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第 3回鈴鹿市国民健康保険運営協議会 議事録 

日時 平成 25 年 1 月 29 日（火）午後１時 00 分 

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 

   公益を代表する委員 

    大杉 吉包  鈴木 純  石田 秀三 

   被用者保険等保険者を代表する委員 

    森 春夫   風口 善紀 

＜事務局＞ 

保健福祉部長          森 光男 

保健福祉部次長         松井 一人 

保険年金課長          和田 康男 

国民健康保険Ｇ 副主幹兼ＧＬ  善福 一博 

管理Ｇ 副参事兼ＧＬ      髙﨑 英城 

管理Ｇ 副主幹         小林 将士 

管理Ｇ 主査          諸岡 久美子 

 

１.開会 

 

２．会長挨拶 
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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．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。 

 

５．協議事項 

（１）平成 24 年度国民健康保険事業特別会計決算見込みについて 

   事務局より説明 

 鈴木委員 

収納率が現年分，滞納分共に上がっているが，どのような施策を講じたのか。また，

20 億円以上の滞納分の内，繰り越しはどの位になるのか。一般会計から 10 億円繰入れ

ている中，滞納分の 20 億円をどう回収するかが大変重要な課題であると考える。 

 事務局 

今年度から開始した収納対策コールセンターの充実，口座振替の推進等収納対策を進

めているが，御指摘の通り滞納分は依然として多額であり，納税課と協議をしながら対

応を進めていきたい。 

鈴木委員 

まだ施策が具体化していないと感じる。時効により消滅してしまうと，きちんと納め

ている方とそうでない方との不公平感が生じる。他市の取組み等参考にして具体的な取

組みをしていただきたい。 

森委員 

督促はしているのか。 
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 事務局 

督促，催告，差押えは順次実施している。 

森委員 

払える人は払っているのが実情である。難しいところはあると思うが，電話催告だけ

ではなく厳しい対応も必要と考える。 

石田委員 

平成 24 年度で繰り入れた基金は保有状況の方にはあがっていないのか。 

事務局 

平成 24 年度での基金繰入については，平成 23 年度の決算において生じた剰余金の繰

入額が計上されている。 

 石田委員 

決算見込みに計上されているのは平成 23 年度の繰入分であり，基金残高としてはその

分を除いた額が平成 24 年度頭に計上されているということか。 

事務局 

その通りである。 

 石田委員 

後期高齢者支援金や介護納付金は国保税の収納の中の後期高齢者支援分や介護分と釣

り合っているのか。 

 事務局 

    実際にはもっと税率を上げないと釣り合わない。 

   石田委員 

 どちらが少ないのか。 

事務局 

税収の方が少ない。 

   石田委員 

後期高齢者支援金や介護納付金の支払いの方が税収よりも多いということは税収の医
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療分からもこれらの支払いに入っていると解釈できるのか。 

事務局 

後期高齢者支援金や介護納付金と税収は基本的にはリンクはしていない。 

   石田委員 

保険税は納めるときは合算で納めているが，その使い道は医療分，後期高齢者支援金，

介護納付金それぞれに幾ら使われているのかが税収と釣り合っているのではないか。後

で構わないので教えてほしい。 

鈴木委員 

5 年で滞納が時効になっているとのことだが，決算書にはどこに記載されているのか。 

事務局 

今回は決算見込みの為計上されていないが，実際の決算書には不納欠損として計上さ

れてくる。 

鈴木委員 

不納欠損額も見込みを提示すべきではないか。 

事務局 

不納欠損額は出納閉鎖後でないと把握できない。実際の処理は納税課で行っている。 

鈴木委員 

今回は決算見込みの報告であるので，参考数字で構わないので資料として提示して頂

きたい。実際にどの位の金額が時効になるのか。 

事務局 

平成 23 年度の不納欠損額は 2億 2,490 万 1,391 円である。 

鈴木委員 

2 億円を超える大きな金額でもあるので，きちんと資料として提示して頂きたい。 
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（２）第 2期特定健康診査等実施計画について 

   事務局より説明 

森委員 

保健指導の実施率 10％を達成するには大変なエネルギーがいると思うが，目標を 60％

に設定して逆算して目標を立てている。他の市も同様の目標ということだが，目標の立

て方について疑問である。私の会社で聞いたところ，現場の保健師もパソコンによる指

導などさまざまな工夫をしているが，10％を超えることは難しく天文学的な数字である

という話であった。 

事務局 

現実的な数字を立てるべきかどうかについても議論をした。行政だけでなく被用者保

険も同様だと思うが，目標設定について平成 29 年度の最終目標を 60％に設定すること

が基本指針に定められている。ただ，市町によりいろんな事情があり十分な説明ができ

るのであれば変更が可能ということである。三重県内の市町について調査したところ，

60％以外の目標を置くところはなかった。計画について毎年評価しなければならず，目

標値以外にもメタボの改善率等違う指標も持って1年1年分析していくということとし，

目標値を 60％に設定した。最終目標値について再度検討が必要かどうかを含めてご意見

いただきたい。 

森委員 

非常に難しい数字であるので，いろんな政策を立てないと難しいと思う。 

鈴木委員 

県レベルに比べて現在半分くらいの実施率であるが，まず県レベルに近づける必要が

ある。実際，県内の他の市町で行われていて鈴鹿市で行われていないものは取り組みの

中に確実に盛りこまれているのか。新たな取り組としてどういったものがあるのか。 

事務局 

特定保健指導については，電話による勧奨は行っているが，訪問はできていないので

実施していく予定である。保健指導の内容についても，栄養改善や運動改善について他
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の市町でどんな取り組みをしているか調査する必要がある。また，人口規模は異なるが，

