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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 30 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。小林市長、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、被保険者代表である夏坂委員の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 それでは、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、ご出席をいただき、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就任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。 

 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・ご意見を賜ることとなっておりま

すので、３年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、本年４月から、国保制度の大改革により、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った新制度がスタートいたしました。 

このような中で、当市といたしましても、県と十分連携を図りながら、引き続き安定した国保運営に努め

て参りたいと考えております。  

 どうか委員の皆様には、当市国保事業のより一層の充実発展のため、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。 

●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となっておりますので、会長が決定するまで、市長が議長を務め、議事を進行させて

いただきます。 

●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となっております。選出方法は、

いかがいたしますか。 

●委員 指名推薦でお願いします。 

●市長 ただいま委員より、指名推薦とのご発言がございましたが、これにご異議ございませんか。 

●一同 異議無し。 

●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、指名推薦をお

願いいたします。 

●委員 はい。 

●市長 委員。 

●委員 国保制度の変わった大切な時期でもありますので、経験豊富な坂本委員を推薦いたします。 
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●市長 ただいま、委員から坂本委員を会長に推薦するご発言がございましたが、これにご異議ございま

せんか。 

●一同 異議無し。 

●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 ただいま皆様のご推薦をいただきまして、会長に引き続きということでご指名いただきました。

もとより浅学非才ではございますが、重要な時期ということでもありますので、微力でございますが一生

懸命頑張って参りたいと思います。医療制度の世界で日本だけが皆保険制度を持っておりまして、その中

で一番大事なのが国民健康保険だと思っております。この国保があるから、皆保険制度が成り立っている

といっても過言ではありません。先ほど市長のご挨拶にもありましたが、国保制度の大改革による新制度

は、国が大きな英断をして、都道府県も保険者として新たに加わり、市町村と一緒になって責任を負担す

るということだと私は理解しております。今までやってきた市町村国保が、さらに充実できるものだと思

っております。委員の皆様と一緒になって頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

●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、

いかがいたしましょうか。 

●委員 会長に一任ということでいかがでしょうか。 

●会長 ただいま、委員から、会長である私に一任というご発言がございましたが、私から指名してよろ

しいでしょうか。 

●一同 異議無し。 

●会長 ご異議無しということでございますので、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 会長からご指名ありました田名部和義でございます。従来通りよろしくお願い申し上げま

す。 

●会長 田名部委員におかれましては、引き続き、職務代理者として、よろしくお願いいたします。 

●司会 続きまして、市長から「八戸市国民健康保険税の課税限度額の改定について」の諮問をいたしま

す。市長、会長、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

の意見を求めます。諮問事項、八戸市国民健康保険税の課税限度額の改定について。改定内容、平成30年

度以後の基礎課税額に係る限度額を現行の 54万円から 58万円に引き上げる。以上よろしくお願いいたし

ます。 

●会長 はい、審議させていただきます。 

●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。 
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●司会 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、次第に従いまして進行させていただきます。次第の７、「会議録署名委員の選出」で

すが、選出につきましては、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、ご異議無しということでございますので、私の方から、嶋野委員と松橋委員にお願い

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。佐々木勝弘健康部長、よろしくお願いいたします。 

●部長 国保事業を所管します健康部長にこの４月から拝命されております佐々木でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。それでは、私の方から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。さきほど、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。(1)八戸市国民健康保険税の課税限度額

の改定についてですが、事務局から説明をお願いいたします。 

●次長 はい。 

●会長 保坂次長。 

●次長 それでは、先ほど市長から諮問いたしました国民健康保険税の課税限度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願います。 

