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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 23 年 7 月 26 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 

山口 俊彦  藤本 修嗣 

   公益を代表する委員 

    藤浪 清司  石田 秀三 

   被用者保険等保険者を代表する委員 

    森 春夫   渥美 義人  平岡 弘明 

＜事務局＞ 

保健福祉部長          森 光男 

保健福祉部次長         永戸 栄治 

保険年金課長          杉本 直人 

国民健康保険Ｇ 副参事兼ＧＬ  佐野 順章 

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 10 名が出席。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 

  会長に石田委員，会長職務代理者に矢野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油井委員，保険医・保険薬剤師を代表する委員として藤本

委員を選出。 

 

７．協議事項 

（１）平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算について 

   事務局より説明 

 Ａ委員 

コンビニ収納は以前から実施していたのか。収納率が向上したのはその効果によるも

のか。 

 事務局 

国民健康保険税のコンビニ収納は平成 23 年 4 月から実施している。国民健康保険税の

納付は 7 月からなので効果はまだ分からない。これまで銀行窓口での支払や口座振替を

利用していた方以外をコンビニ収納の利用見込数として計上できるわけではない。銀行

よりもコンビニの方が便利だからという方もいるためで，今後，収納担当課と検証して

いくことになる。 
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Ｂ委員 

基金の残額は予算の残額なのか。実際の基金はどうなるのか。 

事務局 

平成 22 年度の決算後の基金残高は 12,226 円。決算後約 4 億円の黒字が出たのでその

内の 2億円を基金へ繰入れする。平成 23 年度末は 2億円プラス利息ということになる。 

Ｃ委員 

決算報告の中で平成23年度に清算される療養給付費等負担金の返還が約1億5千万円

見込まれるとあったが，その返還は繰越金で対応できるということか。 

 事務局 

3 月補正で保険給付費を 2 億 4 千万円計上したが，実際は 4 千万円で済んだ。しかし

国への補助金の申請は 3 月補正の額のままで補助金額を計算している。そのため，実際

よりも多く補助金をもらっていることになり返還が生じた。2 億円基金に繰入れして残

額の約 2億円は平成 23 年度へ繰越しするが，財政状況は依然として厳しく基金を取り崩

すことも考えられる。今年度はまだ始まったばかりで予測は困難だが，できる限り基金

は残していきたい。 

Ｃ委員 

次年度以降での清算というのは前期高齢者交付金など他の補助金もある。全体として

の見通しはどうか。 

事務局 

前期高齢者交付金や後期高齢者支援金は 2年前の清算を行う。平成 22 年度の決算では

平成 20 年度の清算が行われたが，約 4 億円の黒字になった。これは平成 20 年度には見

込として概算払いをしていた額を厳しく見積もっていたため，実績との差額が生じてプ

ラスとなった。平成 21 年度の清算も同様に実績との差額でプラスになり，平成 23 年度

決算においてもその分プラスになると見込んでいる。 

Ｂ委員 

大きな赤字がずっと問題になってきた。これまで予算通りに決算されたことがない。 
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事務局 

