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第 1回鈴鹿市国民健康保険運営協議会 議事録 

日時 平成 22 年 7 月 27 日（火）午後１時 

場所 鈴鹿市役所 1202 会議室 

出 席 者 

＜委員＞ 

被保険者を代表する委員 

 横田 美喜子  中西 幸子  油井 泰身 

保険医又は薬剤師を代表する委員 

西城 英郎   山口 俊彦  藤本 修嗣 

   公益を代表する委員 

    池上 茂樹   森川 ヤスエ  大西 克美 

   被用者保険等保険者を代表する委員 

    森 春夫   渥美 義人   長井 一三 

＜事務局＞ 

保健福祉部長          松村 亮 

保健福祉部次長         森 光男 

保険年金課長          杉本 直人 

国民健康保険Ｇ 副参事兼ＧＬ  久保田 博 

国民健康保険Ｇ 副主幹     森下 公雄 

国民健康保険Ｇ 副主幹     善福 一博 

管理Ｇ 副参事兼ＧＬ      津田 良典 

管理Ｇ 主査          小林 将士 

 

１.開会 

２．委員紹介 
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３．定数報告 

委員定数 12 名のうち，12 名全員が出席。鈴鹿市国民健康保険条例施行規則第 4条により，

本協議会は成立。 

４．会長及び会長職務代理者の選任 

  会長に森川委員，会長職務代理者に池上委員が賛成多数により選任。 

５．会長挨拶 

６．議事録署名者選出 

  被保険者を代表する委員として横田委員，保険医・保険薬剤師を代表する委員として西城

委員を選出。 

７．協議事項 

（１）平成 21 年度国民健康保険事業特別会計決算状況について 

   事務局より説明 

 Ａ委員 

課税調定額という意味は，国民健康保険加入者×保険税が 48 億 1 千万ということな

のか。 

 事務局 

その通りです。被保険者の所得に対して一定の税率を掛けて，あるいは人数割，平等    

割として計算した集計が課税調定額となる。 

Ａ委員 

そうすると，収入額 44 億円は現年度課税分と滞納繰越分を足したものがそうなるの

か。予算額の時に何故 48 億 1 千万円を使わないのか。収納率は 90％と見込んでやって

いるのか。 

事務局 

予算額については，例えば一般被保険者医療分には 29 億円となっているが，この中

には滞納分も入り込んだ形になっている。予算を計上する時には予定収納率というもの
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があり，例えば調定額が 48 億円だと現年課税分の予定収納率は 85％程度だが，退職被

保険者の予定収納率は 92％として見込の収納率を掛けて予算計上している。現年課税分

については 90％ということではなく，例えば一般分については現年課税分の 85％を掛

けて計上している。 

Ａ委員 

よく分りました。収納率を上げるためにはどういう努力をしているのか。滞納分 24

億円はずっと前からの積み重ねなのか。 

 事務局 

鈴鹿市の場合保険税なので 5 年間分の滞納を抱えている。例えば課税調定額 48 億円

で収納率 85％ということは毎年 6 億円近い滞納分が発生する。それが 5 年分になれば

24 億円といった数字がでてくる。 

Ａ委員 

滞納者から徴収するにはかなりの努力が必要だと思うが何か工夫はしているのか。 

事務局 

収納については本市は納税課で一括して行っている。保険年金課では賦課作業をして

いる。平成 21 年度から保険税の納期を 8 回から 9 回に変更し，制度的には市単の減免

で，収入が減少した方には保険税の課税の面でなるべく納めやすいように取り組んでい

る。また，保険税の納付と併せて医療を受ける機会の確保の面から，滞納があるから即

保険証を止めるというのではなく，保険税を納めやすいように短期証，分納などで少し

でも納めていただけるような工夫をしている。また，別途納税課においてもなるべく現

年度分から保険税を収納してもらうよう努力している。 

Ｂ委員 

全国的に見て収納率は高いのか低いのか。 

事務局 

全国的な資料は持ち合わせていないが，県下では最低の収納率である。近年後期高齢

者医療制度が開始後，平均 2％ほどはどこの保険者でも収納率が減少している。本市も
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2％ほど減少している。90％を切っているのは本市と四日市，津，などの大きな市であ

