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日 時 ： 令和元年１１月５日（火） 

      午後１時００分～午後１時３０分 

 

場 所 ： 八戸市庁本館３階 議会第三委員会室 



八戸市国民健康保険運営協議会記録 

令和元年11月5日(水) 午後1時00分～午後1時30分 市庁本館３階 議会第三委員会室 

 １ 開 会 

 ２ 委嘱状交付 

 ３ 会長挨拶 

 ４ 会議録署名委員選出 

 ５ 議 事 

 （１）平成30年度八戸市国民健康保険事業の概要について 

 （２）その他 

 ６ 閉 会 

出席委員（１４名） 欠席委員（４名） 

被保険者代表（５名） 

  嶋野 優子  委員 

  松橋 京子  委員 

中村 喜夫  委員 

  永井 ゆき  委員 

  大塚 明子  委員 

医師等代表（１名） 

松橋 英昭  委員 

公益代表（５名） 

 坂本 美洋  委員―会長 

 五戸 定博  委員―会長職務代理者 

 梅内 昭統  委員 

 橋向 久美子 委員 

 山内 隆   委員 

被用者保険等保険者代表（３名） 

  松浦 与志光 委員 

  下田 真一  委員 

大谷 幸男  委員 

  袴田  委員 

工藤 祐喜  委員 

谷地 泰美  委員 

片町 善之  委員 

 

出席職員（７名） 

 山道 尚久  健康部次長兼国保年金課長 

 関向 昌子  国保年金課参事（管理給付グループリーダー） 

 高村 勝典  国保年金課参事（後期高齢者医療グループリーダー） 

 久保 緑   国保年金課副参事（国保税グループリーダー） 

 河原木 千佳 国保年金課主査 

 上野 千穂  国保年金課主査 

 工藤 圭   国保年金課主査 

傍聴者なし 
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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、事務局からご報告がございます。被保険者代表委員のうち公募委員１名が昨年６月より

欠員となっておりましたが、後任としまして、本日付けで大塚明子様へ市長より委員を委嘱いたします。 

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存じます。本日は、健康部次長より交付

させていただきます。大塚様は、その場でご起立をお願いいたします。 

 

【委嘱状交付】 

 

●司会 それでは、会議成立のご報告をさせていただきます。本日の出席委員は14名で、欠席委員は袴田

委員、谷地委員、片町委員、工藤委員の４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。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。本日、お配りしておりますのは、委員名簿、次第、資料１、

参考資料でございます。不足のある方はいらっしゃいませんでしょうか。 

 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、大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

そして、また新たに大塚委員におかれましては、委員にご就任いただきました。どうぞよろしくお願い

を申し上げます。 

この国民健康保険は、市町村が今まで運営主体として昭和36年の皆保険制度開始以来、ずっとやってき

たわけでありますが、やはり財政基盤をきちっとしていきたいという思いから、一元化に向けての過程に

あるわけですけれども、都道府県も平成30年から保険者として加わったわけでありまして、そういう意味

で非常に財政上は少し手厚くなるのかなという期待をいたしているところでございますが、いずれにしま

しても、世界で皆保険医療制度を維持しているのは、日本だけであります。 

基本は、国民健康保険があることによって、皆保険医療制度が維持されているのでございまして、そう

いうことからいきましても、是非この国保制度というのを安定した医療保険制度の位置づけで頑張ってい

きたいと思っておりますが、そのためにも、我々は八戸市の国保の運営のために、安定的にどうしていく

か、県とも連携をとりながら、安定した運営をしてまいりたいと思っておりますので、委員の皆様から引

き続きご協力をいただいて、いろんなご意見を賜って健全に運営していきたいと思っております。 

今日の案件は、一つでございまして、平成30年度におきます八戸市の国保事業の概要の説明をいただく

ことになっておりますので、委員の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

●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４、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、私の方から嶋野委員と松橋委員にお願いを
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いたします。よろしくお願いいたします。 

