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平成 28 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 29 年 1 月 17 日（火） 午後 1 時 15 分から午後 2 時 15 分 

場所 鈴鹿市役所 12 階 1202 会議室 

出席者 

保険者を代表する委員 

横田 美喜子  油井 泰身  大久保 敬子 

保険医また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 

山口 善之（会長）  明石 孝利（会長職務代理者）  橋詰 圭一 

被用者保険等保険者を代表する委員 

真柄 欽一  木村 光伸 

＜事務局＞ 

健康福祉部長         近藤 昌洋 

保険年金課参事兼課長     片岡 康樹 

国民健康保険Ｇ 副参事兼ＧＬ 坂﨑 真一 

管理Ｇ 副参事兼ＧＬ     佐藤 美佐 

管理Ｇ 主査         宮田 直季 

 

 

 

１ 開会 

 

【事務局】 

鈴鹿市国民健康保険運営協議会委員の皆様方，大変お忙しい中，また寒い中ご出席して

いただきましてありがとうございます。それでは平成 28 年度第 2 回鈴鹿市国民健康保険

運営協議会を開催させていただきます。開催に先立ちまして副市長からご挨拶させてい

ただきます。 

【副市長】 

副市長の亀井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は第 2 回目の国民

健康保険運営協議会開催となりますが，一昨日からの大雪により本日は道路も良くない

状況となってしまいました。このように大変お足元の悪い中，また大変お忙しい中ご参加

していただきお礼申し上げます。 

委員の皆様方には平素から市の全般にわたりまして，ご支援ならびにご協力を賜って

おります事を，この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。さて，本日の協議会では
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今年度の決算見込み案，及び来年度予算案等について説明差し上げることとなっており

ます。鈴鹿市国民健康保険を取り巻く現状としまして，被保険者がだんだん減少していく

一方で医療費が年々大きく増加しているという状況となっております。 

このような状況の中,今年度から保険税を改定させていただいたわけでございますけど

も，非常に厳しい状況が続いております。また国の状況としまして，平成 29 年度以降か

ら 3,400 億円の財政支援を行うという事でございますけども，国についても厳しい状況

のようで，支援に関して判然としない部分がございます。加えまして平成 30年度からは，

広域化ということで県一本の保険者になるということが予定されていますが，具体的な

部分について，例えば財政的支援等について，残り一年ではあるものの不透明な点が残っ

ています。このような状況ではありますものの，鈴鹿市行政としまして適切に対応してい

きたいと考えております。 

現在，平成 29 年度予算の調整をしている最中です。本日は委員の皆様方からのご意見

を頂戴しながら参考にしつつ，鈴鹿市国民健康保険に加入されている方々が安心して医

療を受けられるよう努めてまいりたいと存じます。改めましてよろしくお願い申し上げ

ます。簡単ではございますけど協議会にあたりましての挨拶とさせていただきます。 

【事務局】 

この後，副市長は公務がございますので,ここで退席させて頂きます。ご了承ください。 

 

（副市長退席） 

 

【事務局】 

それでは，山口会長よろしくお願いします。 

【会 長】 

会長の山口でございます。本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありが

とうございます。副市長からも話がありましたけれども一昨日の大変な大雪について被

害がないかと心配しておりましたが，鈴鹿市内に関しては被害が無かったということで，

少し安心したという所でございます。 

それでは本日の会議が滞りなく進みますよう皆様のご協力をお願いして会議を進めさ

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。 

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しております。続きまして資料確認及び公開方法等を会議録の作成

について事務局からお願いします。 

【事務局】 

資料の確認をさせていただきます。 
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（資料確認） 

【事務局】 

次に会議録作成方法，議事録の作成方法について説明させていただきます。本日の協議

会は審議会等の公開に関する指針に基づきまして，公開審議会となっておりますが，本日

の傍聴の希望者が見えませんでしたのでご報告をさせていただきます。会議録につきま

しては録音のうえ要点をまとめさせていただきまして，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をしたいと考えております。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

会議録を作成しております。よろしくお願いします。 

【会 長】 

ただいまの事務局の説明に対し何かご意見はございませんか。 

 

