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平成 27年度第 3回鈴鹿市国民健康保険運営協議会 議事録（要旨） 

 

日時 平成２８年１月１２日（火） 午後１時１５分から午後２時４５分 

場所 鈴鹿市役所 １２階 １２０４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  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 
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１.開会 

【会 長】 

  委員のみなさまにおかれましては何かとお忙しいところ，ご出席いただき

ましてありがとうございます。本日は持ち越しの案件を検討させていただき

ますが，事務局案とは別の方法もあるかとも思いますので，そういう観点でも

議論に参加していただければと思います。只今より平成 27年度第 3回鈴鹿市

国民健康保険運協議会を開催したいと思います。まず，本日の委員の出席人数

ですが，委員定数 12名のうち，11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。 

 次に会議の公開方法と会議録作成について事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

本日，3名の傍聴者がみえており，鈴鹿市国民健康保険傍聴要領に定めると

ことにより傍聴していただいております。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，事務局の案に  

ついて，ご意見はありませんか。 

 

（異 議 な し） 
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２．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

員として北川委員を選出。 

 

３ 協議事項 

(1) 国民健康保険税の見直しについて 

【事務局】 

  資料 1に基づき説明 

【会 長】 

  それではこれから審議に入らせていただきたいと思います。社会保障とい

う観点をもった国民健康保険事業だということをぜひ念頭に置いていただい

てご審議をしていただきたいということもあって，資料を配布させていただ

きました。 

  鈴鹿市ではこれまでに特別会計である国民健康保険事業に，一般会計から

恒常的に繰り入れをしていたという実績があります。また，資料を見ていただ

くとよくわかるのですが，各自治体は毎年恒常的に一般会計からの繰り入れ

をしているというのが実態で，もう一つは厚労省の資料になるのですが，日本

中で，市民の負担を少なくするということで，繰り入れされているという実態

をお示ししました。多いところでは一人当たり１万円程度の補助をしている

ということがあげられます。 

  厚生労働省の資料を見ましても保険税の値上げを抑えるために入れる。そ

れから低所得者の負担を低減するために入れるといった，いろいろな理由が

あるのですが，国保の持っている財政の脆弱性あるいは基盤の弱さというも

のを補てんするという意味で，この資料にありますように全国で繰り入れが
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行われています。 

