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平成 27年度第 4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２月１０日（水） 午後１時１５分から午後３時００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  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 

  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  鈴木 啓之 

＜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 副主幹     古川 昌宏 

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】 

  会長の森川でございます。本日は大変寒い中，出席いただきましてありがと

うございます。今回で 4 回目の運営協議会になります。今回の審議内容に関

しまして前回の審議に引き続き，大変重要な内容になっております。この運営

協議会の審議が，直接被保険者である被保険者一人ひとりの生活に大変大き

な影響をもたらすことを考慮しながら，慎重な審議を進めて参りたいと思い

ます。皆様の活発なご議論をよろしくお願い申し上げます。それでは議事に移

りたいと思います。只今より平成 27年度第４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，10 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。 

  会議の公開方法と会議録について事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

本日，5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。 
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（異 議 な し） 

 

２．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。 

 

３．協議事項 

（１） 平成 27年度鈴鹿市国民健康保険事業特別会計決算見込について 

【事務局】 

  資料 1に基づき説明 

【A委員】 

 歳出の部分ですが高額療養費について，予算額に対して決算額がかなり増 

えているのは予想以上に高額医療の方が多かったということでしょうか。 

【事務局】 

  お見込みの通りです。要因としましては新薬が認可され，その影響がかなり

大きいのではないかといわれております。 

【A委員】 

  歳入について，国庫支出金および県支出金について，かなり減額見込みです

が，先ほどの説明では医療費は伸びているということでしたが，一方でこちら

が減っているというのはどのような要因でしょうか。 

【事務局】 

 国庫支出金のうち療養給付費等負担金等につきましては，現在変更申請を行

っているところで，申請にかかる計算式に基づいて算出されたものとなってい



4 
 

ます。当初予算につきましては前年推移などから推計しておりますので，当初

予算と決算見込みを比較しますとどうしても誤差が出てまいります。また，他

の補助金が影響を与えているという状況もあります。 

【A委員】 

  他の補助金で補てんされた分，減額になりうるということでしょうか。 

【事務局】 

  お見込みの通りです。他の補助金も含め国庫支出金全体で補うという仕組

みになります。 

【会 長】 

  国が公費として 1,700 億円増額するということを言っていましたが，それ

が全体で調整されているとなると理解できない部分がありますが，いかがで

しょうか。 

【事務局】 

  ご指摘の通り国が保険基盤安定制度における保険者支援分として公費負担

1,700億円を拡充しましたが，保険者支援分だけでみますと，そこまでは増え

ておりません。この制度を拡充することにより他の制度にも影響を与えてお

り，国保財政全体に効果として影響があるものと考えられます。 

【会 長】 

 他の制度に対して影響を与えるというのであれば，それほど大きな効果を 

与えないということになりますが，あらためて説明をお願いします。 

【事務局】 

  現行制度の中で国が拡充を図っていることから，単純に 1,700 億円がその

まま各保険者に入ってくるものではないということになります。また，保険者

支援分の拡充に伴い，歳入増加の分はもちろんありますので，他制度に影響を
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与えたとしても差引して減額になるということはありません。 

【会 長】 

  期待できるほどの額ではないということでしょうか。 

【事務局】 

  実際の増加額がいくらであるのか，決算状況を注視しながら検証を進める

必要があります。 

【会 長】 

  他の自治体でこの保険者支援分をあてにして，税額を引き下げたところも

ありますが，どのように考えますか。 

【事務局】 

  本市においては，保険税を引き下げられるほどの増加額ではないという状

況です。また，全国的にはいくつか引き下げを行った自治体もあるとは聞いて

いますが，県内においては引き下げには至っていない状況です。 

【会 長】 

 国民健康保険税の歳入のところで，減額修正をしていますが，今年度の収納

状況について，大幅に減るということでしょうか。 

【事務局】 

  収納率については向上しておりますが，被保険者が減少していることから，

調定額が減少しており，当初見積もった予算現額までは届かないという状況

です。 

【会 長】 

  最初の見込みよりも調定額そのものが減少しているということですね。 

【事務局】 

  ご指摘の通りです。調定額と収納額との差につきましては当初よりも圧縮
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されてきております。 