(異議なし) 

 

【会 長】 

会議録の作成等につきましては事務局のとおりでいきたいと思います。 

次に議事録署名者 2 名ですが，慣例により被保険者を代表とする委員と保険医又は保険

薬剤師を代表する委員より選出することになっております。被保険者を代表する油井委

員と，保険医・薬剤師を代表する若生委員にお願いしたいと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。これより協議に入りたいと思います。 

 

２ 協議事項 

（１） 平成 28 年度鈴鹿市国民健康保険事業決算見込について 

 

【会 長】 

はじめに「（1）平成 28 年度鈴鹿市国民健康保険事業決算見込｣について，事務局から

説明をお願いいたします。 

【事務局】 

事務局から資料１に基づき説明。 

【会 長】 

事務局からの説明が終わりましたので，ご質疑等がありましたら，ご発言お願いいたし

ます。それでは運営協議会として事務局案について了承するということでよろしいでし

ょうか。 

 

(異議なし) 
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（２）平成 29 年度鈴鹿市国民健康保険事業予算案について 

 

【会 長】 

続きまして，「（2）平成 29 年度鈴鹿市国民健康保険事業予算（案）」について，事務局

より説明をお願いします。 

【事務局】 

事務局から資料 2，3 に基づき説明。 

【会 長】 

ご質疑等がありましたら，ご発言願います。 

【A 委員】 

確認事項になりますが，平成 29 年度についての収納率目標が 90 パーセントとなって

おります。また，平成 28 年度についても収納率は 90 パーセントですが，広域化に伴い，

三重県が人口規模や被保険者を勘案して収納目標を立てていたかと思いますが，これは

三重県の目標に合わせた数字となっていますか。 

【事務局】 

三重県の広域化支援方針に基づく平成 29 年度収納率は 91 パーセントとなっておりま

す。しかしながら，現在の収納率の状況を考えますと，年々改善が見られるものの 90 パ

ーセントが１つの目安として捉えることが妥当であると考えております。まずはこの 90

パーセントを達成しつつ，さらに収納率を延ばしていかなければならないと考えており

ます。 

【A 委員】  

鈴鹿市の平成 28 年も平成 29 年度も目標 90 パーセントとしているわけですが，県の平

成 30 年度の広域化に向けての目標数値は 91 パーセントとなっているわけですね。広域

化に伴い，保険者努力支援制度も始まると考えます。その中ではインセンティブという観

点による補助金交付があったかと思います。以上のことから目標値を県の方針よりも低

い 90 パーセントに設定するのはどうなのかなと思います。 

【事務局】 

インセンティブによる補助金についてですが，１番多くもらえるのは県の目標を上回

っており，なおかつ前年よりも収納率があがっている状態となります。なかなかこのよう

な自治体は県内にはないかと思っております。次には毎年上げていくというのも交付対

象となります。現在，鈴鹿市の場合はそこの段階になっておりまして，目標は達成してお

りませんけれども，毎年改善している状況です。保険者努力支援制度を踏まえて目標をど

こに置くかというところではありますが，今年度の税率改定による影響も勘案しつつ，実

現可能な目標としまして，90 パーセントとしております。 

【A 委員】 

  理解しました。ただ，県が目標収納率を示しているのであれば，それにあわせる方が予
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算編成として適切だと考えます。 

