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平成 27年度第 2回鈴鹿市国民健康保険運営協議会 議事録（要旨） 

 

日時 平成２７年１１月２５日（水） 午後１時１５分から午後２時３０分 

場所 鈴鹿市役所 ５階 ５０３会議室 

出 席 者 

保険者を代表する委員 

   横田 美喜子  大久保 敬子 

保険医又は薬剤師を代表する委員 

西城 英郎  若生 美樹   

    公益を代表する委員 

      森田 英治（会長職務代理者）  今井 俊郎  森川 ヤスエ（会長） 

被用者保険等保険者を代表する委員 

      真柄 欽一  原 政美 

＜事務局＞ 

保健福祉部長          松井 一人 

保健福祉部次長         近藤 昌洋 

保険年金課長          片岡 康樹  

国民健康保険Ｇ 主幹兼ＧＬ   坂﨑 真一 

国民健康保険Ｇ 主査      松井 大輔 

管理Ｇ 主幹兼ＧＬ       佐藤 美佐 

管理Ｇ 副主査         宮田 直季 

 

１.開会 

【会 長】 

  会長の森川でございます。本日はご多忙の中，出席いただきまして，ありがとうございま 
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す。それでは議事進行させていただきます。只今より平成２７年度第２回鈴鹿市国民健康保

険運営協議会を開催いたします。 

まず，本日の委員の出席人数ですが，委員定数１２名のうち，９名の方にご出席をいただ

いております。鈴鹿市国民健康保険条例施行規則第４条の規定により，本協議会は成立して

おりますことを確認させていただきます。 

  なお，本日は傍聴人が３名みえております。 

 

２．委員の改選について 

 被用者保険を代表する委員として真柄委員，鈴木委員，原委員の継続。 

 

３．会議の公開方法と会議録の作成方法について 

【会 長】 

  事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

会議録については，録音のうえ要点をまとめて作成し，後日，内容を議事録署名者に確認

していただき,鈴鹿市ホームページに掲載したいと考えています。なお，従来より，委員の氏

名は，出席委員の箇所は氏名を公表し，発言箇所につきましては，氏名を伏せて会議録を作

成しています。 

【会 長】 

  それでは会議の公開方法と会議録の作成方法につきましては，事務局の案で進めていきた 

いと思いますが，ご意見はありませんか。 

 

（異 議 な し） 
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４．議事録署名者選出 

  被保険者を代表する委員として大久保委員，保険医・保険薬剤師を代表する委員として若

生委員を選出。 

 

５．協議事項 

（１） 鈴鹿市国民健康保険事業の財政状況について 

【会 長】 

それでは鈴鹿市国民健康保険事業の財政状況について，事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

事務局から資料１，資料２，資料３，資料４に基づき説明。 

【会 長】 

先ほどの事務局の説明では１３１パーセントほどの増税をしないと国保が賄えないとい

う説明でしたが，三重県国民健康保険団体連合会の資料の一部を見てみますと，市町村国

保の抱える構造的な問題ということで，収入が比較的高くない層が多いということが挙げ

られます。国保を考える上で，社会保障の観点が抜けてしまうと，被保険者の負担増ばか

りで，医療費が払えなくて病院も行けないという問題が出てくるのではないかと思います。

議論をする時には社会保障の観点も含めて考えていただきたいと思います。 

   統計資料の中には，一般会計から繰入金というところがあるのですが，自治体が脆弱な

国保に支援をするという目的で実施しているものです。三重県では基本的に少ないのです

が，その少ない三重県でも１３億円程度の一般会計からの支出金があるということも念頭

にいれていただきたいと思います。また，鈴鹿市では３００万円程度が一般会計から入れ

ているということも参考資料として見ていただければと思います。 

単年度収支で平成２８年度の見込み額が極端に大きいですが，この点について，事務局

からもう少し詳しく説明をお願いいたします。 
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【事務局】 

