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日 時 ： 令和元年５月１３日（月） 

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３委員会室 



  

八戸市国民健康保険運営協議会記録 

令和元年5月13日(月) 午後1時00分～午後1時30分 市庁本館３階 第３委員会室 

 １ 開 会 

 ２ 委嘱状交付 

 ３ 市長挨拶 

 ４ 会長挨拶 

 ５ 会長職務代理者選出 

 ６ 諮 問 

 ７ 会議録署名委員選出 

 ８ 職員の紹介 

 ９ 議 事 

 （１）八戸市国民健康保険税の課税限度額の改定について（諮問案件） 

 （２）平成31年度八戸市国民健康保険重点事業実施計画について 

 （３）平成31年度制度改正等について 

 （４）その他 

 10 閉 会 

出席委員（１５名） 欠席委員（２名） 

被保険者代表（４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 

医師等代表（４名） 

松橋 英昭  委員 

工藤 祐喜  委員 

谷地 泰美  委員 

片町 善之  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（２名） 

  松浦 与志光 委員 

  下田 真一  委員 

袴田 理子 委員 

大谷 幸男 委員 

出席職員（９名） 

小林 眞   市長 

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 

傍聴者なし 
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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、令和元年度第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、事務局から１件ご報告がございます。公益代表委員として長年にわたりご就任いただいてお

りました田名部和義様が、３月31日付けで当運営協議会委員を辞任されました。その後任といたしまして、

本日付けで五戸定博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。市長、よろしくお願いいたし

ます。五戸様は、恐れ入りますがその場でご起立をお願いいたします。 

 

【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15名でございます。欠席委員は、保険医等代表

の袴田委員、被用者保険等保険者代表の大谷委員の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 続きまして、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、当市の国民健

康保険の運営につきましては、平素より一方ならぬご指導ご鞭撻を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、昨年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、都

道府県も保険者として加わった新制度が実施となりましたが、おかげさまをもちまして概ね円滑にスター

トすることができたものと考えております。 

当市といたしましては、今後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

ようお願いを申し上げまして、挨拶といたします。 

●司会 続きまして、坂本会長より一言ご挨拶をお願いいたします。また、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誠にありがとうございま

す。ただいま市長のご挨拶にもありましたように、昨年度から国保が大改革をいたしまして、昭和36年４

月から始まった皆保険制度を、保険者である全国の市町村がずっと担ってきたわけでありますが、その保

険者に都道府県が入ってきたわけでありまして、運協の委員のみなさんの役割というのは、以前と同様の

重要な役割を担うことになっております。 

この国民皆医療保険制度は、世界に誇れる制度であり、その制度を支えているのがこの国保でございま

す。八戸市民にとっても医療保険制度を継続・維持できる体制をうってまいりたいと思っております。 

 今日の案件は、諮問をいただいて、答申するということもございますが、制度も改正になっているよう

であります。そういうことも含めてご審議いただきたいと思います。 

これからもよろしくご協力のほどお願い申し上げまして、開会にあたっての会長としてのご挨拶とさせ
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ていただきます。よろしくお願いいたします。 

●会長 次に、次第の５「会長職務代理者の選出」ですが、これまで会長職務代理者として長年務めてい

ただきました田名部和義様が、３月31日をもちまして辞任されたことに伴い、この度新たな会長職務代理

者を選出することとなりました。 

 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、いかがいたしますか。 

●委員 会長に一任いたします。 

●会長 ただいま、委員から、会長に一任したいとの発言がございましたが、私からの指名でよろしいで

しょうか。 

●一同 異議無し。 

●会長 会長一任ということで皆様から了承いただきましたので、私から指名させていただきます。 

 五戸委員を会長職務代理者に指名いたします。五戸委員、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。 

●五戸委員 まだ私、経験をほとんどしておりませんけれども、職務代理者として誠心誠意つとめてまい

りますので、よろしくお願いをいたします。 

●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、坂本会長、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31年

度以後の基礎課税額に係る限度額を現行の58万円から61万円に引き上げる。よろしくお願いいたします。 

●会長 はい、検討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させていただきますことを、皆様からご

了承いただきたいと思います。 

●市長 では、どうぞよろしくお願いいたします。 

●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、永井委員と工藤委員にお願い

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いたします。

佐々木勝弘健康部長、よろしくお願いいたします。 

●部長 国保事業を所管しております、健康部長の佐々木でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。私の方から今年度の運営協議会事務局を担当いたします職員をご紹介申し上げます。 

 

【事務局職員紹介】 
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●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 山道次長。 

●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と記載された資料をご覧願います。 

(1)改定案でございますが、平成31年度以後の基礎課税額に係る課税限度額を現行の58万円から61万円

に引上げるものでございます。 

次に(2)改定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す。 

資料中段の表に、当市の国民健康保険税の税率と課税限度額を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。 