鈴鹿市の一般会計からの繰り入れ状況は県下でもワースト２といいますか， 

結構少ない方で，入れていないというのが実態なのですが，実際に過去をさ 

かのぼってみますと入れていたという経緯もあるので，社会保障という観点 

から見ていくとどうかということも含めて考えていただければと思います。 

  私は今回，会長で議事を進行しなければならないので，態度表明はなかなか

する場所はないのですが，基本的には今の時期に値上げをすべきではないと

いう判断をもっています。また，進行は公平にさせていただきますので，皆さ

んの忌憚のないご意見をお願いしたいと思います。あらためまして審議に入

らせていただきます。 

【A委員】 

 先ほど事務局より説明がありましたが，いただいた資料で国保に対する一般

会計からの繰入金ということで，平成４年までだんだんと増えていることが確

認できます。逆にこれ以降で国保税が上がるということが明確になっていなが

ら，ずっとそのままにしてきて，今回基金がゼロになってという状況になって

いるのですが，一般会計からの繰り入れをやめてしまった理由について，まず

説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】 

  会長から資料提供があったのですが，事務局としまして，この経過は存じ上

げておりません。繰り入れがされていたのはかなり過去のものですので。最近

ですと平成 21年に５億円程度の繰り入れがありますが，この前後というのは

繰り入れというものがありません。私としてはこの当時の考え方というのは

承知しておりません。 

【A委員】 



5 
 

  この資料自体を見られたのは今回が初めてということですね。基本的に基

金がなくなっていくという中で，基金がなくならないよう適正に運用し，大幅

な負担の増加は避けるべきだと考えます。一般会計からの繰り入れについて

は検討はしてこなかったということですか。 

【事務局】 

  これまでは基金があったということで保険税の引き上げが抑制されていた

という経緯がございます。当然，基金がある程度底をつきかけたころには早め

に保険税の引き上げに向けての検討をすべきであったとは思います。今回は

平成 27年度が赤字になるということで，引き上げは避けられないということ

を議会の中でも説明しております。 

市の当局に対しては今回の税率改定に際しては，国保財政は非常に厳しく，

すべてを被保険者の保険税に転嫁することは非常に厳しいであろうという話

を，再三，財政当局も含めて話をしております。 

繰り入れに関しまして，基本的には特別会計でしておりますので，全国で一

般会計からの繰り入れはありますが，国も財政支援を考えており，赤字繰り入

れを無くしていこうという方向となっております。赤字繰り入れは適正ではな

いという考え方がございますので，鈴鹿市の方も厳しく対応されていたという

ことになります。 

会長がおっしゃるように社会保険が大方の中で，国保というのは社会保障の

一つとしてセーフティネットの役割も果たしているということも話しながら，

３億円の繰り入れを何とかしていただくということになったということです。 

【A委員】 

 平成４年以降は繰り入れを全く考える余地はなくて値上げの中で対応して

いこうという発想しかなかったという回答ですか。繰り入れる意思が全くない
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中で，繰り入れを再開するという話し合いをしてこなかったといいますか，要

望自体を挙げてこなかったということでしょうか。 

【事務局】 

  20年も前の話になりますので，承知しておりません。 

【A委員】 

  ここ３，４年で人口動態とか高齢化とか非常に明確になっている中でより

早めに繰入金を基金へ入れて，大幅な改定とならないように対応ができたの

ではないかと考えます。基金をまずゼロにしてから考えるという発想で今回

まで来ているのでしょうか。 

【事務局】 

  基金というのは保険税率の引き上げを抑えるという役目があります。急激

な医療費が発生した場合にその分を補てんしていくという役割もございます

ので，私どもはある程度基金を持ちながら，保険税の見直しを進めるという考

えでおります。ただその際にすべてを保険税に転嫁すべきかということにな

りますが，やはり一般会計の繰り入れも検討しながら保険税の見直しをする

べきであると考えております。 

ただ，鈴鹿市の財政当局も一般会計の繰り入れというのも厳しいところがご

ざいますので，国としましては全国で赤字繰り入れに対する支援がなされるわ

けですけれども，平成 29年度には 3,400億円となってきますので，そのあた

りの様子も見ながら平成 28 年度と平成 29 年度とこれでしのぎながら，平成

30 年度には財政がどうなっているのかということを見極めつつ見直しをして

いきたいと考えております。 

【A委員】 

  もう一点あります。平成 30年度に広域化する中で，市によって繰り入れし
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ているところ，していないところとかなりありますよね。それらが広域化する

ことによって今の負担分は借金で延ばして，当座しのぎをするわけですけど

も，平成 30 年度になった時点で市からの繰入金なしでやろうとなった時に，

個人負担というのは繰り入れをしているところとしていないところと比べる

とかなり増える可能性があると思いますが，その点について試算はされてい

ますか。 

【事務局】 

  県からの各保険者に対する納付金の計算方法というものは示されておりま

せんので，鈴鹿市の納付金が今の水準から上がるのか，下がるのかということ

は見当がつきません。試算はできておりませんが今回 17パーセントという案

を示させていただいておりますけれども，平成 30年度にはざっとした計算で

10 パーセントくらいかと考えております。その際にまた，一般会計からの繰

り入れが可能かどうかというのはその時点での財政当局との協議ということ

になろうかと思います。 

【事務局】 

 補足いたします。平成 30年度の広域化ということで，本日お示ししており

ます資料の中に，14市の平成 26年度時点での保険税の調定額というのが示さ

れております。この資料では一番高いのが桑名市，次にいなべ市と続き，一番

低いのが，熊野市となっており大きな開きがあります。 

例えば県平均をというものを仮に示されるというのであれば，鈴鹿市にとっ

ては引き下げられるという可能性もあります。逆に言うと，県内の開きがもっ

と大きい数字になれば，現在の負担額が小さい市町ほど影響額が大きくなると

いうように考えられます。 

  また，過去の繰入金についてですが，推測ではありますものの，保険給付費
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の一定割合を基金として確保するよう指示があった時代がございました。数