   通常の収入，支出の収支で見ると大体６億から７億程度の赤字が想定されるのですが，

それに社会診療報酬支払基金等の交付金の返還２億円を見込んでおりますことから，大き

な数字になっております。交付金等は概算交付されており，余分に入ってくる場合があり

ます。その場合は翌年に返していかなければなりません。 

また，実質収支で考えますと，数年続けて赤字状態であったということです。これまで  

  は基金がある程度ありますので，決算する際にその部分に基金を充てて対応して参りまし 

た。 

 【Ａ委員】 

   今の説明について，平成２６年度までは基金が入っていたから，黒字となっていたとい

うことで，平成２６年度末には５，１３８万円しか残っていないことから，この分を今年

度にすべて使ったとしてもかなりの不足額が発生する事となります。このように不足とな

った場合の処理というか，不足のまま会計上置いておけるのかどうか，対応というのはど

のようになるのでしょうか。 

【事務局】 

  いろいろな方法がございます。たとえば，県から借り入れるという方法がありますし，

先ほど会長がおっしゃったように一般財源から赤字補填するというようにいろいろな方法

があります。その点については財政当局と平成２８年度年度予算も含めて全体的に協議を

しています。平成２７年度決算もどうするかを含めながら，来年度の引き上げをどうして

行くかを考えていかなければならないということです。 

 【会 長】  

   先ほどの説明で平成２７年度の赤字も平成２８年度に回収するような説明があり，その

上での１３１パーセントの増税という数字が挙がってきていたかと思いますが。 

【事務局】 

ご指摘のとおりです。何の手立てもせずにこのまま赤字決算をして，平成２８年度で精
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算しようとすると，１３１パーセントになります。 

【会 長】 

  平成２７年度は繰上充用を行うという場合でしょうか。 

【事務局】 

  ご指摘のとおりです。 

【Ａ委員】 

   推測ではありますが，鈴鹿市の収納率について，県内の状況を見ても８０パーセント台

というのは県内で２自治体程度しかないわけですが，税率が上がった場合収納率は厳しく

なるのではないかと思います。その点について，推測は難しいと思いますが，税率を上げ

た場合の収納率はどの程度落ちると見込みをされているのか説明をお願いします。 

【事務局】 

   お見込みのとおり収納率については難しいところがあります。しかし，過去の状況をみ

ますと，税率を引き上げた年の収納率は下がります。現年分として下がった分を翌年の滞

納繰越分として，相談を行ったり督促したりするなど，回収に向けて努力していくことに

なります。 

 【会 長】 

   他にありますか。ここでの皆さんの意見を基に次年度の予算編成にはいっていくことに

なろうかと思います。このまま，意見が無いようでしたら，値上げを認めたということで

進められていきますが。 

 【Ｂ委員】 

   １３１パーセントの増税ということで，そこまで急に上げてもいいものかどうかという

ことになってくるかと思いますが。それから一般会計のほうから，補填してもらうという

ことが必要なのではないかと思うところです。財政が厳しいということは様々な場所でお

聞きしているところですが，その使い方について問題があるのではないかと私は思うとこ

ろがあります。 
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   他の市町村と比べて，一般会計繰入について，資料の表にあるところですが，鈴鹿市３

