明してまいりました国保制度改革に対応するためのものでござ

います。国保税条例では、国保税を構成する「①基礎課税額」「②後期高齢者支援金課税額」「③介護納

付金課税額」について、これまでは、市が運営する国民健康保険に要する費用に充てるものと定めており

ましたが、今回の制度改革により、国保事業費納付金が新たに設けられ、都道府県に対して納付が義務付

けられたため、この納付に要する費用とするよう改めるものであります。 

 この改正条例は、平成30年４月１日から施行することとし、平成30年３月市議会定例会に提案する予定

でございます。 

 次に資料の３ページ目をご覧ください。国保事業費納付金についてご説明いたします。 

 これは平成30年度の国保事業費納付金の額と、それを納付するために必要となる保険税の額を積算した

ものです。１月に、青森県高齢福祉保険課から平成30年度の納付金の確定額が市町村に通知され、報道機

関にも公表されておりますが、八戸市の金額は、63億7500万円でございます。これを納付するために必要
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となる保険税を積算するにあたり、まず、納付金以外の歳出として、市が単独で実施する保健事業や出産

育児一時金、葬祭費の計２億8900万円を見込んでいます。一方で保険税以外の収入として、県特別交付金、

一般会計繰入金、その他の収入の計17億8400万円を見込んでいます。これらの項目を加算減算すると、必

要となる保険税の額は48億8000万円となります。 

 そして一番下の表は、保険税の収納見込額を示したものです。現行の税率のままの場合の保険税の収納

見込額と、保険税軽減分を補填する保険基盤安定繰入金の収入見込額を合計すると、保険税必要額と同額

になります。従って現行の保険税率で保険税必要額を確保できるものと判断し、平成30年度は、保険税率

の改正は予定しておりません。 

 お手元の参考資料２は、公表された県内各市町村の標準保険料率の一覧でございます。 

 国保制度改革の説明につきましては以上でございます。 

●会長 ただいま平成30年度の国保制度改革について事務局から説明をいただきました。八戸市の場合は

保険税率を上げなくてもいいということですが、ただいまの説明に対し、委員の皆様からご意見、ご質問

等をいただきたいと思います。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 ちょっと無知なもので、教えてもらいたいのですが、基金がいくらかあったかと思うのですが、

それはどうなるのですか。それが第１点。それから赤字になった場合には、県で処置してくれるのですか。

また、繰上充用というのはなくなるのですか。この２つを教えていただきたいと思います。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 まず１点目、基金でございますが、現在９億ほど基金がございます。これにつきましては、30年

度に県が加わって、財政の仕組みが変更になりますが、現行の国庫負担金やその他歳入について、30年度、

31年度まで各市町村で精算をしなければならないものが残っております。委員のおっしゃるとおり、基金

がこれまでの使い道として、急激に医療費が伸びたとか保険税の確保がちょっと難しいとなった場合に、

基金の投入を検討する訳ですが、これまでの意味合いは若干薄れてくるとは思っております。ただ、30

年度以降の各市町村が対応しなければならないものがまだ残っておりますので、そういった部分を含めて、

精算を終えた頃に基金はどうするかということにつきまして、検討・相談していくことになろうかと思っ

ております。 

●委員 精算が終わってから県との協議ということですか。 

●課長 基金については、市町村それぞれなので、特に県からは全部崩しなさいなどというような指示は

ないのですが、各市町村の判断になろうかと思います。まだ各市町村の対応が残っているもので、現行の

基金を取り崩してというところまでは、もう少し時間が必要かなと思っております。 

●会長 まだそこまでの検討に入っていないんですよね。 

●委員 国保で精算になっても、なお且ついろいろな精算があると思うのですが、精算が終わった後、も

し黒字であれば、県が吸い取らなければ、一般会計に返すかどちらかになると思うのです。 

●課長 県が吸い上げるということは、ないかと思います。 

●委員 それはないのですか。 

●課長 ございません。 
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●委員 それはそうでしょうね。何十年という歴史があって、今までやってきた結果が９億という基金で