字からの推察でございますが，それに向けて一般会計の方も協力しながら積

み上げてきたのではないかと思います。おそらく平成 4，5年に基金が目標額

に達成したものと考えられます。以降はその基金を活用しながら財政運用し

ていくという判断がなされたのではないかと考えることができます。 

  また，その後，平成 17年には基金もかなりございましたので，保険税を少

しでも軽減するという目的で，引き下げたという経緯もあります。次に平成 21

年度決算で５億円の赤字が出たということから，その分を一般会計で繰り入

れて基金を活用しながら，今日まで運営してきたということです。 

【会 長】 

  ほかにどなたかございますか。 

【A委員】 

  ここで例を出していただいているケース別の例になりますが，35 歳男性で

奥さんと子供二人という例ですが，軽減が２割軽減で数字が示されておりま

す。もし，これが会社に勤めている社会保険の場合と金額を比較するとどうで

しょうか。同額程度なのか，それとも高いのか。 

 お聞きしますのは 65 歳以上 74 歳までの方が約４割を占めているというこ

とですので，働いて生活している自営業者の方等の負担率が高くなると，苦し

い生活の中で保険税が高くなっていくという状況が予想されます。公平感につ

いてはどうでしょうか。企業は保険料を半分出しているので，社会保険は安い

と言われる部分はあるかと思います。しかし企業を退職された方が国民健康保

険に入ってくるわけで，その方々を受けることでセーフティネットの中で同じ

国民健康保険に入っている人の負担が上がるというのは疑問に思うところが

あります。説明をお願いします。 
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【事務局】 

  このケースの場合，社会保険の状況は出ないのですが，全国のマクロ的な数

字で見ますと市町村国保は平成 24年のデータになりますが，加入者一人当た

りの平均保険料は 83,000円です。 

【A委員】 

  それは全体の話かと思います。全体でみると国民健康保険は高齢者が４割

入っているわけで，全体でみても意味がないかと思います。 

【事務局】 

  全体でみて保険料の負担率というのがありますが，所得に対するもので 

すが，それで見ますと，市町村国保が 9.9パーセント，協会けんぽで 7.6パー

セント，組合健保で 5.3パーセント，共済組合で 5.5パーセントという割合に

なっています。 

 それから比べてみて，市町村国保というのは負担率が高いという状況で，こ

れは会長が言っておられる構造的な問題がありますし，その構造的に弱い状況

に国の支援が十分でないところです。 

【A委員】 

  全体でみてもそういう状況であるということは，特定の世帯というのはど

うなるのでしょうか。調べていただきたいと思います。また，公平感について

はどうなるのでしょうか，所得 200万円で今回上がる 53,000円というのは負

担感として非常に大きくなってくるのではないかと思います。 

  意見ではありますが，10 数パーセントという急激な改定自体が厳しすぎる

のではないかと思います。消費税と比較してもそうですし，もっと検討すべき

内容ではないかと思います。 

【事務局】 
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 10 数パーセントというのは非常に厳しい数字であるということは重々承知

しておりますが，やはり長く引き上げをしてこなかったという事情もあります

し，そのあたりの話については財政当局，市長，副市長とも話をした中で，何

とか３億円を用意していただいたということになります。これが今のところ精

一杯の数字であるということになります。 

【A委員】 

 平成 26年度に厳しいことが見えた時点で基金がなくなることがわかってい

たわけですから，極端に上がらないように手当をしておくべきであったと思い

ます。前回も申し上げましたが，下水道会計に 18億円も使われますが，値上

げもまだまだ行わないという状況です。しかし国保だけそれだけ税率をあげる

というのは，下水道という数字と比較すると，もう少し一般会計からの繰り入

れがあってもいいのではないかと考えます。平成 30年度にどうなるのかわか

らないのであれば，逆にここ数年は基金へ繰入金を入れておき，その後繰入金

について考えるというようにすべきではないかと思うのですが，いかがでしょ

うか。 

【事務局】 

   すべて赤字分を繰り入れという考え方もあるのですが，そうした場合で  

  も 19パーセントの増加となります。その中で行政努力としては３億円しか 

  準備できないということもありまして，そのことから県からの借り入れと 

いうのも考えさせていただいて６億円を準備してなんとかおさえていくと

いう状況です。 それしか現場としては方法がなかったということになりま

す。方法としては赤字すべてを一般会計の繰り入れにより清算し，なおかつ

平成 28，平成 29 年度に繰り入れをしていくとすれば下がりますけれども，

なかなかそこまでやっていくというのは難しい状況がございまして，一般会
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計からの繰り入れをしながら 1，2パーセントでもおさえるような努力をさ

