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第 1回鈴鹿市国民健康保険運営協議会 議事録（要旨） 

日時 平成 26 年 7 月 29 日（火）午後１時から午後 2時 40 分 

場所 鈴鹿市役所 5 階 503 会議室 

出 席 者 

＜委員＞ 

被保険者を代表する委員 

 横田 美喜子  大久保 敬子  油井 泰身 

保険医又は薬剤師を代表する委員 

西城 英郎  北川 弘二  若生 美樹 

   公益を代表する委員 

    森 雅之  大窪 博  森川 ヤスエ 

   被用者保険等保険者を代表する委員 

    真柄 欽一  鈴木 啓之   

＜事務局＞ 

保健福祉部長          松井 一人 

保健福祉部次長         和田 康男 

保険年金課長          久保田 博  

国民健康保険Ｇ 主幹兼ＧＬ   坂﨑 真一 

管理Ｇ 主幹兼ＧＬ       小河 若司 

管理Ｇ 副主査         宮田 直季 
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１.開会 

 事務局より開会の挨拶 

２．委員紹介 

 被保険者を代表する委員，保険医又は保険薬剤師を代表する委員，公益を代表する委員，被

用者保険等保険者を代表する委員の順に紹介。 

 

３．定数報告 

委員定数 12 名のうち 11 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 

  会長に森川委員，会長職務代理者に森委員が賛成多数により選任。 

 

５．会長挨拶 

  会長から挨拶 

   

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。 
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７．協議事項 

（１）平成 26 年度国民健康保険事業特別会計決算について 

  事務局 

事務局から説明。 

 会長 

  質疑をお願いします。 

 Ａ委員 

  決算歳入にかかる一般会計繰入金について，9億 4,903 万 7,165 円とありますが，市 

としてはいくらが適正額と考えますか。 

   事務局 

 繰入金については，法定繰入金と市町村の状況により繰り入れしているものと 2種類 

あります。前者は保険基盤安定繰入，職員給与等繰入，財政安定化支援事業繰入，出産 

一時金等繰入の 4項目であり，後者は，その他の繰入（減免分）のみでございます。 

 保険基盤安定繰入は，低所得世帯に対する国民健康保険の軽減措置による税収の減 

少分を補填するものです。補填に際しては，2分の 1を国，4分の１を県が補助するも 

のであり，4分の 1が市の負担分となっています。 

 職員給与等繰入に関しましては，国民健康保険を運営する上での事務費の部分であり， 

全額一般会計から繰り入れることとなっております。財政安定化支援事業については， 

市町村の財政状況に応じて計算されるものです。 

 出産一時金に関しては，出産一時金にかかった費用の 3分の 2を一般会計から繰り入 

れることとなっております。 

 その他繰入としましては，鈴鹿市が独自に保険税の減免制度を作っており,前年度の 

収入と比較して今年度の収入が 3割以上減少した場合に生活保護の収入と比較して 1.3 

の収入になった場合には保険税を軽減するものとなっております。 

このことから，税収の減少分を一般会計から繰り入れしております。 
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Ａ委員 