【会 長】 

  収納率が上がれば，決算もよくなるということですね。 

【事務局】 

  お見込みの通りです。出納閉鎖まで収納は変わります。 

【会 長】 

  今回の決算見込みについて，赤字分を市の法定外繰入と県からの借り入れ

で賄うということになりますが，借り入れた分の返済について，保険税で賄う

つもりなのか，それとも市が毎年一般会計から繰り入れることで返済をして

いくのか，その点について説明をお願いします。 

【事務局】 

 借り入れた分については保険税により返済を行っていくことになりますが，

返済につきましては平成 29年度から始まりますので，その時点の予算編成の

中でどうしていくのか検討していかなければならないと考えております。 

【会 長】 

  平成 28年度の予算編成に大きく影響していくことから，今議論しなければ

ならないことだと思います。保険税率にかかわることなのに先送りをすると

いうことはわかりにくい部分があります。 

  平成 27年度の予算編成について議事録を確認しますと当時の委員から，後

で大幅に上げるということにならないかという意見があり，その時の回答と

しては平成28年度以降の安定的な運営に向けての議論を進めていくことが望

ましい，というものになっています。 

 平成 27 年度分を 28 年度以降に議論をするということは，単年度会計から

いえばおかしいので，県からの借り入れについての考え方についてはきちんと
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ここで持っていなければならないはずです。 