せていただいたということになります。 

【会 長】 

  私から今日の資料でもう一つ資料があったのですが，2015年度保険者支援

制度 1,700 億円影響額というので，大阪の社会保障推進協議会が調査した大

阪の実態になりますが，その国の支援制度を利用して，値上げを控えたり，据

え置いたり，多少税率を上げたところもありますが，そのお金を計上して市民

への負担を軽減させているという状況があります。 

 もう一つの資料で，国庫支出金というのがありますが，この全体収入に占め

る割合が比較的国の支援が減ってきているというのが分かる資料になってい

おります。また，鈴鹿市の国保会計は，繰り入れを１円もしない中で収支を合

わせるだけでなく，繰り越しをしているということをみますと，かなり健全経

営だったということができます。他の自治体では繰上充用で補ったり，補てん

したりしながら赤字への対応しております。そういう点でも鈴鹿市は国保にほ

とんどお金をつぎ込んできていないということがこの数字からも分かるかと

思います。 

  収支決算を見ていただければ，繰り越しや繰り入れをしてまかなってきて

いるという実態もあったということも一つ判断材料にしていただきたいと思

います。また他の自治体と比べると一般会計の繰り入れがもらえていない中

で頑張ってきたのだということも分かると思います。 

 先ほど大阪の方で利用している保険料に影響を与えないような国の追加財

政支援ということで，平成 27 年度 1,700 億円，平成 28 年度，平成 29 年度

1,700億円そして平成 30年度 3,400億円という数字が発表されています。そ

ういうものを利用して大阪では据え置きにしていると伺っているのですが，鈴
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鹿市はこの 1,700 億円について分配が始まっているはずですが，どのように

扱われていますか。 

【事務局】 

  まだ額は確定していませんが１億数千万円程度の効果額はあるかと考えて

おります。それを平成 27年度の見込みに入れておりますが，それでも４億１

千万円の赤字になります。 

【A委員】 

  参考資料の中に一人当たりの調定額が鈴鹿市は 91,000円となっております

が，今の試算で 10 数パーセント上がった場合，いくらの金額になりますか。 

【事務局】 

 一人当たり調定額が 114,911円と見込んでおります。 

【A委員】 

  他市の状況は把握していますか。 

【事務局】 

  他市の状況としては津市が引き上げをすると聞いていますが具体的な数字

は聞いておりません。 

【A委員】 

  それ以外の市はどうですか？ 

【事務局】 

  それ以外は聞いておりません。 

【A委員】 

  それでは鈴鹿市が圧倒的に高くなり，一番になる可能性があるということ

ですね。 

【事務局】 
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  お見込みのとおりです。 

【会 長】 

 次年度で値上げをして赤字を補てんしようという考えかと思います。県から

借り入れをして返済していくことになるかと思います。三重県からの借り入れ

た分を毎年一般会計で入れていくのだというのであれば納得ができるのです

が，保険税を上げてそれで賄うというのは，疑問に思います。事務局はどのよ

うに考えますか。 

【事務局】 

  今年度の国保の運営にあたって非常に厳しい状況であるという認識は委員

のみなさまもそうですし，行政執行部に関しても有しているわけです。そのよ

うな中で，非常に不透明な部分もあるため，基金を活用しながら財政運営をや

っていこうという判断がなされたわけで，その時点では一般会計を繰り入れ

てという判断までは審議のうちに含まれていないものと私は認識しておりま

す。 

  そのような状況を鑑みますと，県からの借り入れとそれに見合うだけの一

般会計からの３億円が繰り入れされるという状況です。そういう意味では平

成 27 年度の分をうまく活用しながら平成 28 年度分，平成 29 年度分までそ

の財源を活用しながら運営できるという状況になると考えております。 

また，先ほども申し上げましたように，鈴鹿市では一般会計，一般の税から

の補てんが厳しい状況でありますが，それらを踏まえましても３億円という繰

り入れがされることとなりました。 

  国保についてはその負担を国保税で負担するにしても市民税で負担するに

しても税で負担していただくことについては変わりございません。そんな中

で国保に対し一般会計から対応する方向性が示されたということで，ご理解
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いただきたいと思います。 