すからね。ただ、それはまだ決まってないわけですよね。 

●課長 そうですね。 

●委員 ということは、赤字になった場合の処置もまだ決まっていないということですか。 

●課長 赤字になった場合は、県の会計の中で、県も基金を作ることになります。その中で貸付という項

目がございますので、赤字不足になった場合は、県の基金からの貸付を受けて、次年度以降返還するとい

うようなことも一つの方法になろうかと思っています。 

●会長 基金がある方が40市町村の中で珍しいので。 

●委員 そうなんですか。 

●会長 無いところもありますから。今まで努力して努力して基金積んできたわけですので。 

●委員 国保会計というのは基金無しではやっていけないはずなんですよね。風邪とか不確定要素が多い

ものですから。私はあってしかるべきだと思うのですが。 

●会長 それでは、他にございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 ちょっと教えていただければと思うのですが、30年４月から県等が経営に参入するということな

のですが、国保税の未納分などの収納の部分というのは市で管理する、また給付も市で管理という理解で

よろしいでしょうかというのが１点です。それと２点目、今回は保険料を上げないということですけれど

も、どのぐらい収納率を見込んでの話なのでしょうか。 

●課長 はい。 

●会長 保坂課長。 

●課長 まず一点目、税の管理、給付の管理は、引き続き市で行うことになります。 

●委員 29年度以前の分も市で行うということですか。 

●課長 そうですね。それからもう一点、30年度の税率改定の予定は無いということで見込んだ収納率で

ございますが、28年度の実績が88％ちょっとでございました。ですので、おおむね88％と収納率を見込ん

だうえで積算をいたしまして、なんとか大丈夫そうだということでございます。以上でございます。 

●会長 他にご意見、ご質問等ございませんか。ないようですので、以上で「(2)平成30年度国保制度改

革について」は、終わってよろしいですか。 

●一同 異議なし。 

●会長 では、以上をもちまして、この件について、終了させていただきます。 

●会長 それでは、「(3)第２期データヘルス計画及び第３期特定健康診査等実施計画（案）について」

説明をお願いいたします。 

●工藤主事 はい。 

●会長 工藤主事。 

●工藤主事 それでは、資料３の八戸市国民健康保険第２期データヘルス計画及び第３期特定健康診査等

実施計画の概要についてご説明いたします。 

  まず、計画の趣旨・計画期間についてご説明いたします。 

 八戸市国保はこれまで、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための特定健康診査等
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の実施計画であります「第２期特定健康診査等実施計画」及び診療情報等の分析に基づく被保険者の健康