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３万円

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、３万円引上げ

ることにより約50世帯減少し、387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

ございません。 

次に(3)影響額でございますが、課税限度額を３万円引上げることにより、課税額ベースで約 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、31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。 

●会長 ただいま山道次長からご説明いただきましたが、委員の皆様からそれぞれの立場でご意見、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。 
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●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、山道次長のご

説明どおりとしてこの改定につきましては、了承いただいたものとして取り計らいたいと思います。 

●会長 この件につきましては、明日５月14日に五戸職務代理者と私で、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 次に、(2)平成31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31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、毎年度当初

に策定しているもので、平成31年度の計画としております。 

１ページをお開き願います。まず初めに基本方針でございますが、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、昨年３月末の 51,437 人から11月には５万人を

割り込み、本年３月末現在の被保険者数は 49,274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、昨年４月から、都道府県が保険者に加わり財政運営の責任主体となる新たな国保制度がス

タートし、当市といたしましては、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、今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ページ以降で述べております。 

５ページをお開きいただきまして、事項別の主な事業についてご説明申し上げます。 

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、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)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。 
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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まいりたい

と考えております。 

なお、この(5)(6)につきましては、資料の方は「新規」事項となっておりますが、昨年度から引き続き

の事項で、正しくは「継続」でございます。大変失礼いたしました。 

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)で目標収納率を 91.59％（H29全国平

均（５～10万人）から ※当市実績 H29:89.43％、H28:88.35％）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ページにまいりまして、(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まいります。 

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、

引き続き実施してまいります。 

次に、７ページにまいりまして、４の「保健事業の推進」でございますが、昨年策定いたしました「第

２期データヘルス計画」「第３期特定健康診査等実施計画」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など、効果的・効率的な保健事業の実施に努め

てまいります。 

(6)の糖尿病重症化予防事業につきましては、本年２月に策定した「八戸市糖尿病性腎症重症化予防プ

ログラム」に基づき、八戸市医師会と連携し、医療機関等のご協力を頂きながら推進してまいります。 

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ページにまいりまして、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まいります。 

最後の、「６ 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まいりたいと考えております。 

重点事業実施計画につきましては、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、ご質問等をお伺いしたいと思います、何かご

ざいませんでしょうか。ないようですので、平成31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、了解ということで終了したいと思います。 

●会長 続きまして、(3)平成31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。 

●久保副参事 はい。 

●会長 久保副参事。 

●久保副参事 それでは、平成31年度制度改正等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。 
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 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。 

 この見直しに伴う、条例の改正につきましては、６月開催予定の市議会定例会に案を提案し、議決を頂

いた上で、31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。 

 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につきましては、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５千円を28万円に、２割軽減にあっては、50万円を

51万円に見直し、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。 

 以上で私からの説明を終わります。次の２と３につきましては、関向参事よりご説明いたします。 

●関向参事 私からは、資料３の「２ 東日本大震災被災者に係る一部負担金免除期間の延長」と、「３ 

八戸市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱の一部改正」について、ご説明申し

上げます。 

まず、「東日本大震災被災者に係る一部負担金免除期間の延長」についてですが、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

ては、一定の要件に該当する場合、免除証明書を発行し、平成30年度まで、その支払いを免除してきたと

ころでございます。 

今年度につきましても、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年間延長することいたしました。 

平成31年３月31日現在の免除証明書発行件数は、国保で 442件、後期高齢者では 353件となっておりま

す。 

続きまして３の「八戸市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱の一部改正」に

ついてご説明いたします。 

国民健康保険法では、保険者は特別の理由がある被保険者で医療機関に一部負担金を支払うのが困難で

あると認められる者に対し、一部負担金の減額・免除または徴収猶予をすることができるとされており、

これまで国はその収入基準を「生活保護基準の 1.1 倍以下」として、要した費用への財政支援をしており

ました。 

当市では、平成16年１月に要綱を制定し、「世帯の平均月収額が生活保護基準の 1.1 倍以下」の場合は

全額免除、「1.2倍以下」の場合は半額免除としてまいりました。 

今般、平成30年10月１日から生活保護基準が見直され、３年に渡って段階的に５％引き下げられること

となったため、国はその影響を他制度に及ぼさないための対応の一環として、国保一部負担金の減免基準

額が引き下げられることなく現行の額を維持できるよう、生活保護基準額に対する収入基準額の割合を段

階的に引き上げ、その分の財政支援も実施することとなりました。 

これに伴い、当市では本年２月に、全額免除の基準について、国の財政支援の基準に合わせて、資料の

とおりの率に改正したものでございます。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。ご意見、ご質問等ないようですので、ただいまの平成31年度制度改正等について
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は、了承いただいたものとして取り計らいたいと思います。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、委員の皆様から何かございますか。ないようですので、事務局からは何かございません

か。委員の皆様及び事務局よりないようですので、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] 

 