【A委員】 

  何度も申し上げますが10数パーセントというのはあまりにも厳しいと思い

ます。これを５パーセントに収めるためには一般会計からの繰り入れと借り

入れをどうしたらいいのか，そのような試算は行ったのかどうか説明をお願

いします。 

【事務局】 

  県の貸付金制度を利用しないというのであれば，今年度の赤字の部分をす

べて繰り入れて清算するという考えがありますが，それをしても翌年度以降

継続的に一般会計からの繰り入れを確保するということは今の状況からみま

すと，否定的にならざるを得ないと思っております。 

【A委員】 

 借り入れた分に関しては再度値上げで対応するということになります。一般

会計から出さなければ，値上げをしなくてはならないということになりますが，

そのあたりを説明してください。 

【事務局】 

 委員のご指摘の通りですが，こちらの試算に関しては平成 29年度まで対応

できるものとなっております。平成 30年度以降に関しましては具体的な納付

金が示されていないことからどうなるか，申し上げられませんが，上がる分に

ついては毎年 6,000 万円ずつ返済が発生しますので，その分を何らかの形で

手当てする必要があります。 

  また 6,000 万円に相当する金額は例えば，調定額に対して１パーセントか

ら２パーセントということになります。 

【A委員】 
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  ４億円を借り入れてするのか，一般会計繰り入れをするのかということに

なりますが，市から補助金を出さない限りは今の国民健康保険の被保険者が

今言われた１ないし２パーセントを払っていくしか対応ができないという判

断ですか。 

【事務局】 

 一般会計の繰り入れについては何度となく交渉をしてきて，３億円というこ

とでした。これ以上というのはなかなか望めないという状況です。しかし，繰

り上げも含めて国保は非常に大事な仕組みだということを内部でもご理解い

ただいたのではないかと思っておりますので，私は 30年度以降については抑

えていくという議論がもっとできるのではないかと思います。 

  被保険者の方にはご迷惑をおかけするのですが，2年間これでなんとかお願

いしたいと考えております。財政の方には今後も支援をしてもらいたいと言

っていくつもりでございます。何とか今回はこれでご理解いただきたいと思

います。 

【会 長】 

資料によれば伸び率を見ますと平均 17 パーセントですが，大方 17 パーセ

ントで収まっている階層というのは少ないかと思います。それを大幅に超えて

いる階層ばかりでどの階層も大変厳しくなるという実態が見えてくると思う

のですが，特に低所得層のところは厳しくなるのではないかと危惧します。以

前に担当に所得 0 円というのはどういう所得の人がそうなるのかと確認した

ところ，単身だと給与収入では 65万以下だと。65歳以上の年金収入の方です

と 120万円まで基礎控除があるので，それ以下の収入の方，65歳未満の年金

収入の方だと 70万円以下の方，そういう方たちに負担がいくということにな

ります。それから平等割と均等割りですが，世帯にかかるのはどちらですか。 
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【事務局】 

  平等割です。均等割は一人にかかります。 

【会 長】 

  この均等割の値上げというのは赤ちゃんや子供にも負担をかけるというこ

とになるということも含めて，社会保障としてこの値上げが本当にいいのか

ということを皆さんでご検討いただきたいと思います。命にかかわる問題だ

と思います。鈴鹿市は収納率が悪いですよね。この収納率の悪いところで，ま

た収納率が悪くなるということは病院にかかれない人がそれだけ増えるとい

うことになるのではないかと思うのですが，それはどうでしょうか。 

【事務局】 

  引き上げを行うと収納率は落ちるという傾向はあろうかと思います。また，

納税相談の中で対応していくということになりますが，納付できないから医

療が受けられないという状況には今現在なっておりません。 

【会 長】 

  収納率の向上というのはかなり頑張ってみえるかと思いますが，これだけ

頑張っても収納率が向上しないということはやっぱり払えない負担額になっ

ているのではないかと推測できるのですが，どうでしょうか。 

【事務局】 

  県下で比較すると高い方ですので，高いとは思うのですが，払えるか払えな

いかでは決められたルールの中で課税をさせていただいているというところ

です。収納率の悪さについては納税課と連携をとりながらいい手立てがない

か検討していきます。 

【会 長】 

  収納率が低いということはその収納できなかった分を，保険税の値上げを
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する根拠になるということです。100 パーセントで計算すれば保険税は下が