【会 長】 

  他にありますか。 

【B 委員】 

数字の増減が激しく，理解が困難な部分があります。さて，質疑になりますが，先ほど

事務局から説明のありました税率改訂についてですが，今年の値上げにより未納額およ

び未納率が増えていないかどうかお聞きしたいと思います。また，１人当たりの医療給付

費について，これまで例年 2 から 3 パーセントずつ増えていたのですが，今年度も同じ

ような傾向にあるのかお聞きしたいと思います。 

【事務局】 

未納額については全体の調定額が上がったことから額としては増えたと考えられます。

ただし，未納率としますと収納率が去年と比較的近い状態にありますことから例年と変

わらずの状態であると考えます。 

【B 委員】 

事務局より説明のありました収納率について説明をお願いします。収納率を計算する 

際には被保険者数も計算に使いますか。 

【事務局】 

収納率に関しては賦課調定金額を分母として，実際の収納額を分子とします。平成 28

年度 12 月と平成 27 年度 12 月を比較しますと，ほぼ同じ収納率になっております。 

【B 委員】 

  質疑にかかる補足になりますが，国民健康保険税の値上げに伴い，所得の低い人で支払

うことが困難になっている人もみえると思います。未納者のうち低所得者の人数につい

て，把握することはできますか。 

【事務局】 

人数に関する統計はとっていません。次に医療費の傾向に関して説明いたします。平成

26 年度から平成 27 年度にかけては高額な薬剤の登場により 4 パーセント程度の非常に

高い伸びを示しておりました。平成 28 年度の当初予算に関しては平成 26 年度から平成

27 年度への伸び率を参考として試算しております。しかし，平成 28 年度については高額

な薬剤が浸透し保険給付の伸びに鈍化がみられ，高止まりしつつあります。このことから

平成 28 年度決算見込みが当初予算に対して減少したという状況になります。また，高額

薬剤に関しては厚生労働省が引き下げを検討していることもあり，今後はその影響も出

てくると考えられます。 

【会 長】 

他にありますか。それでは次年度予算につきましては収納率を向上させるよう努力を

していただくということで案を了承したいと思います。 

【事務局】 
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平成 29 年度予算につきまして補足してよろしいですか。 

【会 長】 

はい。 

【事務局】 

平成 29 年度の保険税額になります。この会議に間に合うように修正できればよかった

のですが，こちらで精査をしたところ，どうもおかしいなという風になったのでまだ修正

をさせて頂くことになります。 

平成 28 年度の国民健康保険税の収納見込みが 47 億円となっています。それに対して

平成 29 年度の予算が 49 億円をみております。普通に考えると被保険者は減っていきま

すので，だんだん収納率を上げていっても，前年度を超えていくのは非常に難しいです。 

平成 28 年度の決算見込みの 47 億円を検討しながら，それと同額か多少下がるくらいの

数値を設定させていただきたいと思います。あとは予算全体について変更せずに，歳入と

しまして，国，県の補助金を見直して金額としては膨らますとともに，基金の残高があり

ますので，その不足分を基金のほうからもう少し繰り入れを増やすなどの調整をしたい

と思っております。つまり全体の総合計は変えずに，この予算の歳入の内訳を修正させて

いただきたいと考えております。 

【会 長】 

ご意見よろしいでしょうか，ご質疑ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

【会 長】 

  それでは事務局案について了承いたします。 

 

（３） 保険税徴収体制等について 

 

【会 長】 

「（3）保険税徴収体制等について」，事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

事務局から資料 4 に基づき説明。 

【会 長】 

質疑等お願いします。 

【C 委員】 

以前から就労していない人に対する課税というのは，とても負担になると感じていま

した。年金等を削る事にも限界があると思います。そのような観点からも事務局案の資産

割を廃止し，3 方式へ移行するということに関しまして賛成いたします。 
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【会 長】 

他にございませんか。 

 

（異議なし） 

 

【会 長】 

 事務局案について了承いたします。 

 

（４） その他 

 

【会 長】 

それでは最後に「（４）その他」につきまして事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】 

事務局から資料 5 に基づき説明。 

【会 長】 

説明が終わりましたので質疑等ありましたらお願いします。 

【B 委員】 

  広域化に関しての質問になりますが，保険者が三重県になりますと，平成 30年度以降，

鈴鹿市国民健康保険運営協議会はどのような形になっていくのでしょうか。 

【事務局】 

この各市町の運営協議会はそのまま継続でございます。県も運営協議会を設置するこ

とになります。各市町が保険者として全くなくなるわけではございません。市町でそれぞ

れ協議し，その内容について県の運営協議会で協議することになります。 

【会 長】 

他はよろしいでしょうか。それでは以上で本日の協議事項につきましては，すべて終了

いたしました。これをもちまして，本日の協議会を終わらせていただきます。長時間にわ

たり，慎重なご審議ありがとうございました。 

 

 