００万程度と，一桁以上の違いがあります。少なくとも１億は必要になるところでしょう。

ある程度補填していただくことによって，その分税率の上昇を抑え，１１５パーセント，

１割５分程度のアップに済むのではないかと思うところです。 

   市全体の一般財政について公開していただき，予算配分をチェックさせていただきたい

と思います。鈴鹿市の予算配分を見ますと，医療，福祉，介護の配分が他市町村に比べて

極端に少ない。 

いつも医師会で発言しているところではありますが，公的な病院を持っていれば，何億

という赤字が出ており，それを市が補填しているわけです。その点を考えますと，鈴鹿市

の場合，救急医療等を民間の病院が補完していただいているという状況です。 

   そのことを考えると，３１パーセントの増税により平成２７年度，平成２８年度の分の

赤字が解消されるということですが，一般財源のほうから半分程度負担していただき，半

分が保険税で賄うという考えができるのではないでしょうか。 

【Ｃ委員】 

   今言われた中で，たまたま鈴鹿市というのは，基金があったから少なくて済んでいた，  

  本来無かったならもっと悪化していた，他の自治体に近い状況になっていたのかなと思い 

ます。それも考えると，基金がなくなった時点で，いま言われたように市から補填もある

べきなのかなと思います。 

   また，下水道や公共交通といった施策に対する金額と比較して，低所得者が５０パーセ

ント以上いるという中で，公平性という部分についても考えていかなければならないので

はないかと思います。下水道の例で言えば，普及率が５０パーセントに達していないとこ

ろに対し，市が１０数億円を出しているわけですから，公平性という部分でしっかりと検

討していかなければならないのではないでしょうか。 

   また，国民健康保険税を支払っている方で最高は８５万円となっているわけです。いわ

ゆる一般の方，他の保険をかけている方との公平性も見て，考えなければならないと思い
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ます。 

【会 長】 

  他にいかがでしょうか。私は社会保障の部分というのは絶対に欠かせないと思います。 

【事務局】 

   繰入の問題で議論いただいているわけですけれども，国保の構造的なものと言いますも

のは，先ほどから言われておりますとおり，所得が低い人が非常に多いということがある

わけです。この構造的な問題に対しては，国の制度としては負担金であったり，社会保険

診療報酬支払基金からの負担であったりと補填があるわけです。 

また，ここで一般会計繰入金と書いてありますのは，いわゆる国の定める制度にないと

言いますか市町村によりましては，税負担をいただきにくいというのもございますし，そ

れから，市町村の持つ特殊性といいますか，そういったことも考慮されて出てきた数字で

ございます。 

   鈴鹿市におきましても平成２１年度にも同じような状況となり，赤字を補填するという

意味合いで，５億円が繰入されているわけです。そういう経緯もありまして，その後，ご

理解をいただきながら，保険税を引き上げたという経緯もございます。 

   その後引き上げた保険税を基に，基金を活用しながらなんとかしてきたという状況でご

ざいますが，今回このような状況になってきておりまして，このまま何の対応をせずに進

めていきますと，これだけ上げないと収支は取れない，破綻してしまうという状況になり

ますので，データをお示ししたわけであります。 

   私たちとしましても来年度の予算編成につきまして，国保だけでは支えきれないという

ことを当然議論すべきものであるとして，財政当局と話を詰めておるという状況でござい

ます。しかしながら，被保険者の皆様に置かれましても，負担をお願いしなければならな

いことをご理解いただきたいと思います。 

   また，今の段階で手をこまねいたまま何もしないとこういう状況になるということで，

ご認識をいただきたいと思います。一般財源の繰入につきまして他の自治体で，例えば多
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いところですと，津市が３億というところがあります。それぞれ経緯があろうかと思いま

すが，他所の市町の状況も参考にしながら何なりと対応を講じていきたいと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

【Ｃ委員】 

   資料４について見ておりますと，鈴鹿市について資産割がありますが，他の自治体で採

用していないところがあります。所得の低い人からすると保険税というのは負担となって

くる，また，財産はあっても所得はないという人もいるわけで，そういう人も同じように

税金を払っているわけですけれども，尾鷲や桑名市は割合が資料のとおりとなっているわ

けです。  

抜本的に保険税率の見直しをしていかなければならないと思います。割合区分について，

変更をしていくということも考えていかないといけないのではないかと思います。収納率

を上げていくということですが，払えない人がいる中で収納率を上げるということも問題

があると思います。そういった状況を踏まえて考えていただかなければならないと思いま

す。 

【事務局】 

  資産割については毎年検討の材料になってきているわけで，資産割によって保険税を取

るということは，固定資産税も取っていることから考えますと，二重課税ではないか議論

が常に上がるところです。どちらかというとなくす方向で進んでいるところもあり，三方

式を採用しているところも多いかと思います。鈴鹿市についても検討はしておりましたが，

平成３０年度に広域化ということもあり，調整が必要になると思います。その時まで，置

いておこうということになり，置いておいたのです。三重県でも税と料の混在，三方式と

四方式の混在しております。広域化になれば，三方式でいくのか，四方式で行くのかが議

論に上がることがあろうかと思います。そのときの議論に任せたいと思います。 

   また，補足になりますが，資料１の表に書いてある算定方式についてですが，広域化の

中でもどのように統一されていくかというのが不透明でありますので，本市が仮に三方式
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に変更したとしても，県で四方式に統一されてしまうと，四方式に戻さなくてはならない