りますが，保険税をどうしても払えないという人がいて，これは国保の構造的

な問題でして，調べていきますと昭和の時代からあります。そういうものに対

して繰り入れをしてきたのではないかと思うのですが，それを繰り入れをし

ないでやっていくとその分を保険税の負担が上がるという，この仕組みをも

う少ししっかり検討していただいて議論に参加していただければと思います。 

【事務局】 

  収納率の件ですが，前回 89.2 パーセントとしましたものを，1 パーセント

切り上げをしております。これについては保険税に収納率の悪さを転嫁して

はいけないということでなんとか上げていきたいということです。これにつ

いて内部でもっと詰めていく必要もありますが，保険税になんとか入ります

よう，工夫していきたいと思います。 

  滞納者というのは市民税も国保税も同じなのですが，納税課の対応としま

して，市民税に偏っているのではないかということがあるかもしれませんの

で，保険税の方へ回してもらうような取り組みも考えていきたいと思ってお

ります。 

  市民税は一般財源であり，もちろん確保が大事ですけれども，国保税は入っ

てこないと保険事業に使えませんので，保険税を滞納相談に来ていただいた

方の滞納額を回してもらうような，そちらに流れていくような流れを納税課

と一緒に考えていきたいと思います。これで 90パーセントを何とか達成した

いと思います。 

【会 長】 

  もう一点収納率について考えていくと，市民税でも固定資産税でもいろい

ろな税がありますけれども，収納率が悪くても払っている人に負担をさせる
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税制度ではありません。 

  保険税，介護保険税，後期高齢者医療保険等医療にかかわる分だけ払えない

人の分を払っている人に負担をさせている，こういう構造的な仕組みもあり

ます。市民税ですと収納率が落ちても市税収入が減るだけで済みますけれど

も，国保税の場合は払えない分を払っている人に負担をさせてしまう。これを

一般会計から繰り入れない一番の理不尽さとも考えられるわけですが，それ

を改善しようと思うと他の自治体がしている努力は必要ではないかなと思い

ます。そういった点もぜひ考えていただきたいと思います。 

【事務局】 

  決して税収が足りないから上げればいいと安易に思っておりません。この

17 パーセントというのは心苦しく思っておりますし，来年度賦課したときに

は相当窓口で苦労するというのは覚悟しております。３億円という額は市と

しては国保の重要性を理解した結果ではないかと思います。 

  A 委員から指摘のありましたように，しっかりと財政状況を見極めながら

適切な時期に引き上げるなら引き上げるということで被保険者の方に過度な

負担にならないようにこれから十分に注意していくべきであろうと考えてお

ります。 

【A委員】 

  当然必要な部分は上げなくてはならないと思うのですが，17 パーセントも

いきなり上がるというのは過度な負担だと思います。十分調整していただい

た上での３億円の繰り入れというのは，確かに努力ではありますが，さらに一

般会計から繰り入れて税率を下げるという可能性はどうなのでしょうか。 

【事務局】 

 引き上げ幅を５パーセントないし，７パーセントということですが，その試
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算はしておりませんが，10億から 20億程度の繰り入れが必要になります。今

