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平成 29年度第 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 29年 8月 4日（金）  

午後 1時 15分～午後 3時 

場所 鈴鹿市役所 10階 1004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 

大井 清  若生 美樹 

公益を代表する委員 

中西 大輔（会長）  森川 ヤスエ（会長職務代理者）  森田 英治 

被用者保険等保険者を代表する委員 

真柄 欽一  鈴木 啓之  木村 光伸 

＜事務局＞ 

健康福祉部長          近藤 昌洋 

保険年金課長          片岡 康樹 

国民健康保険Ｇ 副参事兼ＧＬ  坂﨑 真一 

管理Ｇ 主幹兼ＧＬ       木村 裕子 

管理Ｇ 主査          宮田 直季 

 

 

1 開会 

 

開会の挨拶【事務局】 

  

市長あいさつ 

 

（市長退席） 

 

【事務局】 

まず，本日の委員の出席人数ですが，委員定数 12人のうち，11人の方に御出

席をいただいておりますので，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。 

 次に会議の公開方法と会議録の作成について説明させていただきます。 
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本日の協議会は「審議会の公開に関する指針」に基づく公開の審議会となっ

ておりますが，本日の傍聴希望者はなかったことを御報告いたします。 

会議録につきましては，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，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たいと思います。いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。 

それでは事項書に沿って会議を進めさせていただきます。 

 

2 委員の委嘱 

【事務局】 

まず，事項 2 委員の委嘱でございます。 

 今年度は改選がございまして 12名の委員中 4名の委員の方を委嘱させていた

だきました。どうぞよろしくお願いいたします。委嘱書を席の上に配布させて

いただいておりますので，御確認よろしくお願いいたします。 

本日は第１回目の会議ということで今回初めて御参加いただいた委員の方も

いらっしゃいますので，公益を代表する委員の方より席の順で自己紹介をお願

いいたしたいと思います。 

 

               （委員 自己紹介） 

 

続きまして事務局の自己紹介をさせていただきます。 

 

               （事務局 自己紹介） 

 

3 会長及び会長職務代理者の選任 

 

【事務局】 

続きまして，事項３の会長及び会長職務代理者の選任でございますが，国民

健康保険法施行令第 5 条の規定により，公益を代表する委員の中から選任する

よう定められております。つきましては，会長に中西委員を，会長職務代理者

に森川委員にお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。 
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              （異議なし） 

 

【事務局】 

それでは会長に中西委員，会長職務代理者に森川委員が選任されました。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

それでは中西会長，前の席へ移動をお願いいたします。 

 

             （会長，会長席へ移動） 

 

4 会長挨拶 

 

【会長】 

皆さんこんにちは。会長職を任せていただきました鈴鹿市議会議員の中西大

輔と申します。 

議会では地域福祉委員会の委員長もこれまでに務めさせていただきました。

国民健康保険事業に関しまして，今年度は昨年度に引き続き，広域化をはじめ

としていろいろと審議事項があることと思います。私もまだまだ若輩で至らな

い点もあろうかとは思いますが，皆様の御協力を賜りながら進行して参りたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 

ありがとうございました。これより議事の進行を中西会長にお願いしたいと

思います。 

よろしくお願いいたします。 

【会長】 

それでは規定によりまして，私が議長を務めさせていただきます。 

協議事項に入ります前に議事録署名者 2 名をお願いしたいと思います。慣例

により被保険者を代表する委員と保険医または保険薬剤師を代表する委員にお

願いすることになっておりますので，大久保委員と若生委員にお願いしたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは議事に入りたいと思い

ます。 

 

5 協議事項 

（1） 平成 28年度国民健康保険事業特別会計決算について 

 

【会長】 

 初めに「（１）平成 28年度国民健康保険事業特別会計決算について」，事務局
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より説明をお願いします。 

【事務局】 

 事務局から資料 1－1，資料 1－2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，御質疑等ございましたらお願いいた