保持増進のための保健事業の実施計画であります「第１期データヘルス計画」に基づき、各種保健事業の

推進に取り組んでまいりました。 

 このたび、両計画が今年度をもって終了することから、次期計画につきましては、相互の連動を念頭に、

一体的な計画として2018年度から2023年度までの６か年計画を策定することといたしました。 

 次に前期計画の主な実施状況をご説明いたします。 

 まず、特定健康診査受診率につきまして、29年度の計画目標は60％でありますが、27年度、28年度実績

はそれぞれ32.2％、32.0％とほぼ横ばいであり、目標と大きな開きがあります。 

 次に、特定保健指導実施率につきまして、29年度の計画目標は60％でありますが、27年度、28年度実績

はそれぞれ30.7％、35.5％と上昇傾向にはあるものの、目標と大きな開きがあります。 

 次に、特定健康診査の結果、メタボリックシンドローム該当率につきまして、29年度の計画目標では

15％と設定しておりますが、27年度,28年度実績はそれぞれ21.7％、21.6％と目標に到達していない状況

です。 

 最後に、ジェネリック医薬品の利用率につきまして、29年の計画目標では70％と設定しておりますが、

27年度、28年度の実績を見ますとそれぞれ70.2％，74.2％と堅調に伸ばしております。 

 次に、３の保健事業の実施計画ですが、当市の現状及び課題を踏まえ、４つの方向性を定めております。 

 １つ目の方向性は、特定健康診査・特定保健指導の推進です。未受診者への受診勧奨等により制度の周

知を図り、必要性・効果等への理解を深めながら、特定健康診査受診率・特定保健指導実施率ともに国の

掲げる目標値60％を達成することを目的とし、具体的な取組としては制度周知事業、受診勧奨事業、元気

応援！お得―ポン事業等を考えております。 

 ２つ目の方向性は、生活習慣病の発症予防、早期発見・重症化予防等の推進です。特定健康診査等の結

果から医療機関への受診が必要と考えられる方等に対しまして、看護師の訪問指導により、受診のきっか

けづくりや生活習慣の改善意識を向上させ、生活習慣病の発症予防及び早期発見・重症化予防につなげる

ことを目的とするものです。具体的な取組としては早期受診・重症化予防のための訪問指導、糖尿病重症

化予防事業等を考えております。 

 ３つ目の方向性は、医療費適正化の推進です。これは、適正受診やジェネリック医薬品の利用を促進す

ることで、現状、県内で高い水準に位置する一人当たりの医療費を抑制し、医療費適正化の推進を図るこ

とを目的とするもので、具体的な取組として重複・頻回受診者等に対する訪問指導事業やジェネリック医

薬品利用差額通知事業等を考えております。 

 ４つ目の方向性は、健康意識の向上です。これは、被保険者自らの生活習慣に関する意識の向上を図り

ながら、健康の保持、増進につなげることを目的とするもので、具体的な取組として、健康まつり事業、

市民健康づくり講座事業、各地区健康教室事業を考えております。 

 最後に４の計画の推進でございますが、策定した計画は八戸市のホームページ等において公表し、被保

険者や関係機関等への周知を図ります。 

 また、３年経過を目途に中間点検・評価を行い、その結果に基づき、目標値等を随時見直しながら、最

終年度の2023年度に計画全体の見直しを行い、2024年度以降の次期計画の策定につなげてまいりたいと考

えております。 

 以上で、説明を終わります。 
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●会長 ありがとうございました。ただいま説明をいただきましたが、委員の皆様から何かご質問等をい

ただきたいと思います。よろしいですか。 

●課長 はい。 

●会長 課長。 

●課長 今、一枚ものの概要の資料のみの説明とさせていただきました。本冊は、60ページくらいの厚い

計画案となっております。今回、半分ほどは現状の分析ということで、グラフ・表等を使いながら前半部

分かなりのページ割いてございます。先ほど申しましたように、県内でも１人あたりの医療費が、八戸市

は高いほうに位置するといったあたりとか、健診受診率がなかなか伸び悩んでいるといったあたりも含み

まして、現状分析したうえで、来年度以降どういう取組をしていこうかというような構成になっておりま

す。ご質問・ご意見票も後からご説明させていただきますが、お時間を作っていただき、ぜひご覧いただ

いて、ご意見がありましたら、頂戴して、来月また運営協議会を予定しておりますので、その時にまた何

かありましたら、ご説明させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

●会長 では、この件については終わってよろしいですか。 

●一同 異議なし。 

●会長 他にないようですので、この件は、終わらせていただきます。 

●会長 その他で何かございますでしょうか。 

●関向参事 はい。 

●会長 関向参事。 

●関向参事 事務局よりお願いとお知らせがございます。先ほど課長が申し上げましたとおり、先ほどの

第２期データヘルス計画と第３期特定健康診査等実施計画案につきましては、本日概要のみをご説明申し

上げておりますので、詳細につきまして大変恐れ入りますが、本冊をお持ち帰りいただき、ご覧いただき

まして、お気付きの点などがございましたら、資料に添付してございます意見の記入様式にご意見を記入

いただき、郵送またはＦＡＸなどで３月９日くらいまでに当課へご提出いただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

次に、次回の運営協議会の予定についてお知らせいたします。本年度第３回の運営協議会につきまして

は、３月19日月曜日の午後２時から市庁別館２階会議室Ｂにおいて開催を予定してございます。開催時

間・開催場所がいつもとは異なっておりますのでご注意ください。 

また、協議会終了後は、午後3時30分から八戸グランドホテルにおきまして、青森県国民健康保険団体

連合会事務局長様を講師にお招きして「国保研修会」を開催する予定でございます。いずれも後日、ご案

内を送付いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。以上でございます。 

●会長 他に何かご質問等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1時40分 閉会] 