年が４億の赤字，平成 28 年度が６億の赤字，このままでいくと平成 29 年度

は８億の赤字ですので，そのような計算になります。また，それを埋めるだけ

の繰り入れが必要ということになります。 

【A委員】 

 たとえば広域化までに５億円を一般会計から繰り入れれば，そこまで高くな

らないのではないですか。 

【事務局】 

  ３年間の赤字総額が 18億円程度ですので，上げなくて済むには毎年，６億 

円程度の繰り入れが必要になります。 

【A委員】 

 毎年繰り入れがあれば，５パーセントの増税で済むのではないかと思いま 

す。 

【事務局】 

  ご指摘の通りですが，今約束されているのは３億円だけです。 

【会 長】 

  今年度の赤字は市民に転嫁させるということですね。平成 27年度予算を上

げないで組んだということは，私は行政としての対応に疑問を感じます。ほか

にありますか。 

【B委員】 

  これはどこまで議論を続けても平行線になるのかなと感じております。過

去のことについて指摘をしていますが，結果的にこういうことになってしま

ったということであるかと思います。資料を確認すると平成 26年度の時点で

ほとんどゼロに近い金額になってしまう。この点に関しては一般会計から入
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っていなかったからこういう状況になったということですが，適正な基金が

どれだけであったのかという目論見が外れたところもあろうかと思います。 

けれども，事務局の話にありましたが，県から基金を借り入れるとともに，一

般会計から３億円の繰り入れということで私は評価させていただこうかと思

います。これでなんとか県へ移管するまでの間，運営できるという試算という

ことですから。しかし，市民にとってはもちろん負担はかかるとは思います。 

それまでの状況についてですが，一般会計からの繰り入れもなく済んできた

ことも含め，これまでの被保険者は逆に言えば，安く医療を受けてこられたと

も理解できます。そのつけとして今に来てしまったというのもあるのですが。

17 パーセントというのは加入者にとって非常に厳しいことになりますが，無

い袖を振ることはできない話であり，やむを得ない措置であると私としては受

け止めざるを得ないと考えております。平成 30年には県の方が納付計算を提

示していないことからどうなるかわからないところもありますが，それまでの

つなぎという意味では認めざるを得ないと感じております。 

【C委員】 

 被保険者にとって 17パーセントということでかなり厳しい数字ではありま

すが，市の方でもかなり努力されたと感じているところです。その中で資料の

ケース別の表になりますが，この表を見ると，階層ごとに開きがあり，特定の

階層のアップ率が大きいように思いますがその点について変更できないので

しょうか。 

【事務局】 

  平成 22 年度から税率を据え置いている関係から高齢者支援分であるとか，

介護支援分で相当伸びがあるということで，国保の保険者が負担する納付金

があるのですが，この納付金に基づき，見直しをかけた結果であります。介護
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分などは毎年数パーセント伸びてきておりますので，2 号被保険者である 40

歳から 64歳までの層の幅が大きいということもあります。 

  納付金をもとに必要税額を算定しており，階層ごとに状況が異なるという

ことになります。 

【事務局】 

  補足ですが，平均 17パーセントの税率改定での試算になりますが，その中

で，所得状況や，世帯状況で変わってくるわけです。今回提示したものが代表

的なものであるとは言いにくいのですが，12 パターンを作成しお示ししてお

ります。ほとんどのパターンが17パーセントを超えているような状況ですが，

所得 100 万円以下世帯が全体の約 50 パーセント程度をしめているというこ

ともあり，そういった世帯では 17パーセントを下回る状況もあり，平均値と

して 17パーセントという数字になってきます。高齢者の年金世帯になると市

民税が非課税世帯であったりすることもありその場合は軽減世帯であること

から上げ幅も少ない計算となります。 

【D委員】 

 引き下げを行った時から参加してはおりますが，平成 22年度から上げてい

ないということですが，私たちは上げてほしくないというところで頑張ってき

たということになりますが，その点については行政には頑張っていただいてい

たなと思っていました。しかし，ここで 17パーセントの値上げというのは被

保険者としてはすごくショックで，鈴鹿市の安全安心な市民の暮らしというと

ころを考えていただくのであれば，やはりこの３億円というのを今年度だけで

はなしに，次年度にも入れていただくというように努力していただきたいと思

います。値上げは仕方ないにしてももう少し下げていただく方向で考えていた

だきたいと思います。やはり市民の中の４分の１が国保であるのであれば，も
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う少し市として今後も考えていただきたいと思います。そして支出部分をすべ