します。 

【Ａ委員】 

歳入に関係してくるのですが，健康保険に移行した人と後期高齢者医療制度

に移行した人の比率というのはわかりますか。 

【事務局】 

社会保険から退職等の事由により国民健康保険に入ってこられた方が 4,610

件。また，国民健康保険から社会保険に変わられた方は 5,478 件となっていま

す。後期高齢者医療制度に移行されたかたは 1,821 件となっており，こちらに

関しては平成 27年度と比較しますと 100人ほど年間比で増えている状況です。 

【Ａ委員】 

後期高齢者医療制度へ移行する人数というのは，毎年一定の割合でみえるか

と思います。国民健康保険に加入される方が大きく増えるということは見込め

ませんが，一定の人が国民健康保険から異動していくというのは確実なことか

と思います。国民健康保険に加入する方と別の保険に異動する方のバランスと

いうのは大変厳しいものと思います。景気がよくなれば若い方がまた，社会保

険へ異動していくでしょうし，失業等で国民健康保険に入ってくる方よりは高

齢者の方々が後期高齢者医療制度に異動するほうが確実だと思います。被保険

者について，どのように見込まれていますか。 

【事務局】 

平成 27 年度から平成 28 年度にかけて，国民健康保険から社会保険へ変わる

方が増えたというのは法律の改正があります。パートの方など社会保険への加

入が認められるようになりましたので，その影響が大きいと考えております。

平成 27 年度から平成 28 年度でみる国民健康保険から社会保険への異動数とい

うのはそのような要因であると考えております。景気に関してですが，賃金ま

で反映しているかは別として長く好景気が続いているということもあります。

リーマンショック後のようなリストラや失業者がたくさん出て，国民健康保険

に加入するというのは考えられない状況です。Ａ委員のおっしゃるように，就

職することによって社会保険へ異動していく方が増えていくと考えております。

また，後期高齢者医療制度への異動は毎年出ており，毎年おおむね同じような

人数が異動していくということで相対的に見れば，国民健康保険の被保険者数

は毎年 1,000人ずつ減っていくという傾向にあります。 
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【会長】 