  議事録によると，事務局の答弁としては，税率の見直しにつきましては今後

議論が必要になってきますけれども，行政側の努力，市民の皆様の理解も含め

て運営協議会で議論をしながら平成28年度以降の安定的な運営に向けての議

論を進めていくのが望ましいとなっています。平成 27 年度分を平成 28年度

以降に議論していくというようには委員の皆様は受け止めていなかったと思

います。 

  このような状況を踏まえますと，今回のあやふやな解決の仕方というのは

議事を進行した立場としても理解しづらいところがあります。 

【事務局】  

  今年度が赤字になるという見込みにつきましては，今年度の早い段階から

協議させていただいているところです。結果としまして一般会計による繰り

入れが３億円ということになります。借り入れにつきましては，市を挙げて継

続して議論を進めていかなければならないところです。広域化による納付金

につきましてはどのような形になるのか，協議が始まるところでございます

ので，次第に分かってくると思います。それらも含めて借入金をどうしていく

のかという点と，保険税の見直しをどうしていくのか，総合的に継続して議論

していきたいと思います。 

【会 長】 

  事務局案につきまして運営協議会として承認するという方向なのか，意見

を添えて報告するのか，いかがでしょうか。 

【A委員】 

 借り入れについてですが，保険税の中に含めて進めるのか，繰り入れで解決

させるのか事務局に説明を求めます。 
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【事務局】 

  平成 29年度予算編成の中で協議したいと考えております。 

【A委員】 

  平成 29年度の予算編成ではなく，もっと早い段階から協議しないと，ギリ

ギリのところでしていては止まってしまうので，８月あるいは９月までに結

論を出すべきと考えます。 

【事務局】 

  一般会計の財源で対応していくということになれば，全体の中で議論して

いく必要が出てまいります。そのため，国保だけでは議論が困難といえます。

国保を運営する立場からすれば，なるべく早い時期に方向をお示しするとこ

ろであり，被保険者にできるだけ負担がかからないように取り組まなければ

ならないところです。そのような中で今年度につきましては，赤字を解消する

一つの手立てとして３億円を一般財源から繰り入れをする方法を取ったとい

うことで，ご理解をいただきたいと思います。 

【A委員】 

  市全体の予算と絡めてというのは理解できるところです。しかし，全国の４

分の３の自治体で繰り入れをしております。法定外繰入を行っていない全国

自治体のうち，保険税の高額ベスト 17位に桑名市が入ってきています。市の

中で一番高いのが桑名市です。今回，三重県で一番高くなると，調査方法によ

っては全国で一番高くなるという可能性もあります。そのような状況の中で，

大幅な税率改定を行うというのは予算以前に検討すべき問題であるという意

見を添えたいと思います。 

【会 長】 

  借り入れをするということはその分を保険税で賄うということになります。
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今年度の赤字について法定外繰入で清算するわけではなくて，市民の負担を

先送りしたという話になります。先ほど A 委員から説明があったように全国

で繰り入れをしている状況も踏まえて，鈴鹿市はこのままでいいのかという

協議も必要と考えます。事務局案を認めるにあたっても先ほど意見があった

ように，もっと早い時期に決めなさいということも意見として申し添えると

いう形で示させていただきます。平成 29年度に決めるというのではなく，そ

の前の段階できちんと解決しなさいということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

  平成 29年度より返済が始まりますが，早い段階で決めていきたいと思って

おります。 

【会 長】 

  採決は取りませんが，これまでの意見を付言した上でのまとめといたしま 

す。 

 

（２） 平成 28年度鈴鹿市国民健康保険事業特別会計予算（案）について 

【事務局】 

  資料２，３，４に基づき事務局より説明 

【会 長】 

  質疑をお願いします。 

【A委員】 

 ２点ほど確認をさせていただきたいと思います。日本総研の 1,717 の市町

村のうち４分の３の市町村が繰り入れを行っているということがあります。法

定外繰入を行っていない保険税の高額の順位が書いてありますが，上位 20位

が書いてありますが，桑名市が 17 位で入っており他の 19 の自治体は町村で
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あり，市で最も高いのが桑名市となっています。資料における平成 24年度の

全市町村の平均は 76,500円と書かれていて，いまの鈴鹿市は非常に高い状況

であり，三重県自体が非常に高い状況となっています。 

  調査方法によりますが，三重県でトップになるということは全国で一番高

い保険料になる可能性があるということです。ましてや 4 分の 3 の市町村が

繰り入れを行っていて，そのような状況の中で税率改定として 17パーセント

というのは，鈴鹿市の被保険者にとって負担が非常に大きいものではないか

と思います。全国の状況というのは把握されていたのか，またトップの方はこ

の状況をご理解されているのでしょうか。 

【事務局】 

  全国平均とくらべて，高いということは理解しておりました。市の中で協議

をする時点で今回の改定により，県内で比較しても高いものとなるというこ

とも説明してきました。 

【A委員】 

  調査基準によっては全国トップになりうるという点はどうですか。 

【事務局】 

  全国で一番になるとは説明しておりません。 

【A委員】 

  もう一点ですが，特定のモデルケースではありますが，社会保険と比較する

と会社負担分と個人負担分を足したものよりも鈴鹿市の国民健康保険のほう

がはるかに高いものとなります。このため，鈴鹿市国民健康保険データヘルス

計画（案）を基に試算したところ，国民健康保険におけるセーフティネットの

部分として，104億円ほどを占めているのではないかと推測されます。それに

対して交付されているであろう国庫支出金などを計算し，それを引いても２
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億円から３億円足りない計算になります。 