改めまして、(1)の改定案でございますが、平成 30 年度以後の基礎課税額に係る限度額を現行の 54 万

円から 58万円に引上げるものでございます。 

次に(2)の改定の理由でございますが、国民健康保険税における課税限度額の上限を定めております地

方税法施行令の一部改正に伴い、当市の保険税につきましても同様の改定を行うものでございます。 

国の方向性につきまして少し補足させていただきますが、国は持続可能な社会保障制度の確立を図るた

め、各分野におきまして改革を進めているところであり、医療保険制度におきましても、財政基盤の安定

化や各種負担の公平性の確保の観点などから、制度の見直しがなされております。 

今回の課税限度額の改定につきましても、高齢化の進展などによる医療給付費の増加が見込まれる中で、

保険税負担の公平を図る観点から引上げとなったものでありまして、75 歳以上の後期高齢者医療制度に

おける保険料も同様に、今年度から賦課限度額が５万円引上げられております。 

次に、資料中段に当市の国民健康保険税の税率と課税限度額につきまして、表にお示ししておりますが、

保険税には表の上段にありますとおり、①から③の３つの区分がございます。 

表の下にそれぞれ内容を記載しておりますが、①の基礎課税額は国保加入者の医療給付などに充てられ

るもの、②の後期高齢者支援金等課税額は75歳以上が加入する後期高齢者医療制度を支援する財源となる

もの、③の介護納付金課税額は介護保険の第２号被保険者であります 40歳から 64歳までの方の介護保険

料相当分でございまして、②及び③につきましては、国保以外の医療保険制度におきましても、加入者の

年齢に応じて負担しているものでございます。 
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これらの区分それぞれにおきまして課税限度額を定めており、今回の改定は①の基礎課税額分を４万円

引上げ、②の後期高齢者支援金分及び③の介護納付金分は据置きとなっております。 

また、表の網掛け部分にカッコ書きで記載しておりますが、限度額を超過する世帯数は、４万円引上げ

ることにより約90世帯減少し、430世帯程度になるものと見込んでおります。 

なお、所得割額の税率、被保険者１人当たりの均等割額、１世帯あたりの平等割額につきましては変更

はございません。 

次に(3)の影響額でございますが、課税限度額を４万円引上げることにより、課税額ベースで約 1,900

万円の増額になるものと見込んでおります。 

最後に改定の手続きでございますが、諮問内容のとおり課税限度額を改定するためには、八戸市国民健

康保険税条例の改正が必要となりますので、６月に開催予定の市議会定例会に条例の改正について提案し、

議決をいただいた上で、30年度の課税分から適用したいと考えております。 

以上、国民健康保険税の課税限度額の改定につきまし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。ただいまの説明に対し、委員の皆様からのご意見、ご質問等をいただき

たいと思います、何かございませんでしょうか。 

●一同 なし。 

●会長 それでは、ただいまの「八戸市国民健康保険税の課税限度額の改定について」は、了承したいと

思います。了承して諮問案のとおり答申することでよろしいですか。 

●一同 異議なし。 

●会長 それでは、ご異議なしということで了承いただきましたので、この件につきましては、４月 26

日に田名部和義職務代理者と私で、市長に答申したいと思います。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が、よろしいでしょうか。 

●一同 異議なし。 

●会長 ご異議なしということで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、この件について終了することといたします。 

●会長 続きまして、(2)平成 30 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。 

●関向参事 はい。 

●会長 関向参事。 

●関向参事 それでは、(2)平成 30 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２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、毎年度、作

成しているものでございます。 

１ページをお開きいただき、基本方針についてご説明いたします。２段落目に記載のとおり、当市の国

保の被保険者数は、平成 17 年度には旧南郷村との合併もあり、97,138 人となりましたが、その後、平成

20 年度に 75 歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度が創設されたことや、平成 28 年 10 月に社会保

険の適用拡大が実施されたことなどから、減少を続けており、本年４月１日現在の被保険者数は 51,437

人となっております。また、医療費につきましては、被保険者数は減少しているものの、高齢化の進展や
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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人当たりの額は年々増加しております。

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。 

こうした中、今年度から、都道府県が保険者に加わり財政運営の責任主体となるなど、国保制度改革が

実施され、当市としては、引き続き、きめ細かい事業運営を担いつつ、県と連携した、より一層の国保事

業の安定的運営を図るため、平成 30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、６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ページをお開きいただき、

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、予算編成や国保税収入の確保などについて、

適正な事務に努めるほか、新たに、(5)に国保広域化への適正な対応として、今般の制度改革に伴い、財

政運営の責任主体となった県と十分に連携を図りながら、安定的な財政運営や効率的な事業運営に努める

こととしております。 

また、(6)には保険者努力支援制度の活用を追加しております。この保険者努力支援制度は、今般の制

度改革に伴い導入された制度でございまして、都道府県及び市町村における医療費適正化等に向けた取組

に対して点数化し、その点数に応じて交付金が配分される制度でございます。この制度の積極的な活用を

図るため、評価指標の改善に努め、国保財政の安定化につなげて参りたいと考えております。 

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)に目標収納率を 90.71％に設定する

とともに、(3)の口座振替の拡大や、(5)のコンビニ収納等を活用した収納体制の充実強化、また、(6)の

新規滞納者への自動音声による電話催告など、納税指導・相談の充実強化、６ページに参りまして、(8)

