
 

 

 

 

 

八戸市国民健康保険運営協議会 
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日 時 ： 令和２年３月１０日（火） 

      午後２時００分～午後２時３０分 

 

場 所 ： 八戸市庁別館２階 会議室Ｃ 



八戸市国民健康保険運営協議会記録 

令和2年3月10日(火) 午後2時00分～午後2時30分 市庁別館２階 会議室Ｃ 

 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） 令和２年度八戸市国民健康保険特別会計の概要について 

（２） データヘルス計画の実施状況について 

（３） その他 

 ６ 閉 会 

出席委員（１４名） 欠席委員（４名） 

被保険者代表（４名） 

  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（４名） 

袴田 理子 委員 

工藤 祐喜  委員 

谷地 泰美  委員 

片町 善之  委員 

公益代表（４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 

被用者保険等保険者代表（２名） 

  松浦 与志光 委員 

  下田 真一  委員 

   

嶋野 優子  委員 

松橋 英昭  委員 

山内 隆   委員 

大谷 幸男  委員 

 

出席職員（９名） 

 佐々木 勝弘 健康部長 

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） 

 田村 史之  国保年金課主幹 

 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 

 

 



 1

［ 午後2時00分開会 ］ 

 

●司会 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして誠に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 本日の出席委員は14名で、欠席委員は嶋野委員、松橋英昭委員、山内委員、大谷委員の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条の規定によりまして、会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。 

 それでは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１－１、参考資料１－２、資料２、こちらには一緒に参考資料２－１、参考資料２－２を

綴じております。この他、令和元年度版国民健康保険図鑑をお配りしております。この冊子は、県の国保

連で作成したもので、県内の国保の状況の比較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。 

資料等ご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。

今年度第３回目の運営協議会でございます。何よりも日本国の皆保険制度の中心は、国民健康保険がある

ことによって皆保険が成り立っているわけでございまして、この保険をきちっと継続して健全運営やって

いくことが、大事なことだと思っております。 

市町村が保険者として、昭和36年から全国津々浦々で始まったわけでありますが、平成30年度からは都

道府県も保険者に加わるという形で、財政をもっともっときちっとしていこうということで、取り組んで

きているのでございまして、八戸におきましても、その体制をきちっとしたうえで、この皆保険制度を守

る砦としての運営を健全的にやっていきたいと思っております。 

今日の運営の議題が２点ございますが、委員の皆様からそれぞれの立場でのご意見を賜ってまいりたい

と思っておりますので、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３、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ご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、私の方から谷地委員と大塚委員にお願いを

いたします。 

●会長 それでは、議事に入ります。(1)令和２年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要について、

事務局から説明をお願いいたします。 

●上野主査 はい。 

●会長 上野主査。 

●上野主査 それでは、令和２年度八戸市国民健康保険特別会計予算の概要につきまして、ご説明いたし

ます。資料１と、各科目の説明を記載いたしました、横版の参考資料１－１をあわせてご覧いただければ

と思います。 
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令和２年度の予算総額は229億8670万円で、元年度当初と比較し、3億6690万円、1.6％の減額となって

おります。 

それでは、資料上段の歳入・収入の項目からご説明いたします。  

まず、国民健康保険税でございますが、令和２年度の予算額は40億6622万2000円で、被保険者数の減少

により、前年度と比較し1351万6000円、0.3％の減額となっております。 

次の県支出金は163億2444万9000円で、前年度比１億6972万円の減額となっており、市の医療費の実績

に応じ、県から交付金が交付される普通交付金が主なものでございます。 

次の繰入金は、25億955万円で、前年度比１億8120万8000円の減額となっており、国の基準に基づき、

市の一般会計から繰入れする一般会計繰入金と、国保特別会計財政調整基金から繰入れする基金繰入金で

ございます。なお、今年度予算につきましては、当初４億円を財政調整基金から繰入れする予定でござい

ましたが、前年度の繰越金や交付金の増などにより、繰入れせずに予算を執行できる見込みとなっており

ます。 

次の諸収入は、保険税の延滞金のほか、交通事故等の第三者納付金、医療費の返納金が主なものでござ

います。 

次のその他は、保険税の督促手数料や市が保有する国保特別会計財政調整基金の利子収入が主なもので

ございます。 

次に、資料下段からの、歳出・支出につきましてご説明いたします。 

まず、総務費でございますが、職員の人件費や、国保運営に要する事務経費のほか、青森県国保連合会

に対する負担金、納税貯蓄組合に対する事務費補助金、当運営協議会の運営に要する経費などでございま

す。 

次の保険給付費は、被保険者の診察・治療費等に対する療養給付や高額療養費のほか、出産育児一時金、

葬祭費の支給などに要する経費で、156億6342万6000円を計上しております。 

次の国民健康保険事業費納付金は、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、前年度より１億3933万1000円減の66億3576万4000円を計上いたしました。 