る。 

 Ｃ委員 

滞納については納税課が行っているが，督促状を発送することが主な回収方法なのか。

訪問もやっているのか。 

事務局 

納期を過ぎてから 20 日以内に督促状を発送することが決まっている。最初に督促状

を発送する。それでも納付がない場合は自主納付のお願いとして文書を発送する。最終

的には滞納処分の文書を発送する。このような段階的な催告書を発送している。催告書

に対し返答がない場合は，各戸訪問して家庭の状況を踏まえながら交渉をしている。国

保の加入者は低所得者が多く，また昨今の経済不況の影響を受けて収納率の低下を招い

ている。納税環境の充足を図るため日曜窓口を年 5回から年 8回に増やし，それと並行

して毎月夜間窓口を月末 2日間開いている。また，コンビニ収納について制度設計を図

るなど納付しやすい環境を整備している。 

Ｃ委員 

所得はあるのに滞納している方もいるのでは。厳しく対応していただきたい。 

 事務局 

課税部門と収納部門が連携しながら取り組んでいる。所得内容の調査も実施し，生活

困窮者と担税能力がありながら未納である方との選別を図り，滞納処分も実態に応じた

形で強制執行もしている。なかなか数字には反映されないが，これらを積み重ねて向上

させていきたい。 

Ｂ委員 

収納率向上に向けた他市の取組，全国的な取組を参考にして少しでも向上させていた

だきたい。 

事務局 

本市の場合は税方式を採択しているが，料方式を採択している市町もあり，課税と収
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納が一体の部署もある。本市では課税と収納は別々の部署でやっている。本市と同じ体

制の市町からの情報収集は行っている。 

Ｄ委員 

滞納の部分が非常にネックになっている。滞納があるから税の値上げをしなければな

らないという点もある。今回の値上げも反対をした。値上げをすればいいというもので

はなく，根本の解決がなければいつまでも値上げをしなければならない。本来収納率は

100％が理想である。どこかで滞納額を減らさないと予算も組めなくなる。値上げもほ

どほどでないと効果がない。収納率 100％にするにはどの様な取組みが必要かを考える

べきであり，支払えるだけの金額であるべき。平成 22 年度の決算では滞納額がもっと

増えるのではないか。滞納分を増税で対処するのではなく，収納対策など支払ができる

環境整備が必要。滞納分を一般会計から繰入れればいいが，それがなければ納税者だけ

では負担しきれなくなる。収納率を 100％にすれば増税しなくても済む。 

事務局 

滞納処理については問題意識を持って取組んでいるが，解消できていない。様々な原

因があるが，事務的な要因としては市税と国保税の滞納分の支払があった時，どちらへ

振り分けるかという問題もある。その場合，市税へ振り分ける傾向にある。また，納税

意識向上への働きかけ，コンビニ収納など新たな取組を実施している。被保険者の現状

に応じた対応も加味し今年も努力していく。 

Ｃ委員 

本市は 1人当たりの医療費は多い方なのか。医療費抑制のための健康づくり等どの様

な取組みをしているのか。 

事務局 

1 人当たりの医療費は三重県自体が平成 20 年度，21 年度とも全国で 26 位（市町村国

保のみ対象）。本市は三重県の中では平均よりも低い方である。このことから，本市の 1

人当たりの医療費は全国平均よりも下である。保健事業は特定健康診査，保健指導は義

務化されている。その他に人間ドック，脳ドック，各種ＰＲ等含めて実施している。こ
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れらの効果が医療費にも反映されていると考える。 