の収納率向上キャンペーンの実施などによる納税意識の高揚などに取り組むことにより、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、(2)の医療機関からの医療費の請求書である

レセプトの点検の充実・強化や、(4)の重複・多受診者などへの訪問指導による適正受診の促進、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、

引き続き実施して参ります。 

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、本日、お配りしております

「第２期データヘルス計画」に基づき、特定健診の受診率向上に向けた取組や、健診結果を踏まえた特定

保健指導や訪問指導の実施、また、糖尿病重症化予防に向けた取組など、効果的・効率的な保健事業の実

施に努めて参りたいと考えております。また、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、８ページに参りまして、５の「適用適正化対策の推進」につきましては、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、資格の適正管理に努めて参ります。 

最後の、６の「運営体制の充実強化」につきましては、当運営協議会の委員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。 

以上、平成 30年度の重点事業実施計画についての説明を終わります。 
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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、ご質問等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、平成 30 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 続きまして、(3)平成 30年度制度改正等について、事務局から説明をお願いいたします。 

●中村副参事 はい。 

●会長 中村副参事。 

●中村副参事 それでは、平成 30 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３をご覧ください。私からは、１の「低所得者に係る保険税軽減判定所得の基準の見直しについて」

ご説明申し上げます。 

まず、見直しの理由でございますが、国民健康保険税における低所得者に係る保険税軽減判定所得の基

準を定めている、地方税法施行令の一部改正に伴うものでございます。 

次に、見直し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。 

この低所得世帯に係る保険税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、表にお

示ししましたように、５割軽減にあっては、27 万円を 27 万５千円に、２割軽減にあっては、49 万円を

50万円に見直し、それぞれ上限額を引き上げ、軽減基準を緩和するものでございます。 

これらの見直しについては、国において、軽減対象者が減少しないよう、毎年度経済動向等を踏まえて

見直しされているものであります。なお、平成 29 年度の軽減対象世帯数は、カッコ書きで記載しており

ますが、７割軽減世帯が 11,376 世帯、５割軽減世帯が 5,529 世帯、２割軽減世帯が 3,836 世帯であり、

国民健康保険加入世帯の約６割を占めてございます。 

最後に、実施時期でございますが、６月開催予定の市議会定例会に八戸市国民健康保険税条例の改正案

を提案し、議決を頂いた上で、30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。 

 以上で説明を終わります。次の２につきましては、工藤主事より説明いたします。 

●工藤主事 はい。 

●会長 工藤主事。 

●工藤主事 私からは、２の「東日本大震災被災者に係る一部負担金免除期間の延長」について、ご説明

いたします。 

東日本大震災により被災した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療機関窓口での

一部負担金につきまして、一定の要件に該当する場合、免除証明書を発行し、その支払いを免除してきた

ところであります。 

免除の期間は、平成 30年３月 31日まで、福島原発避難指示区域等からの避難者は平成 30年２月 28日

まででしたが、国の財政支援措置が延長になったこと等を踏まえ、引き続き被災者の生活再建を支援する

ため、免除期間を１年間延長したものであります。 

 平成 30 年４月１日現在の免除証明書発行件数は、国保で 486 件、後期高齢者では 350 件となっており

ます。 



 7 

 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、ご質問等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 30 年度制度改正等については、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。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 参考のために伺いたいのですが、平成 30 年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画の８ページ

に「適用適正化対策の推進」ということで、遡及適用の適正処理とあります。私は被扶養者の認定事務を

やっているのですが、その中で、毎年調査対象になる方と、３年に１回で調査の対象になる方がおりまし

て、３年に１回やって、ひどい人は３年前に遡って被扶養者の認定を取り消すという方もいらっしゃるの

ですが、となれば自ずと国保の方に移行になるということで、３年前に遡って適用になるのか、また、そ

の間に医療費を使っていた場合、遡及して返還してもらうのですが、法律上２年までとなっています。国

保税の支払も２年ということになるのですか。それとも遡って３年分の国保税を払ってもらうことになる

のですか。 

●中村副参事 遡及して加入したときには、３年までは遡りで税金が課税されます。 

●会長 よろしいですか。 

●委員 ありがとうございました。 

●会長 他にございませんか。事務局からは何かございませんか。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。 

 

[午後1時40分 閉会] 

 