  そのセーフティネットに対して足りていない部分を一般の被保険者が出し

ているという状況が，推測ができるわけです。なおかつ年間２億円から２億 5，

000 万円程度の不能欠損を元気な被保険者が負担しているということになり

ます。本来，国を初めとする行政がセーフティネットの部分を健康な被保険者

が２億円から３億円程度負担している計算になるのではないかと思います。 

  セーフティネットという部分で考えた場合の歳入額と歳出額はどうなって

いるのか，それから当初のはじまりである自営業者，農林水産業者のところで

どうなっているのかという部分で正確に比較するべきだと考えます。鈴鹿市

の場合ですと，自営業者，農林水産業者，高齢の方で元気な方に，負担が大き

くかかっているのではないかと感じております。皆さんが納得できる税率を

出していただきたいと思います。 

【事務局】 

  分析を進めたいと思います。 

【B委員】 

  前回の意見が全く反映されていないと思います。これまで私は被保険者と

しての立場を申し上げてまいりました。繰り入れにつきましては市としてど

こにお金を使うのかという考え方によって変わってくるものと思います。市

民の健康，医療について考えていただきたいと思います。また，一般財源から

の繰り入れが慎重になる理由につきまして，説明をお願いしたいと思います。

最後に，必要な数字を行政として計算しているものと思いますが，議論に関し

ては議会も含めしっかりとしていただきと思います。 

【会 長】 

 前回の話の中で毎年一般財源からの繰り入れに関する要望がありましたが，
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繰り入れに関する議論は改めてされたのでしょうか。 

【事務局】 

  最終的には市長，副市長，企画財務部長と集まって協議をした結果，3億円

ということです。 

【会 長】 

  前回の運営協議会で 3 億円繰り入れるという説明がありましたが，繰り入

れに対しての再考は無かったと捉えてよろしいですか。 

【事務局】 

  運営協議会の意見に関しましては，こういう意見がありましたと報告して

おります。 

【C委員】 

  平成28年度の予算案について収納率を上げるということを期待しておりま

す。収納率 90パーセントを目指していただきたいと思います。今年度につい

ては決算見込が減額になっておりますので，どういう方法で対応されるのか，

説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】 

 納税課と協議をしているところですが，保険年金課で賦課をして納税課で徴

収をしているのですが，保険年金課に相談に来られた方につきまして，話を伺

いながら，納税課と一緒に交渉に臨んでいくということになりますが，納税課

では保険税のみを徴収しているわけではないですので，保険税，市民税，固定

資産税などを徴収しております。国保の状況について非常に厳しい状況にある

ことを納税課に伝えてあり，何とか国民健康保険税を今まで以上に入るような

形にしてくれと言ってあります。今後も定期的に納税課と協議をしながら少し

でも早く，多く国保へ入れていただくにはどうしたら良いかということを継続
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して議論してまいります。 

【会 長】 

  今までの保険税で県内でも比較的高いほうであるにも関わらず，税率改定

によって県内で一番の税率になるということですが，どのように収納率を上

げていくのか疑問に思います。事務局に説明を求めます。 

【事務局】 

  非常に厳しいと認識しております。引き上げをすると収納率は下がるとい

う傾向がありますので，よほどしっかりやらないと難しいと考えております。

ただ，保険税率を算定するに当たり，少しでも税率を抑えていくということで，

90パーセントという収納率を目標に掲げているところです。 

【会 長】 

 税率の上昇率を抑えるには収納率を上げた試算というのは妥当だと思いま

す。しかし，今回の場合ですと，収納率を高く見積もって，収納率が低かった

場合に赤字になるかと思います。その場合に一般財源の繰り入れがなされなか

った場合，解決の方法がないと思うのですが，いかがでしょうか。 

  基本的には運営協議会については国保財政の安定運営についても意見を出

さなければならないですし，国民健康保険法で述べられている社会保障であ

りながら健康維持のために作られているのが国民健康保険ということを考え

た場合に，市に対してもう少し意見を言える立場にあるかとも思います。 

  収納率が低くて，毎年未収となる不能欠損があるわけですが，５年で 10億

円というものです。10 億円分赤字になって当たり前なのですね。毎年２億円

赤字になって当たり前のお金があるということを考えたときに一般財源から

の繰り入れなしにはやっていけないのではないかと思います。 

【D委員】 
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  年々被保険者が減っていくのに，医療給付があがっていくということにつ