Ｅ委員 

15％を引いて予定収納率を計上しているが，当初から収納できないと見込んでいる。

それに対する分析をすべき。毎年 6億円の未収の責任を誰が取るのか。15％の内訳を分

析し，貧困層支援のための減額制度を作るべき。非自発的失業者に対する所得判定の軽

減を実施しているが，このような当年度の所得に応じたシステム作りをすべき。国保会

計だけで賄うのは増税につながる。調定額の半分も滞納額がある。運営協議会でも意見

をすべき。 

Ａ委員 

保険税が払えない低所得者に対し生活保護としての医療分だけの補助はできるのか。

低所得者にも十分な医療を提供する必要があるのではないか。 

事務局 

一部負担金の減免は法律上できるが，本市においては手法が確立していない。全国的

にはいくつか運用している市町もあるが，三重県下では実績はない。 

   Ｅ委員 

市民は法律を知らない。運用要綱があればそれを基に周知できるが，その運用要綱そ

のものがない。 

   事務局 

医療扶助だけの生活保護への加入はできるが，基準は同じである。収入は生活扶助か

ら充当していき，医療扶助だけが残る実態がほとんどだと考える。医療扶助だけすぐに

使えるということにはならない。 

   Ｅ委員 

若い人は生活保護要件がハードルになって難しい。年金生活者は比較的適用されやす

い。 

毎年 15％滞納分の分析はやっているのか。 

事務局 
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15％をあきらめて85％で予算を組んでいるのではない。調定額は100％で立てている。

予算編成には前年度までの実績を勘案して適正な額を計上することとなっている。 

   Ｅ委員 

毎年同じ手法を採っているということはあきらめているということではないか。保険

税が値上げになる一番の要因は滞納分である。 

Ａ委員 

被保険者の資産状況は全て分かるはず。ある一線を引いてそれ以上は徹底的に収納す

るといった仕組みも考えるべきでは。 

   Ｆ委員 

どうして滞納がある人が税金を払った時それぞれの部署で公平に分けないのか。 

   事務局 

本人の希望もあるが，納税する側の意識として国保税より市民税，資産税に充当する

方が多い。 

Ｃ委員 

滞納がある場合，市税が優先されるのか。 

事務局 

いくつか滞納がある場合，何から優先するかという取り決めはない。国保税がかかっ

ている世帯の場合，住民税も滞納している場合が多い。固定資産は割合として低い。納

税者は滞納額が高い方から納付しようとする。本市も高い滞納分から負担を軽減するた

め課税が高いものから収納している。本人の希望があればそれに応じている。 

Ａ委員 

それであれば一般会計から赤字分を補填してもいいのではないか。滞納している人は

市税を払う場合国保税を払う気持ちもあるのではないか。 

事務局 

その件については前年度中に納税課と何回も協議を重ねた。その際国保分へも配慮す

ることが約束されたが，決算上からはあまり読み取れない。国保税へも収納するよう再
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度強く要請していきたい。 

   Ａ委員 

そうすれば保険税も上げなくて済む。 

   Ｄ委員 

特別会計が悪化しているなら一般会計から繰入れしないと特別会計がパンクしてし

まう。税金は国保分から優先して収納するべきである。 

   Ｃ委員 

一般会計からの繰入となると，被用者保険の者は現時点では国保は関係ない，保険料

は被用者保険へ，市民税は市へ払っている。その市民税が入っている一般会計の金が特

別会計へ入れられるとなると問題もある。 

Ｅ委員 

そういう理屈をおっしゃる方もいるが，他の所で国保未加入者の税金が使われていな

いかというとそれはありえない。 

   Ｇ委員 

市民感情からすると保険税を納めないと保険証が使えなくなると思う。しかし住民税

を納めないと鈴鹿市から出ていけとはならない。それならば保険税から納めた方が自分

に返ってくる。保険証が使えないという状況が起こらないから。 

Ｃ委員 

住民税は納税課が取りに行って，保険税は保険年金課が取りに行けばいいのでは。 

   事務局 

保険年金課で徴収もしようかとの考えもあった。現在徴収に係る人件費は納税課につ

けているが，それを返還してもらおうかという考えもあった。そうした場合，市全体の

職員配置，今の形は収納が一本に集約した形であると見る人もおり，それを二つに分け

るのは良くないと考える人もいる。保険税から保険料になった場合，これらの問題があ

る。県単位で広域化され，徴収を各市町でするとなった時，今の保険税のままでいいの

か，収納の方法を変えていかなければならないのか，今後 2，3 年の間に考えなければ
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ならない。 