●会長 それでは、５．議事に入ります。(1)平成30年度八戸市国民健康保険事業の概要についてですが、

事務局から説明をお願いいたします。 

●工藤主査 はい。 

●会長 工藤主査。 

●工藤主査 それでは、平成30年度八戸市国民健康保健事業の概要についてご説明いたします。 

まず、１被保険者の状況の(1)年齢構成でございますが、八戸市の平成31年３月31日現在の人口は22万8

622人（男性10万9596人、女性11万9026人）で、そのうち八戸市国保の被保険者数は4万9274人（男性2万3

108人、女性2万6166人）、国保加入率は21.6％（男性21.1％、女性22.0％）となっております。 

被保険者数を年齢階層別にみると、60から69歳が最も多く、次いで70から74歳の順になっており、60歳

以上の被保険者が全体の58.8％（男性55.8％、女性61.4％）を占めております。60歳以上の被保険者の割

合は、５年前の平成25年が51％であったことから、被保険者の年齢構成も着実に高年齢化が進んでおりま

す。 

なお、75歳に到達すると、八戸市国保の被保険者の資格を喪失し、青森県後期高齢者医療広域連合が保

険者として運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。 

次に、(2)被保険者数・世帯数の推移でございますが、平成20年度に、75歳以上を対象とした後期高齢者

医療制度が創設されたことにより、大きく減少し、その後も、75歳到達による後期高齢者医療制度への移

行や、平成28年10月からの社会保険の加入要件緩和に伴う社保加入者の増加などにより、年々減少してお

ります。 

平成30年度の被保険者数は5万536人で平成20年度（7万4134人）の68％、加入世帯数は3万3276世帯で平

成20年度（4万2428世帯）の78％まで減少しており、今後も減少傾向が続くものと予想されます。 

２ページをお開きください。２医療費の状況(1)年間総額・１人当たり医療費についてご説明いたしま

す。被保険者の自己負担分を含む医療費の総額は、平成30年度が189億円となっており、平成26年度と比

較し約１割減少しております。 

一方、被保険者１人当たりの医療費は年々増加しており、平成30年度は37万4000円と、平成26年度の32

万9000円と比較し約14％増加しております。 

次に(2)１人当たり医療費の比較でございますが、八戸市国保は、全国平均とほぼ同水準で増加してお

り、青森県平均との比較では、各年度とも５から７％上回っております。 

 ３ページをお開きください。 

 ３(1)特定健康診査の受診率の推移でございますが、八戸市国保加入者のうち40歳以上を対象とした特

定健康診査の受診率は、平成30年度が速報値で32.3％となっており、この５か年、30％台前半で伸び悩ん

でおります。青森県及び全国平均と比較しても、３から６ポイント下回っている状況であります。 

次に、(2)特定保健指導の実施率の推移でございます。特定保健指導は、特定健康診査の結果、メタボ

リックシンドロームまたはその予備群に該当した方に対して行われる保健指導であり、市では八戸市総合

健診センターにおいて行われております。八戸市国保の平成30年度の速報値で、実施率は40.1％となって

おります。全国平均は上回って推移する一方で、青森県平均の平成29年度の実施率で約９ポイントの開き

があります。 
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次の４につきましては、上野主査よりご説明いたします。 

●上野主査 私からは、４の平成30年度八戸市国民健康保険特別会計決算についてご説明いたします。４

ページをお開きください。 

平成30年度の国保特別会計の決算でございますが、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ございますが、決算額は43億6583万7000円で、29年度と比較いたします

と、約２億円の減収でございます。これは、先ほどご説明いたしましたが、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、これは保険給付に対する国の負担分などで、決算額が11万4000円で、