いて説明をお願いします。 

【事務局】 

  医療の高度化等により一人当たりの医療費が上がっていることによります。

また，被保険者数は減ってはおりますが，高齢化も進んでおりますので，若い

元気な方が減っていって医療費を使う方が増えているということもあり，ど

うしても医療費が増えていくということになります。 

  被保険者も増えている，医療費も増えているという状況であれば，ここまで

苦しい状況にはならないと思います。負担していただく人は減っているにも

関わらず，医療費そのものが増えていくという状況ですので，どんどん一人当

たりの負担が増えていくということになります。介護保険では介護保険の金

額も増えますが，被保険者も増えていきますので，それほど大きな負担とはな

らない傾向にあります。 

【E委員】 

  平成 28年度の収納率の 90 パーセントという目標について，税率改定を行

えば，収納率も下がるものと思われます。そのように考えると 90パーセント

という目標を予算に計上することは危険ではないかと考えております。 

  平成 27年度の決算見込と平成 28年度の予算案を比較しますと，おおよそ，

年度内で必要となる金額は決まっていますので，その点を考えると収入につ

いては見込みが甘い部分があるのではないかと心配します。収納率がもし変

わらないとすると，当然，税収としては落ちてきますので，その点を考えると

楽観的な予算編成ではないかと危惧するところです。 

  議会では税負担の公平性の観点から一般会計からの繰り入れについて慎重

になりなさいというものがあります。広く皆さんからいただいている税金を
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国保の方だけに使うというのは公平性に欠けるという考えです。今回の税率

について県からの借り入れと市からの繰り入れで平成30年度の広域化までも

たせるということですが，それでも平成 30年までの間に再び不足するという

危険性は十分にあるものと思います。 

  一般会計の繰り入れについては税負担の公平性の考えによれば，本来はよ

くないことですが，現状としてそんなことを言っていられる状況ではないと

感じております。なんとかしていかなければならない状況であり，国保には生

活困窮者の方も大勢みえます。国保の脆弱性については分かっていることで

す。このようなことを考えますと，一般会計からの繰り入れについては慎重と

するものの，国保の運営をすすめていくには，今後も考慮しなくてはいけない

と付言の上，事務局の案で進めていくより仕方ないかと思います。来年度につ

いて，黒字になればいいのですが，この収入に関する予算編成については甘く

見過ぎているのではないかとも思っています。 

【会 長】 

  国保財政を運営して行くに当たり，一般会計からの繰り入れ無しで運営し

ていくには限界に来ているのではないかというのが皆さんの大方の意見であ

ると思います。 

  税率改定については市議会で議論されるところです。運営協議会としては

事務局に対し，執行部へ一般会計からの繰り入れを抜きに考えるなというこ

とを伝えていただいて，また議論していただきたいです。今回のように伝えま

しただけでは何の進展もありませんので。それをお願いとしてこの議題を終

了とさせていただきたいと思います。 

 

（３）その他 
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【事務局】 

資料５に基づき説明 

【会 長】 

  平成 27年度も改定があり，今回もまた引き上げということですが，限度額

に関して必ず上げなければならないものですか。 

【事務局】 

  被用者保険制度との関係で引き上げなくてはいけないことになっています。 

【会 長】 

  課税所得の引き上げはすべきだと思いますが，限度額引き上げにより所得

に対する国保の負担率は 11パーセント近くになると思います。負担としては

高いと思うところです。これによって，国保財政に与える影響というのはどの

ようなものでしょうか。 

【事務局】 

  限度額の引き上げでおおよそ 3,000万円ほど増加すると考えております。 

【会 長】 

  軽減適用の拡大による影響はどれくらいでしょうか。 

【事務局】 

  500万円ほど減額になるかと考えております。 

【会 長】 

  対象となる世帯はどれくらいですか。 

【事務局】 

  おおよそ 130世帯となっております。 

【会 長】 

わかりました。他にご意見はありますか，無いようですので，以上で本日の 
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運営協議会を閉会といたします。 