 独自で繰入をしているのは，その他繰入（減免分）の分ということでよろしいか。 

事務局 

 ご指摘のとおりです。 

会長 

 追加で提出されました資料について，事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

 追加資料につきましては，三重県国民健康保険連合会が作成している資料から抜粋い 

たしました。まず，医療費についてですが，高齢化や医療技術野高度化などにより年々 

増加している状況です。平成 25 年度につきましては，平成 24 年度と比較しますと,4 パ 

ーセントほど，金額でみますと，4億 8千万ほど医療費が上がっていることがわかりま 

す。 

 次に，鈴鹿市における被保険者数についてですが,景気の上向きにより社会保険への 

加入が増えており，それに伴って国民健康保険の被保険者数が減少しているのではない 

かと推測されるところです。加えまして，高齢化に伴い後期高齢者医療制度へ移られる 

方も増えていると思われます。以上のような状況から，国民健康保険の被保険者数は減 

少していると考えられます。 

医療費全体につきまして，三重県内の市町で比較しますと，平成 24 年度になります 

が,29 市町中 28 位となっております。また，一人当たりの保険税の調定額では 29 市町 

中 8位となっております。14 市でみると 4位という状況です。 

会長 

 今年の単年度でみると，保険財政としましてどのように考えられますか。 

事務局 

 平成 25 年度の決算としましては，2,281 万円の繰越金があり，黒字と説明いたしまし 

たが,それについては前年度の繰越金約 1億 5千万円と基金の取崩し 8千万円によるも 

であり，単年度としては赤字と考えております。 
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会長 

 他にありますか。 

Ａ委員 

 質問というよりは要望になりますが，単年度の資料だけではなく，これまでの推移が 

比較できる資料，また，グラフ化されているなど，わかりやすい資料を今後提出いただ 

ければと思います。 

事務局 

 今後，提出させていただきます。 

会長 

 他にご意見はありますか。医療に携わる方は，現在の医療現場の状況からみてこの数 

字をどのようにお考えになりますか。 

Ｂ委員 

 資料で一人当たりの医療費について，記載されたものがありますが,年々高齢化して 

いると感じているところであり,被保険者の年齢構造も同様にあがってきているものと 

思われます。それに従って，疾病率も高くなっていると思われます。疾病率が上がれば, 

当然，医療費もかかってくるということになります。疾病を予防するという意味でも， 

普段からの健康管理が大切であり,健診事業をしっかりと充実させていく必要があると 

思います。国民健康保険に関しては，人間ドック，特定健診を実施しているところです。 

そのような健診を市民の皆さんが，受診され健康維持に勤められるということも大切な 

ことであると思いますし，事業を促進していく必要があると思います。 

医療機関の状況としまして,後期高齢者の利用が高いと感じられます。また，いわゆ 

る健保と国保で比較しますと，国保の利用者が多いと感じております。今後も，年々伸

びていくのではないかと感じております。 
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Ｂ委員 

本日は，健康保険組合から委員の方がおみえになっているわけですが,健康保険の医 

   療費の推移はどのように受け止められていますか。 

Ｃ委員 

 医療費について，伸び率でみますと伸びてきていると感じています。平成 25 年度は 

前年度と比較して約 104 パーセントと 4パーセント伸びている状況です。この数年の前 

年度比の伸び率が，おおよそ 2パーセントだったことを考えますと，上がってきている 

と感じております。 

会長 

 鈴鹿市での保健事業の状況は，いかがでしょうか。 

事務局 

 特定健診の受診率ですが,対象者が 31,631 人で，13,698 人の方が受診されておりま 

す。受診率は 43.3 パーセントとなっております。前年度と比較しますと，前年度が 42.8 

パーセントでした。次に保健指導についてですが,対象者が 1,378 人で受診者が 242 人 

と 17.5 パーセントとなっております。前年度が 14.8 パーセントでしたので，上がって 

きているとはいえます。 

続きまして，人間ドックに関してですが 2,000 人を対象としましたところ,受診者が 

1,467 人でした。脳ドックに関しましては 620 人を対象としましたところ，596 人の受 

診がありました。平成 24 年度の人間ドックの受診者は 1,441 人であり，脳ドックの受 

診者は 587 人と若干ですが上がっており，健康に対する意識について,わずかながら上 

がってきているのではないかと感じているところです。 

会長 

 決算について，確認したいところはありますか。 

Ａ委員 

 事務局から繰入金について説明がありましたが,基金の残高は，現在どれだけとなっ 

ていますか。 
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事務局 

 基金の残高は，5億 1,696 万 4,614 円となっています。 

Ｂ委員 

 鈴鹿市の収納状況は，県内で一番低いと聞いたことがありますが，県内の実績としま 

して，最高何パーセントですか。 

事務局 

 三重県の平成 24 年度の現状としまして，平均値が 90.72 パーセントとなっておりま 

す。収納率が一番高いところとしては，大紀町の９７パーセントというところもありま 

す。なお，一番低いのは松阪市で，８７．３３パーセントとなっております。 

会長 

 保険税は高いと感じるのか，低いと感じるのか被用者を代表する委員の方はどのよう 

に感じてみえますか。 

Ｄ委員 

 国民健康保険は助け合いですので,自分が健康であって収められたら，こんな幸せな 

ことはないなと感じております。 

また，少し確認したいのですが,この滞納分というのは何年分になりますか。 

事務局 

 ５年分となります。 

Ｄ委員 

 滞納者の納付を促すにあたって，どのように取り組んでいますか。 

事務局 

 現年に関して，納期限内に納付が確認できなかった方に対し，督促状を送付し，そこ 

からまた，一定期間に納付が確認できなかった場合に催告を行います。 

Ｄ委員 

 催告というのは，書面ですか。 

 