29年度と比較いたしますと、約64億円の減となっております。これは、平成30年度から国民健康保険の財

政運営が都道府県単位で行われることになったことにより、国保財政の仕組みも変更となり、これまで市

町村の会計で収入・支出していた項目が県に移管されるなど、予算の構成も大きく見直されたことによる

ものです。 

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で、決算額は22億7095万1000円、29年度

と比較いたしますと、約7000万円の減となっております。なお、国保財政調整基金からの繰入はございま

せんでした。 

次の前年度繰越金は、29年度からの繰越金で、決算額は６億338万円となっております。 

次の療養給付費等交付金以下の項目につきましては、制度改正により、県で受入れされるものや、事業

が終了したことにより、30年度に予算の計上はございませんでした。 

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、決算額が241億3349万7000円で、29年度

と比較いたしますと、約35億5000万円の減となっております。 

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

決算額は159億604万8000円となっており、29年度と比較いたしますと、約３億7000万円の減となっており

ます。 

次に、国保事業費納付金は、平成30年度からスタートした制度改革に伴い、県が医療費の推計を基に、

市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮し決定したもので、63億7500万7000円となっております。 

次に、共同事業拠出金でございますが、歳入の共同事業交付金と同様、事業が終了したことにより、大

幅な減額となっております。 

次の基金積立金は、財政調整基金に新たに５億円を積み立てたほか、利子分を積み立てたもので、現在

の基金保有額は、約14億円となっております。 

次に、後期高齢者支援金以下の項目につきましては、県において支出されたことなどにより、30年度に

予算の計上はございませんでした。 

以上、歳出の合計は、資料中段の網掛けの部分になりますが、決算額が235億9431万1000円となり、29

年度と比較し、約34億9000万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、約５億4000万円の黒字を計上したところでご

ざいます。この黒字額は令和元年度に繰越するものでございます。 
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私からの説明は以上でございます。参考資料につきましては、引き続き山道次長よりご説明いたします。 