他にいかがでしょうか。 

【Ｂ委員】 

歳出に関してですが，医療給付費が被保険者数の減少により減少したことは

理解できますが，4パーセントの増加を見込んでいたのが前年度並であったとい

うことですが，こういう傾向は予測が可能なのでしょうか。資料を確認すると

医療費は年々増加してきている中で微増にとどまっているので，今後の傾向と

してどのような見込みを立てていますか。見込みの立て方によって今後の体制

が変わってくると思います。原因も含めて説明をお願いします。 

【事務局】 

一人当たりの医療給付費で見ますと平成 27 年度は約 34 万 2 千円，平成 28

年度は 35万 7千円程度となっています。医療費全体はほぼ横ばいではあります

が，被保険者が減少しているため一人当たりの医療費は増加している状況です。

その理由として，診療報酬の改定により増加したものと考えます。一方で薬価

改定やジェネリックの普及などにより薬剤費は減少しているという状況もあり

ます。 

【事務局】 

 補足いたします。医療費が下がった理由というのは被保険者の減少が大きな

部分ではありますが，平成 27年度まで毎年 5パーセント程度医療費が上がって

きた原因は新薬によるものと考えております。Ｃ型肝炎の薬やがんの治療薬等

が承認されたことで急激に上がった状況があります。平成 28年度中に診療報酬

の改定がありまして，薬価改定として 1.22％引き下げられました。これにより

医療費が減少しているということもあげられます。Ｃ型肝炎とがん治療薬等が

半額程度になったという点が上げられます。それらによって医療費が減少した

といわれております。 

【Ｂ委員】 

これまでの説明によれば，薬価が下がったということですね。また，一人当

たり医療費が上がっているということは，長期で高額な医療費がかかる被保険

者は一定数占めており，法改正によってその人たちは異動することなく，時間

就労者等の人たちが社会保険に異動したことで被保険者全体としての分母が減

り，一人当たり医療費が高くなっていると考えてよろしいですか。 

【事務局】 

高齢化率が上がってきますので，若い人たちが国民健康保険から抜けていき

ます。高齢者はどうしても医療費が高いので，一人当たり医療費は高くなりま

す。そのようなことからＢ委員の御指摘のとおりと考えます。また，今後につ

いてですが，現時点での平成 29 年度の執行状況を見ていると，平成 29 年度予
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算については，平成 28年度の執行状況を見ながら予算を編成しており，全体の

規模を縮小しているわけです。現状としまして，予算どおりの執行状況であり、

今後新たな新薬が承認されたり，急に感染症が拡大するなどが起こらなければ，

医療費は前年度並みか微増にとどまるものと考えます。 

【会長】 

 他にいかがでしょうか。 

【Ａ委員】 

共同事業拠出金についてですが，予算額と実際の決算額をみると大きな乖離

があります。この原因について説明を願います。 

【事務局】 

高額療養費の支出は増えていることから高額医療費共同事業拠出金に関して

は増加となっておりますが，保険財政共同安定化事業拠出金に関しては医療費

全体が減少しております。実際の医療費を元に拠出金を計算しております。ま

た，鈴鹿市だけをみて計算されるものではなく，三重県内の保険者全体で計算

されてきます。また，拠出金に対して交付金があるのですが，鈴鹿市の場合，

交付金が拠出金を上回っている状況です。 

【Ａ委員】 

算定方法についてですが，医療費に対して計算されると思います。説明をお

願いします。 

【事務局】 

御指摘の通り対象となるものは医療費となります。 

【会長】 

他によろしいでしょうか。それでは議論は出尽くしたようですので，（１）平

成28年度国民健康保険事業特別会計決算について承認されます方は挙手をお願

いします。 

 

                  （挙手多数） 

【会長】 

挙手多数でございますので，「（１）平成 28年度国民健康保険事業特別会計

決算について」について承認いたします。 

 

（２）鈴鹿市国民健康保険運用体制の改善について 

 

【会長】 

 続きまして，「（2）鈴鹿市国民健康保険運用体制の改善について，事務局より

説明をお願いします。 
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【事務局】 

 事務局から資料 2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，御発言等お願いいたします。 

【Ｂ委員】 

税方式から料方式に移行するとのことで，短期間で処理していくということ

でいいと考えますが，徴収の優先順位でこれまで国税，地方税と同等の順位で

したが，料になることで国税，地方税に次ぐということになっています。例え

ば，ひとつの世帯からある一定額を徴収した場合，これまではそのうちのある

程度が国民健康保険税に回ってくる部分があったかと思いますが，この料にな

るとそういったことはなくなるということでしょうか。 

【事務局】 

債権に対する徴収が同時期に発生した場合に，税が優先されるという形にな

ります。国税との競合はないと考えておりますが，競合があるとすれば他の市

税との間で発生することになります。市の中で関係課と調整を取りながら競合

が発生しないように進めていきたいと考えております。 

【Ｂ委員】 

同じ物件を同じ時期に差し押さえた場合，競合が発生するけれども，賦課と

徴収を一体化することによってこれまで以上に収納を強化することを目的とし

ていると理解してよろしいですか。 

【事務局】 

御指摘のとおり一体化することによって収納に対する迅速性を強化すること

を目的として，滞納にならないように取り組んでいきたいと考えています。 

【Ｂ委員】 

事務局より説明のあった支払い能力のない人の分の不能欠損についてですが，

不能欠損分を国民健康保険制度の中で対応しなければならず，支払い能力があ

る人がその分を支払っている状況で理不尽なところがあります。国民健康保険

は支払い能力がない人が国民健康保険に加入しているという実態があります。

この点についてどのよう考えますか。 

【事務局】 

原則論として申し上げますと，収納率が 100％であればそういう問題は起こら

ないのですが，どうしても国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療制度のい

ずれに対しても未納分というのが発生しています。その分を払える人に担って

もらうのは止むを得ないというか，そういう仕組みですので，制度上仕方がな

いと考えております。その未納分につきましては，まず被保険者に対応してい

ただくということになります。また，払えない人に関しては現行制度の減免の



8 

 