て出さなければならないというのではなく，支出部分についても焦点をあてて，

他の自治体で進められているように，健康で長生き，そして保険を使わないと

いう暮らしに意識を向けて，鈴鹿市全員，国民健康保険に関わっている人みん

なが考えられる状態に持っていかないと，この問題はどんどん膨らんでいくと

いうか，解決できない問題であると思います。行政も被保険者もみんな大変な

状況になると思います。ちょうど見直すいい機会じゃないかと思います。 

【E委員】 

  年々，一人当たりの医療費が増えてきていると思います。それを市民がこん

なに大変だという状況がわかっていないと思います。それで，様々な方法でこ

の状況をしっかりと啓発していってほしいと思います。 

【会 長】 

  毎年３億円というのであれば，値上げ幅は抑えられますよね。 

【事務局】 

  ご指摘の通りです。 

【会 長】 

採決はとりませんが，これまでありました意見をもとに再考していただき 

たいと思います。他にご意見はありますか。 

【F委員】 

 給付費も高度医療などにより毎年毎年上がってきております。医療費の増加

に関してもやむを得ないところがあるかとは思います。確かに D 委員の言わ

れるように健康づくりというものをもっともっと力を入れなくてはならない

と思います。 

 特定健診，特定保健指導，特に特定保健指導の受診率をもっと上げて健康づ
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くりをしながら医療費を削減していかなければならないと思います。 

  17 パーセントというのはかなり高いと思いますが，これを承認する代わり

といってはなんですが，毎年一般会計の方から６億円程度は入れる必要があ

るかと思います。これまで繰り入れをしていなかったことからそれぐらいは

していただく必要があると思います。 

  過去の経緯についていろいろあるかとは思います。しかし，今の情勢としま

して，過去の医療費と現在の医療費ではかなり違います。これからを見て健全

化するということで 17 パーセントアップはやむを得ないところもあります。 

  鈴鹿市の医療や福祉に対する額というのは，他市に比べてはるかに小さい

ものとなっております。鈴鹿市は市民病院を持っていない点も挙げられます。

そういうことを考えれば，医療，福祉にもう少し財源をつぎ込んでもいいので

はないかと思います。 

【事務局】 

 今年度に関しては今までにない手だてができたという状況でご理解いただ

ければと思います。来年度に関しましては引き続き検討を続けていきたいと思

います。行政全体で考えていくべき課題であると思いますので，本日いただき

ましたご意見を踏まえたうえで取り組んでまいりたいと思います。今年度は議

会に提案していくという流れになりますので，また改めて説明させていただき

たいと思います。 

【会 長】 

  運営協議会として事務局案を全部了承するわけではなく，意見を添えたも 

のであるとした上で，この協議について終了といたします。 

 

（２）その他 
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【事務局】 

鈴鹿市国民健康保険データヘルス計画（案）について，事務局より説明。 

 【会 長】 

   意見をお願いします。 

 【B委員】 

   この計画書を作成したうえで，どのように周知していくのか，活用してい   

  くのかという点について説明をお願いします。 

 【事務局】 

   データヘルス計画は初めての医療分析となります。分析結果を基に保健 

事業を実施してまいります。また，進捗状況について，評価をしながら，そ 

の都度，公表をしていきたいと考えております。 

 【F委員】 

   国保では医療費の問題があるのですが，鈴鹿市国民健康保険データヘル 

ス計画（案）によると，悪性疾患よりも精神疾患に思ったよりも医療費がか

なりかかっていることがわかります。メンタルの分野にも力を入れていかな

ければならないと感じます。 

 【事務局】 

   国保の特徴といわれております。精神疾患を患われて退職したことに 

より，社会保険から国民健康保険へと移られることによります。 

 【会 長】 

 国保の構造的な問題であるといえます。 

 【事務局】 

   これまでは高齢化あるいは高齢者支援などが国保の議論の中心であり， 

医療状況については報じられる機会が少なかったともいえます。 
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 【F委員】 

   この計画を活用していくことが必要と感じます。 

【D委員】 

   国保は年齢で見ても 0歳から 74歳までですから，公平であるとも思いま

す。幅広い一般の人のサービスとも言えますので，行政としてぜひともがん

ばっていただきたいと思います。 

【会 長】 

   医療分析からでも構造的な脆弱性というのがみえてきたといえます。 

以上で本日の協議を終了したいと思います。これをもちまして本日の運営 

協議会を終了いたします。 

 