ということになります。そういうこともありまして，広域化の情報が今年度内に何らかの

形で見えてくるのではないかと思うのですが，そういうことも踏まえまして，抜本的な方

向につきましては先送りを今の段階では考えておるわけです。 

【Ｃ委員】 

   今日の朝刊でも診療報酬の引き下げの話がありましたが，医療費が増大している中で，

医療費の増加を制御するという意味合いもあるのだろうと思います。 

 【会 長】 

   他にありますか。 

【Ｄ委員】 

   いろいろと健康に対する施策はやっていただいて.おりますが，そういうのが目に見え

る形で数字で表れておりますか。やはり少子化で何かしらの対策を採らなければならない

と言われておりますが，子どもを安心して育てられる状況にないというようなことも若い

世代から耳にします。 

   医療費については，市でも市民の命を守るということで，一般財源のほうから補助して

いただくといいのではないかと私は思います。 

【事務局】 

   先ほど目に見える結果としてとのご指摘をいただきましたが，特定健診や人間ドックを

やっておりますが，それが目に見えてどれほど効果があるのかという点に関しては繋がり

にくいところがありますが，事項書（２）その他としましては，資料の５になるのですが，

データヘルス計画というものをつけさせていただいておりまして，説明は後ほどとなりま

すが，この中でそういったものが見えるような形で現状の分析評価をして，ＰＤＣＡでま

わしてその計画を作っていくということを取り組んでおりますので，どういった効果があ

らわれるのか，また効果が高い保健事業というのはどういうものなのかというところをこ

の中で明らかにしていきたいと思います。 
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【Ｅ委員】 

   資料１の２ページでジェネリックについて書かれていますが，どのような取り組みをし

ているのか，説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】 

   ジェネリックの医薬品というのが，後発医薬品ということで先発医薬品との薬価の差額

があるわけですが，通常，慢性的な疾患などで，薬を飲み続けないといけない方などがい

らっしゃいます。そういう方について，条件設定を行い全体として鈴鹿市としては２００

０人程度を対象に，今の薬を別の薬に変えるとこれくらいの差額がありますよということ

で通知を出しております。 

また，それに切り替えることで，本人さんにとっても薬代が安くなりますし，医療給付 

費における調剤の部分で下がりますので，それが保険にとっても効果が出てまいります。 

資料に関しましてはどういう効果があがっているのかというのを集計したデータとなっ 

ています。 

【Ｅ委員】 

   送付人数で２０００人を超えておりますが，それは抽出してそちらから送付していると  

  いうことですか。 

【事務局】 

   レセプトの状況から条件を設定し抽出して，特定の条件に合う方にお送りしております。 

  また，その中から一部の方がジェネリックに変更しており，その数字が資料のデータとな 

っております。 

【Ｅ委員】 

   わかりました。 

【Ｂ委員】 

   ジェネリックの使用促進ということですが，要するに先発メーカー，血圧やコレステロ 

  ール，脂質関係のお薬，それが先発薬品とすると，１０年経つと特許が切れるので，後発
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薬品が出てくることになります。そうすると，たとえば，先発品は１００円，後発品は５