中で対応していくことになります。このことから未納分に関して，市が補填す

るということは困難であります。 

【Ｂ委員】 

市が補填すべきということではなく，国民健康保険制度は国民健康保険の中

で対応する制度となっています。この点に問題があるのではないかと考えてお

ります。意見といたします。次に資産割がなくなるということでわかりやすく

なるのでいいと思いますが，均等割と平等割の比率が変更になります。均等割

は一人にかかるものであり，平等割は世帯にかかるものですが，この新しい比

率では少子化対策に真逆なものとなるのではないかと思います。子どもを産め

ば産むほど費用がかかるというもので，国の子どもをたくさん産んでほしいと

いう方向性に反するものであり，この平等割と均等割の比率に関しては見直し

が必要だと思いますが，いかがでしょうか。 

【事務局】 

均等割と平等割は 35 対 15 の比率というのが法律で定める基準額となってお

り，平成 28年度の税率改定に関しましても，今回の資産割廃止に関しましても

同様の基準で試算しております。 

【事務局】 

補足になります。Ｂ委員から指摘のいただきました点は子どもが多い家庭で

は負担が大きくなることだと理解しました。国の子育て政策に関する部分にな

りますが，市長会等を通じて子供にかかる均等割については軽減制度を設けて

欲しい，またその分は国の財源で賄ってもらいたいと要望を提出しているとこ

ろです。 

【Ｂ委員】 

要望を出しているということがわかりました。しかしながら事務局より均等

割と平等割は基準であるとの説明がありました。市としてこの基準と違う比率

をとっても問題ないと考えます。国に対して要望を提出することは財源確保と

して重要なことだと思いますが，市の政策として検討してもいいのではないか

と考えます。意見といたします。 

【会長】 

他はいかがでしょうか。 

【Ａ委員】 

先ほどＢ委員が仰っていた点もありますが，もともと支払えない世帯に賦課

されているという国保制度が持っている矛盾が表に出てきたのが不能欠損であ

ると思います。それについての考え方が自治体によっていろいろで，申請減免

という制度をとって対応している自治体もあります。そのような対応も考えて

いく必要があると思います。国保の被保険者間で不能欠損を持ち合いなさいと
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いうのは，これからますます厳しくなると思います。加入者が減るとともに働