8 

 

事務局 

ご指摘のとおりです。その後につきましては，調査を行ったうえでの法的措置への移 

   行という流れになります。 

Ｄ委員 

面談はおこなっているのですか。 

事務局 

 窓口や電話などで納税相談をおこなっている状況です。 

 また，１年以上滞納があると保険証の発行はできないので，短期証の発行をするとと 

もに相談に応じるような流れをとっております。 

国民健康保険では，もともと生活基盤の弱い人を支えるという制度であるという面も 

あり，個々人の状況について，十分に聞き取りをしながら対応していくということが必 

要となってまいります。端的に，収納率を向上させるという数字目標だけで，対応して 

いくことは難しいものです。 

しかしながら，公平性という観点からすると収納率は 100 パーセントを目指して 

いくというのが原則ではないかとも思っております。 

このことから，新たな取り組みとして納付率の向上を目指し，平成 24 年度からコー 

   ルセンターを設置しました。現年度分を滞納にまわさないことを目的として，国保連合 

会に委託をし，電話により納付を促すようにしております。平成 24 年度は，年度途中と 

いうこともあり 1回ではありましたが，平成 25 年度から電話回数を 3回に増やし，催 

促をしております。3回で 987 件依頼をした後,455 件に通話がつながり，通話後約一月 

の間に納付を確認できたのが，141 件と約 3割強の効果があったといえます。費用は 18 

万程度で，収納額は 300 万ぐらいありましたので，電話がつながりにくいなどの課題は 

ありますが,効果はあるものと考えております。 

会長 

 他にありますか。 
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Ｅ委員 

 滞納金に対する延滞金の率というのは，どのようになっていますか。 

事務局 

 平成 26 年 1 月から 7.3 パーセントとなっております。 

会長 

 他にありますか。 

 それでは，質疑も出尽くしたように思いますので,平成25年度国民健康保険決算（案） 

について採決を諮りたいと思います。承認いただける方は，挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

会長 

 平成 25 年度国民健康保険事業特別会計決算について承認をいただきました。 

 

（２）平成 26 年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）について 

  会長 

   事務局より説明をお願いします。 

  事務局 

事務局より説明 

   質疑なし。 

 会長 

   補正に関して，大きくは社会保障・税番号制度システム整備費ということですね。全

体としては，これからも経費がかかっていくということですか。 

  事務局 

   ご指摘のとおりです。 
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  会長 

   歳入で確認すると，一般会計の繰入による対応となっていますが,国の補助金などは 

  どのようになっていますか。 

  事務局 

   この事業に関しましては，国の制度でありまして,基準とされる経費の 3分の 2が助 

成されることにはなっております。しかしながら，詳細な補助金の交付内容については 

未定でございます。 

  会長 

   事務局の説明によりますと，国民健康保険特別会計にかかるものであっても，市の一 

  般会計を通じて補助されるという理解でよろしいですか。 

  事務局 

   現時点では，そのように考えております。 

   会長 

ご質疑もないようですので，平成 26 年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）に 

   ついてご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 26 年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）に

ついて，ご承認いただきました。 

     

（３）その他 

  事務局 

   補正予算（案）につきましてご承認いただきましたので,9 月議会にこの内容で提案さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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 会長 

それでは，本日の会議を閉会するにあたり，あらためまして，先ほどＡ委員からご提 

   案がありましたように資料について，経年比較ができるなど今後わかりやすいものを提 

   出していただきたいと思います。 

    本日の議題に関しましてすべて終了しましたことから，閉会とさせていただきます。 

  

                                    （閉 会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