●山道次長 それでは、私から、お手元のもう１つの資料、横版の参考資料についてご説明申し上げます。 

この資料は、右下に記載のとおり、先月29日に開催されました青森県国民健康保険運営協議会、こちら

も坂本会長が会長をお務めになられておりますが、その会議資料から抜粋したものでございます。 

まず、１ページをご覧ください。県内40市町村の平成30年度の決算収支の状況で、当市は右側の表の№

３となりますが、約５億4000万円の決算収支差となっております。なお、平成29年度は赤字の自治体が１

つありましたが、30年度は全市町村が黒字となっております。 

また、先ほど当市の決算についてご説明いたしましたが、当市の約５億4000万円の黒字額は、県内では

弘前市に次ぐ大きい金額となっておりますが、補足させていただきますと、国保加入者の医療費に対する

県からの交付金は、医療費の確定により翌年度以降に精算することとなっております。 

この精算により、今年度約１億9000万円を返還する必要がありますので、その返還に充てる分を含め、

５億4000万円の黒字になったものとご理解ください。 

次の２ページをお開き願います。 

こちらは、法定外一般会計繰入金の状況でございますが、市町村が通常行う住民サービスなどに必要な

経費は、一般会計という基本的な会計で経理しておりますが、国保のように特定の事業の運営は、特別会

計という別の会計で経理しております。 

この市町村の一般会計が、国保会計に対して負担する基準は、保険税の法定軽減分に対する負担など、

国が定めているところでございます。 

一方、国の基準にはなく、市町村独自の判断で、一般会計が国保会計に対して負担するものを「法定外

一般会計繰入金」と呼んでおります。 

そのうち、決算補填、いわゆる赤字補填などを目的とした「法定外繰入」は、今年度からの新たな国保

制度において「赤字」と定義付けられ、該当する市町村は、赤字削減・解消計画を策定することとなりま

す。 

資料の表は、左から30年度、29年度、その増減となっておりますが、30年度の県内の法定外繰入金は、

表の中央、30年度の一番下の欄ですが、合計で約５億円でございます。 

そのうち、赤字とされる決算補填などを目的とした法定外繰入は、下から３行目の小計の欄に記載のと

おり、約5570万円となっております。 

該当の市町村は、資料右側の表にありますが、１団体のみとなっております。 

 なお、当市では、赤字とされる法定外繰入は行っておりません。 

 ３ページをご覧願います。 

こちらは、平成29年度の国保加入者における都道府県別の医療費の比較でございまして、四角で囲みの

とおり、全国平均36万2159円に対し、青森県平均は34万9697円と、１万2000円ほど下回っております。 

 次の４ページが県内市町村の比較でございまして、全国平均を下回っている県内の中で、当市の医療費

は全国平均を若干上回る状況にあり、県内では高いほう、左から数えて10番目に位置しております。 

ちなみに棒グラフの左、医療費が最も高い自治体の39万7626円とグラフの右、最も低い自治体の28万77

24円とでは、1.38倍もの格差が生じております。 

 ５ページをご覧願います。 
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こちらは、平成29年度の都道府県別の保険料、保険税収納率の比較でございまして、四角で囲む全国平

均92.45％に対し、青森県平均は91.96％と下回っており、47都道府県中41番目となっております。 

６ページをご覧願います。 

こちらは、平成30年度の県内市町村の収納率の比較でございまして、県全体の平均は29年度の91.96％

から、四角で囲みのとおり92.13％に上昇しております。その中で、当市の順位は県内で低い位置におり

ますが、収納率自体は29年度の89.5％から30年度は90.3％に上昇しております。 

 こうした収納率の向上による税収の確保、また先ほどご説明いたしました、増加する医療費の抑制・適

正化といったあたりは、保険者として、今後の重要な課題でございますので、それぞれの取組を着実に進

めながら、より一層、安定した国保運営を目指して参りたいと考えております。 

 委員の皆さまには、引き続き、ご理解・ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 私からは以上でございます。 

●会長 ありがとうございました。今それぞれ説明をいただきました。委員の皆様からご意見、ご質問等

を承りたいと思います。何かございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 参考資料の４ページなんですけども、一人当たりの医療費の状況で、一番高いところと一番低い

ところで11万違う。何かあるんですか。 

●山道次長 お医者さんへ一生懸命行くとかそういうのもあるかもしれませんが、ある町の課長さんに伺

ったところ、漁師が多く、海が時化ないかぎり病院へ行かないとのことで、各自治体の特性というのがあ

るようでございます。 

●会長 よろしいでしょうか。 

●委員 わかりました。 

●会長 他にございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 収納率が若干向上しているみたいですけども、何か対策は実施されたのでしょうか。 

●山道次長 収納率の向上に関しましては、様々な取り組みをいたしておりまして、本日も12時から収納

率向上キャンペーンということで、市長、会長をはじめとして、パンフレット等を街頭で配布したほか、

徴収に関しましては、夜間の徴収、電話催告もございます。そういった形で、いわゆる通常の税と同じよ

うな形で進めているというところでございます。以上です。 

●会長 よろしいですか。 

●委員 はい。 

●会長 他にございませんか。 

●委員 はい。 

●会長 委員。 

●委員 資料１の３ページですが、特定健康診査ということで、いろいろと取り組みをしていらっしゃる

というのは前々から存じておりますが、29年度が若干下がって、30年度は1.2％上がっていますが、上が
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った部分の総括は何だったのか教えていただきたいというのと、30年度の保健指導がかなり一気に上がっ

てるんですよね。これについては、どういう取り組みをしたら、上がったのではないかというような中間

総括的なものでもいいので教えていただきたい。 

●工藤主査 はい。 

●会長 工藤主査。 

●工藤主査 特定健診が1.2％上がった要因といたしましては、国保の土曜健診を２月・３月に行うにあ

たりまして、町内会への回覧を新たに依頼したということが一つあり、それによって上がったのが大きい

と思われます。 

 保健指導につきましては、平成29年度まで保健指導の期間は６か月でありましたが、制度改正により３

か月から６か月という形で改正されたのが大きな要因かと思われます。 

●委員 出戻り実施というのが上がった要因ということでしょうか。 

●工藤主査 そうですね。 

●会長 他にございませんか。ないようでございますので、ただいまの(1)平成30年度八戸市国民健康保

険事業の概要については、以上で了承したものとして取り計らいます。 

●会長 その他、何か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30分 閉会] 