   Ｄ委員 

社会保険や共済に加入している人が何故国保に税金を使わなければならないのか，と

いう意見もある。しかし定年退職すれば皆国保へ加入することになる。例えば介護保険

料を支払ってはいるが使ってはいない。将来に向けての積み立てのようなもの。こうし

た支え合う考え方，不足分は税金から使わせてほしいといったＰＲをするべき。今は直

接関係ないが将来関わってくるのだから将来への投資だと考えてほしい。保険とはそう

いうもの。現存する受益者だけではパンクしてしまう。本当に支払に困っている人が多

い中で値上げをするよりも一般会計から繰り入れて収納率を向上させる方法を考える

べき。そうしないと滞納分が増えるのみ。年間の滞納額が大きすぎる。苦しい経済状況

下では行政が助けるべきでは。 

   Ｇ委員 

その通りだが，自分がおかしいなと思うのは多く使っているから出すのも多く出しな

さいよという考え方はおかしい。多く使って苦しいところにそれだけ多く出しなさいと

いうシステムだけは納得できない。 

   Ｅ委員 

弱いところを社会全体で支えるという理念の皆保険のはずが，その理念が消えてしま

っている。だから結果的にそうなっている。一般会計から補填しないとやっていけない

人がたくさんいる保険制度であるということが分らないから結局そうなっている。弱い

ところには国からの支援が必要であるという発想に皆がなれるようにしないといけな

い。滞納金額が大きく，それだけ払わない人がいるとなると払うことが損をしたような

気になることもあるのでは。弱いところが払えるようなシステム作りが重要。15％の未

納がどういったものか納税課とともに分析するべき。そうすれば一般会計からの必要な

繰入額がはっきりする。 

   Ｃ委員 

現行制度に問題がある。消費税を上げることにもなるのか。 
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   Ｄ委員 

不能欠損がある。数年経てば 20 億円が帳簿上無くなる。そういうことができるから

中々良い対策ができない。仮に不能欠損をせずにいれば滞納分が何千億円にもなるので

は。鈴鹿市の一般会計 550 億円の数％だからあまりピンとこないが，我々にしたら凄い

金額である。払わなければ 5年で助かっていくということではいけない。この辺を精査

しないとまた来年値上げの議論になってしまう。 

 

委員長 

他に決算についての御意見はありますか。平成 21 年度の決算は一般会計からの補填

で国保の赤字を作らなかったという点では認められる。その姿勢を貫いてほしい。 

それでは質疑も出尽くしたようですので，平成 21 年度国民健康保険事業特別会計決

算について，原案のとおり承認いただけます方は挙手願います。 

採 決 

挙手全員により原案どおり承認。 

 

（２）その他 

事務局 

特になし。 

Ａ委員 

国保連合会での審査後の返却されたレセプトは全て鈴鹿市国保保険者自体で再点検

しているのか。 

 事務局 

審査については連合会に委託している。レセプトの電子化に伴い全件返却がある。保 

険者自体のチェックを連合会に委託している。 

   Ａ委員 
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第三者行為に係る雑収入，交通事故に係る第三者行為についてはレセプトに交通事故

とコメントしてあるので保険会社へ請求すること。最近，損保会社が販売している任意

保険の中に人身傷害保険が組み込まれており，加入者本人の過失割合が大きい事故に対

して人身傷害保険の適用として健康保険証を使い治療することが可能となっている。し

かし最近では人身傷害保険の加入者にほとんど過失がなかった交通事故診療にも健康

保険を使えばそれなりのメリットがあるとして保険証を使った診療にするよう指導す

る場合がある。その場合には医療機関は第三者行為手続きを取るよう指導している。ま

た，レセプトに交通事故（マル交）と記載しているが保険者はチェックしているか。 

   事務局 

可能性があるレセプトについて照会はしている。基本的に病名等から第三者行為の可

能性があるものについては本人に事実確認するなど実施している。 

 

委員長 

他にございませんでしょうか。長時間にわたり慎重なご審議いただきましてありがと

うございました。お疲れ様でございました。 
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