次の保健事業費は予算額１億7902万2000円で、特定健康診査や国保人間ドック、市民保養所・洗心荘の

宿泊料助成、医療費通知に要する経費が主なものでございます。 

次の諸支出金は、保険税の過誤納金還付金でございます。 

次のその他は、国保特別会計財政調整基金の利子分の積み立てが主なものでございます。 

以上、令和２年度予算の概要でございましたが、今後も、被保険者数の減少が見込まれ、税収の確保は

厳しい状況が続くものと予想されることから、財政運営の責任主体である県と引き続き連携を図りながら、

安定した国保財政の運営に努めて参りますので、委員の皆さまにおかれましては、引き続き、ご理解・ご

支援の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

最後に、参考資料１－２につきましては、青森県の国保運営協議会の先月26日に開催された資料の一部

でございます。先ほど歳出のところで納付金のことについてご説明いたしましたが、県に対して納付金を

納めることになっているもので、資料の最後にＡ３版で県内40市町村の納付金の金額等が掲載されており

ます。参考までにということで、後ほどご覧いただければと思います。 

説明は以上でございます。 
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●会長 ただいまの説明に対し、委員の皆様からご質問、ご意見等いただきたいと思います。いかがでし

ょうか。ご質問、ご意見等ないようですので、この件は、了承したものとして取り計らいます。 

●会長 次の(2)データヘルス計画の実施状況について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、第２期データヘルス計画の実施状況についてご説明いたします。 

資料２をご覧ください。八戸市国保は被保険者の健康保持増進のため、診療情報等のデータ分析に基づ

き、平成30年３月に当該計画を策定し、各種保健事業の推進に取り組んで参りました。このたび、計画１

年目に当たる平成30年度の達成状況がまとまりましたので、ご報告いたします。 

参考資料２－１をご覧ください。こちらは計画に掲げる各保健事業の実績の詳細を表にしたもので、網

掛けとなっている部分が平成30年度の目標値を達成した項目でございます。事業実施の目標値であるアウ

トプットと、中長期的な成果の目標値であるアウトカムがいずれも目標を上回ったものを目標達成事業と

しておりますが、看護師による早期受診・重症化予防のための訪問指導事業、糖尿病重症化予防事業、ジ

ェネリック医薬品利用差額通知、重複・頻回受診者等に対する適正受診の訪問指導、市民健康づくり講座

事業及び各地区健康教室事業が目標を達成しております。これらは「生活習慣病の発症予防・重症化予防

の推進」と「健康意識の向上」にかかる事業でございます。 

次に、目標未達成事業ですが、特定健康診査事業、特定保健指導事業、国保人間ドック事業、特定健康

診査・国保人間ドック制度周知事業、はがきによる特定健康診査・国保人間ドック受診勧奨事業、電話に

よる特定健康診査・国保人間ドック受診勧奨事業、土・日曜日健康診査実施事業、元気応援！お得ーポン

事業、栄養士による重症化予防のための訪問指導事業、重複・頻回受診者等に対する適正受診の訪問指導

事業、健康まつり事業、国保市民保養所宿泊料一部負担事業が目標未達成となっております。これらは、

「特定健康診査及び特定保健指導の推進」に関連する事業が中心となっております。 

続きまして、令和元年度の途中経過についてご説明いたします。 

具体的な数値については、年度途中であるため、まだまとまっておりませんが、前年度と変更のあった

取組といたしましては、電話による特定健康診査・国保人間ドック受診勧奨事業のうち、今年度から健診

センターへの一部委託を開始いたしました。同じく、同事業で市が直接実施する分については、過去５年

間に受診歴がある方に重点的に勧奨する等、勧奨方法の見直しを行った結果、受診率が前年度より改善し

ております。 

今後とも、特定健康診査事業を中心に、他都市の事例の研究を進め、関係機関と協議を行い、目標達成

に向けて実施して参ります。 

 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、ご質問等を伺いたいと思います、何かござい

ませんでしょうか。 

●委員 国保市民保養所はどこの宿泊施設になるのでしょうか。 

●工藤主査 十和田の焼山にあります洗心荘のことです。 

●委員 わかりました。 

●会長 他に何かございませんでしょうか。ないようですので、(2)データヘルス計画の実施状況につい
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ては、了承いただいたということで取り計らいます。 

●会長 その他、事務局から何かございませんか。 

●佐々木部長 はい。 

●会長 佐々木部長。 

●佐々木部長 今年度最後の会議になりますので、私のほうから一言御礼を申し上げたいと思います。今

日含めまして３回、お忙しい中ご出席をいただき、そしてまた真摯なご審議を賜りまして、大変ありがと

うございました。おかげさまで今年度のスムーズな国保運営に擁することができました。皆様のおかげだ

と思っております。 

新年度のことでございますけども、市の組織が若干変わりまして、今は健康部国保年金課という所属な

んですが、今度は市民防災部国保年金課ということで部が変わることになります。今、市民防災部という

のは、市民課が入っていたり、あるいはその名のとおり防災の部署が入っていたりするのですが、そこに

国保年金課と介護保険課の２つの課が市民防災部にいくと、残った健康部・主に保健所になるのですが、

残った健康部が６月から田向のほうに出来上がります総合保健センターに移転する予定となってございま

す。ただ、部が変わりましても、委員の皆様方には何ら支障はございませんので、新年度においても引き

続きご支援を賜われればというふうに思っております。まずもって本当に今年度ありがとうございました。 

●会長 その他、何か事務局からございませんか。 

●山道次長 はい。 

●会長 山道次長 

●山道次長 事務的連絡になりますけども、皆様にご案内差し上げておりました来週３月17日火曜日に開

催予定の国保連の三八支部の研修会でございますが、新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、中止とさ

せていただきますので、ご了解いただきたいと思います。以上です。 

●会長 その他、皆様から何かございませんか。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2時30分 閉会] 