改善の成功事例についても他の市町の取り組みを取り込んでいきたい。現実的で早く取

り組める取り組みとしては，医者からの勧奨だと思うのでご協力お願いしたい。 

鈴木委員 

他の近隣の自治体でやれていることは実施率向上につながると思うので，来年度はき

っちりやっていただきたい。 

森委員 

県の実績値が 13.4％ということだが，この数字はどういうものか。 

事務局 

法定報告の市町村国保の三重県の平均の数字である。 

西城委員 

特定保健指導の 60％は無茶苦茶な数字であるが，第 1期を反省して第 2期はどうした

らよいのか，具体的に行政として考える必要がある。数字を見る限り，少なくとも他市

は保健師がかなり活動していると考えられるが，鈴鹿市の場合はある程度医療機関へ委

託している。医療機関で健診を受け終わってから対象者に保健指導の受診券が配布され

るのが 10 月である。スケジュールにもある通り，７月から健診が始まって 10 月になっ

て受診券の印刷・発送が行われているが，この間に受診者は間が抜けてしまい，保健指

導を受ける気にならないと思う。健診結果については，医療機関でその都度説明してい

る。この点について国の策定委員会で，特定健診の受診日に特定保健指導の初回面接を

試行的に取り組む内容の案が出ている。先日，鈴鹿市医師会と事務局で協議をしたとき

に，委員から同時実施したらどうかという提案もあった。7月，8月に健診を受けたら判

定結果は医療機関ですぐ分かるのであるから，その都度受診券を発行していただきたい。

医療機関で動機付け支援か積極的支援か判定し，医療機関から受診券の発行を市へ依頼

し，その都度受診者へ受診券を配布するという，新しい方法を取らないと実施率 60％は

達成できない。仕組みが悪いと思う。鈴鹿市は鈴鹿市独自で仕組みをつくれば，全国的

にも注目される。国の方針にただ従うのではなく，実際に実施率を上げるためにどうす
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るのかを考え実行に移すべきである。 

事務局 

階層結果の抽出については国保連合会に委託しており，県下どの市町でも同じ課題を

持っていると思う。毎年度のやり方については，集合契約の際に県下市町で話し合いの

場があるので，その点を要請していくとともに，鈴鹿市独自でできることを含め検討し

ていく。 

西城委員 

集合契約は行政と三重県医師会の間で交わされるものであり独自にやってもよいと思

う。 

事務局 

集合契約で国保連合会へ抽出化を委託している関係で，受診券の発送が今の時期とな

っている。 

西城委員 

国保連合会が結果を見て保健指導の対象者を選ぶということで，行政はそれを裏づけ

としてもらってよいが，医療機関が判定しても階層結果は一致するのであるから，鈴鹿

市独自で早く受診券を送ったらよいのではないか。 

事務局 

例えば，仮ナンバー発行ということか。 

西城委員 

仮受診券でもよいと思う。そうすれば実施率があがるのではないかと思う。 

事務局 

その辺りの事務的な作業も含めて今後検討していく。 

石田委員 

この計画の目的は，市民の皆様がいかに健康になるかということであり，市民がその

気になるような動機付けが必要である。健診結果のデータが出たときに保健指導の必要

性を言わないと，受診者はその気にならないと思う。今の話で，なにが１番ネックにな
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っているのかよくわからない。 

西城委員 

受診券の発行の仕方であると思う。 

石田委員 

国保連合会を経由するから遅くなるということか。 

西城委員 

その通りである。特定健診の費用の問題と，データの集積・対象者の抽出化というの

は国保連合会に任せればよい。医療機関の判定結果を行政に送り，仮受診券を発行すれ

ば，ひと月遅れで保健指導がすぐに開始できる。 

会長 

受診券の問題も含めて事務局で検討をお願いしたい。 

石田委員 

特定健診という名前がよくないと思う。特定の人だけが健診を受けるような印象を受

ける。 

西城委員 

昔の市の基本健診に戻すべきである。 

石田委員 

人間ドックは名前がなじんでいるが，特定健診もみんなが受ける健診というような愛

称があったらよいと思う。自分が受けるべきものだという認識が必要だと思う。 

あと，長野県だと町内ごとに保健推進員が町内の人に呼びかけをし，日常的に活動して

いるから，先進地であると聞いている。半分ボランティアであるから費用もかからない。

一遍には難しいと思うが，モデル地区をつくったり，特定の地区から始めてみるなど鈴

鹿市でもやってみてはどうか。 

事務局 

今回受診率向上に向けた取り組みの中に記載しているが，老人会など町をあげた取り

組みも今後推進していく。 
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横田委員 

重複するが，やはり住民みんなを巻き込んだ活動にしないと目標値に近づけることは

できないと思う。ちらしやポスターでは一般の人はなかなか動かない。積極的に人を入

れていかないといけない。医療機関の医者や老人クラブ，自治会などもっともっと積極

的に巻き込んでいかないといけないと思う。 

事務局 

今の話で，「人」ということが大きなキーワードだと感じたので，今後重点を置いて  

取り組んでいく。 

森委員 

健康づくり課との連携はどうなっているか。 

事務局 

健康づくり課は保健センターの保健師の集まりであるが，健康づくり課が担当する市

のがん検診と特定健診の同時受診を実施しているし，特定保健指導についても栄養改善

や運動指導など取り組んでおり，一体となって動いている。 

会長 

質疑は出尽くしたようなので，議論を終わる。 

 

（３）その他 

事務局より第４回運営協議会の日程確認。 

 

会長 

以上で本日の協議事項は全て終了した。これをもって，本日の協議会を終了する。 
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【議事録署名者】 

 

 

印     

 

 

印     