前期高齢者交付金や後期高齢者支援金は平成 20 年度から始まった制度であり，清算は

平成 22 年度が初めてである。概算額の計算方法は国から示されるが，その見込みが実績

と大きく乖離した。平成 20 年度で前期高齢者交付金が少なく財政が厳しかった分，平成

22 年度には清算分として追加交付があり余裕ができた。今回は国からの補助金も大きく

額が予算を上回っているが，これは国が補助申請額と予算を比較して予算に合わせた額

を補助決定するためであり，補助申請額が予算より少なければ係数を掛けて増額される。

そのため，決定額がどう増減するのかは分らない。3 月補正は申請額で計上しており，

その後増額された決定額が決算額となった。 

 Ａ委員 

出産一時金の歳入と歳出とで件数が異なるのは何故か。 

事務局 

歳入の 299 件は当初の見込であり，歳出の 281 件は実績である。その差は次年度に清

算される。 

 Ｂ委員 

平成 22 年度の決算を受けて平成 23 年度の課題は何かあるか。 

事務局 

平成 22年度の保険税率改定により収納額で約 10％増税しているが，被保険者数の減，

所得の減等により調定額が平成 21 年度よりも減少してしまった。近年の経済状況では今

年度の調定額も見込みより少なくなると考えている。一方，一人当たりの医療費は年々

増加している。これからも財政は厳しい状況が続くと考えている。例えば，出産一時金

の交付金は平成 22 年度は 1 件当り 2 万円であったが，平成 23 年度は 1 万円になり，平

成 24 年度には 0円になる。 

Ｂ委員 

医療費抑制の為の施策は何か考えているのか。 
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事務局 

特定健康診査等の保健事業を促進することで，日頃の健康管理に留意して頂きたい。

また，コンビニ受診を控えていただくよう周知する。 

   Ｃ委員 

特定健康診査の予算残高が大きい。その理由は。 

   事務局 

特定健康診査の予算は目標受診率を基に計上している。目標受診率は単年度ごとに定

め，段階的に引き上げて平成 24 年度には 65％となるよう設定しているが，本市の実施

率は約 34％である。この目標受診率と実施率の差が予算残額として計上されている。 

   Ｄ委員 

特定健康診査の検診項目は簡素であり魅力がないため受診率を上げるのは難しい。扶

養家族の受診率は更に低い。国保でも伊勢市では受診率が高い。自己負担額が無料であ

ることが要因なのでは。 

事務局 

本市では自己負担額は 500 円ないし 200 円であり，決して高額ではない。それでも受

診率は上がってこない。特定健康診査開始以前には基本健康診査があったが，元々基本

健康診査の受診率が高かった。 

   Ｄ委員 

受診率の話が出たが，国保の加入者でもパート勤務の人はその勤務先で特定健康診査

を受けるのではないか。 

事務局 

勤務先で受診した場合でも，受診結果を提供いただけたら国保の受診者として計上で

きる。ただし，実績は数件である。 

   Ａ委員 

扶養家族の受診率は確かに低い。30％あればいい方である。1 年目は無料で実施し，

その後財政状況が厳しいこともあり 3 割自己負担にした。その結果受診率はやはり下が
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った。無料でもあまり受診してもらえなかったのは健診自体に魅力がないからではない

か。 

   Ｄ委員 

レセプト点検は市独自でやっているのか。こちらでは一度支払基金で点検したものを

縦断点検している。 

事務局 

レセプト点検は連合会に委託している。市独自では資格過誤を確認している。今年 10

月にシステム改修が予定されており，レセプトの電子化が進めば縦断点検等連合会での

効率的な点検が可能になる。 

   Ｄ委員 

ジェネリック医薬品への取組はどうなっているか。 

   Ｅ委員 

ジェネリックを希望される方は多い。しかし変更できない場合がある。処方箋での記

載がないと変更できない。処方箋に「変更不可」と記載されていれば変えられない。全

体の約 22％がジェネリックである。調剤費の約 7割が薬剤費である。薬剤費が下がれば

かなり調剤費も下がる。 

   Ｂ委員 

医療費削減の方法としては，チラシなどで周知してもあまり効果は無い。鈴鹿医療科

学大学の先生で医療費の削減を働きかけている方がいる。地域ぐるみの取組みを行えば

少しは効果があるのではないか。 

事務局 

鈴鹿市の人口 20 万人に対して国保加入者数は約 4万 7千人である。健康づくりという 

面で市全体での取組として考える必要がある。先ほどジェネリックの話があったが，国

からの強い指導もあり対応していく必要があると考えている。 

委員長 

御質疑もないようですので，平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算について御 
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承認いただける方は挙手願います。 

（挙手全員） 

挙手全員でございますので，平成 22 年度国民健康保険事業特別会計決算について御 

承認いただきました。 

 

（２）その他の事項；東日本大震災に関する厚生労働省の対応等説明 

    事務局より概要説明 

委員長 

以上で本日の協議事項は全て終了いたしました。これをもちまして本日の協議会を 

終了いたします。長時間にわたり慎重な御審議いただきましてありがとうございました。 

 

 

【議事録署名者】 

 

 

印     

 

 

 

 

印     

 

 