０円とします。この５０円の差額がこれだけ安くなるということですが，私が考えている

ことではありますけれども，生命に関わるものは先発薬品で対応するべきと思います。と

言いますのは，後発では薬品の吸収が違うという事実があります。何でも安ければいいと

いうわけではなく，最悪の場合，それで命を落とす可能性もありますし，合併症を起こす

可能性もあるわけです。このような通知が来ましたけれどもどうなんでしょうかと相談が

ありますと，私は現在処方している薬は命に関わるものだから，ジェネリックは薦めませ

んとお答えしております。 

   痛み止めや胃薬などは命に関わらないからジェネリックでも問題ないと考えています。

ジェネリックに変更する費用対効果はないと考えております。そこで，ジェネリックの差

額通知に時間を費やすのであれば，他の事に費やしていただきたいと思います。それから

平成２８年度の診療報酬の改定は薬剤費，薬価が下がります。例年ですと薬価が下がった

分が国の制度として調整され医療費等に補填されます。 

   ジェネリックに関しては中止を検討していただきたいと考えます。郵送代の問題だと思

いますが，職員の手間隙をかけているわけです。２６５万効果が出ていると資料にありま

すが，これだけ下がる分だけ医療にかかっている場合もあるわけです。 

   人の命について考えれば，この事業について考え直していただきたいと思います。 

【会 長】 

   わかりやすい話だったと思います。他にどなたかお願いいたします。 

【Ｃ委員】 

   一点だけよろしいでしょうか。資料１の適正運営に向けた方策の中で収納率についての

項目がありますけれども，短期証，資格者証の交付についてですが，この数の例えば直近

の２，３年の状況について，増えているか減っているかの傾向というものはわかりますか。 

【事務局】 

   平成２４年から平成２６年までのある時点のデータとなっておりますが，毎月変わって
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おります。資格者証いわゆる保険証が出ていない１０割負担の人におきましては，減って

おります。 

   交付する基準を見直したというのもありますが，その分３ヶ月証分が増えております。

これは運用の見直しに伴い，資格者証の基準となっていた人が３ヶ月証の基準に合致して

いったものと思われます。 

   また，３ヶ月証の他に短期証には１ヶ月と６ヶ月がありますが，それらに関しましては

それほど傾向としまして大きな変化は無く，若干減ってきているという状況です。 

   滞納額についても収納努力に努めていることから減っていっているところもあります。 

   また，資格証というのはいわゆる納付がない方になります。短期証というものはいわゆ 

る分割納誓約を交わしている人になります。 

【Ｃ委員】 

   収納率の問題もあるでしょうが本来払えなかった人が払えるようになってきていると

いうことでしょうか。払えない人はどうしたって払えないと考えられますが，確かに数字

としては減ってきているということですね。 

【事務局】 

   １０月が保険証の更新月になりますので，１０月が一番数字としては膨らみますが，そ

の後納税相談を行うことで，資格者証がだんだんと短期証に変わっていく形になります。 

 

５ 協議事項 

 （２） そ の 他  

 【会 長】 

   事務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

   資料５に基づき説明。 
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【会 長】 

   質疑をお願いいたします。 

【Ｂ委員】 

   データヘルス計画というのは，業者に委託しているのでしょうか。 

【事務局】 

   業者委託はしておりません。連合会から提供されるデータというと特定健診のデータ等

を利用して分析を行っております。 

【Ｂ委員】 

   日本医師会に研究機関が関連するデータを出してきているので，資料として提供したい

と思います。鈴鹿市のジェネリックの使用量を診療報酬の状況についてデータがある程度

出ております。これは２０１５年１１月現在の状況になります。これは地域医療構想の関

係の資料となります。  

 【会 長】 

  地域医療構想は医師会で進められているのですか。 

【事務局】 

   県で進めていることで，県内では８地域が想定されております。 

【会 長】 

   データヘルス計画について他にありますか。 

 【Ｇ委員】 

県内で既に策定したところなどはありますか。 

【事務局】 

   社会保険や三共済などは既に策定しており，自治体でみますと，四日市市が策定してお

ります。今回連合会が策定に向けて支援を実施しておりますので，研修会に職員が参加す

るなどして取り組んでおります。 
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【会 長】 

   以上で議論は出尽くしたと思います。これをもちまして平成２７年度第２回鈴鹿市国民

健康保険運営協議会を閉会いたします。 

 