いている世代が減っている状況ですので，その点を考えると制度としてきちん

と対応できる制度を市として作るべきではないかと思います。一般会計からの

繰り入れをできないと考えるところに大きな問題があって，どこの自治体でも

その点を解決しながらやっており，他の自治体では繰り入れを実施しているた

め，鈴鹿市だけ一般会計からの繰り入れができないとするのではなく検討をし

ていただきたいです。 

もう一点，先ほどの事務局説明の中で保険者努力支援制度というのが新たに

実施されることとなりましたが，その保険者努力制度がきちんと認められない

と鈴鹿市の収入が減ることにつながります。保険者努力支援制度の基準につい

てよくわからないので，説明をお願いします。 

国の制度として 3,000 億円を財政支援するというようになっているが，その

中に保険者努力支援が含まれているのかについてもあわせて説明をお願いしま

す。 

【事務局】 

保険者努力支援制度については資料３を御確認ください。保険者共通の指標

と国保共通の指標とあります。保険者共通の指標には特定健康診査，特定保健

指導，がん検診，糖尿病性腎症の受診率があります。また，国保特有の指標と

して収納率，データヘルス計画の策定状況というのがありまして，これらが点

数化されて交付金が算定されるというものです。平成 30年度は 800 億と特別調

整交付金の 200 億をあわせた 1,000 億円が保険者努力支援制度に交付されるよ

うになっています。そのうち半分が県に，残りの半分が市町村に交付されると

いうことになっています。 

【Ａ委員】 

県は保険事業を実施せず，お金を集めて払うだけが現状ですが，県に行った

お金はどのように扱われるのでしょうか。 

【事務局】 

この件につきましては，後ほど協議事項（３）その他にて説明いたします。 

【Ａ委員】 

 分かりました。 

【会長】 

他によろしいでしょうか。後質疑は出尽くしたように思います。 

 

（３）その他 

 

【会長】 
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それでは「（３）その他」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 3に基づき説明。 

【会長】 

御質疑等お願いいたします。 

【Ａ委員】 

財源構成について，保険料と公費で半々となっています。その中で保険料を

圧縮することができるかもしれないという中に保険者努力支援制度が入ってく

ると，調整基金に関しては調整するためのお金ではありますが，介護保険の場

合を見てみるとこれがもらえないところは調整基金により負担が増える場合が

あります。50％というのは必ず国からもらえる部分となるのでしょうか。国の

制度は得てして完全に 50％にならないということがあります。保険料を圧縮で

きる場合ばかりではないと考えますが，どのように考えますか。 

 

【事務局】 

財政調整基金についてですが，国全体で調整をしますので，定率の国庫負担

や調整交付金を合わせると国全体では 50 対 50 になる計算です。しかしながら

財政力が強いところは財政調整交付金が入ってきませんので，そのような自治

体は国の負担分が 50を下回ることになります。 

【Ａ委員】 

介護保険に関して，自治体として国にかなり意見を伝えていたとは思います

が，国は 50 対 50 をきちんと守った上で，支援をするしないをしてもらわない

と負担するのは市民だということを理解してもらいたい。 

【事務局】 

財政機能強化として別に 800 億円の支援があります。実質的に財政調整交付

金が増えるような計算になります。このため，国からもらえるお金は増えるこ

とになりますが，全国で調整しますので，入るところと入らないところが出て

きます。保険者努力支援制度の県向けの部分についてですが，市町村向けは保

険者それぞれの点数で出しますが，県は県内の市町村の合計した点数を県で出

して，県同士で競争するという仕組みとなっています。県の努力者支援制度に

関しては県が仕組みを構築中です。県も努力者支援制度を後押しするような制

度を作って県内の市町に交付することになります。 

【Ａ委員】 

 保険者努力支援について，29 市町があるということは必ずその中で順位付け

ができて，たくさんもらえるところと，そうでないところができると思います。

少なかったところはその分だけ被保険者である市民の負担が増えるということ
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になります。その点は理不尽であると思います。国の制度に対して，すんなり

と受け入れるのではなくて，言うべきことは言っていく必要があると考えます。

県の算定では鈴鹿市は所得が比較的高いなど，調整交付金がもらえないことが

多いので，市民への負担が増えているのが現状と思います。日本中で支え合い

なさいという制度にしようとしているので，その点についてまず意見を言うべ

きと考えます。国と保険者の負担割合を 50 対 50 にして，その上で努力したと

ころに加算するようにしてもらわないといけないと思います。 

【事務局】 

国もインセンティブ，ただではお金はあげませんよ，よくがんばったところ

にあげます，という考え方に基づいて実施しております。基礎点というのがあ

りますので，その分は確実にもらえる仕組みです。ただ，国の今の制度はがん

ばるところにあげましょうという制度ですので，得点が稼げるようにそれにあ

った施策をせざるを得ないという現実であろうと思います。三重県も三重県と

して交付金がより多く獲得できるよう進めておりますので，市町に対してがん

ばりましょうということで市町が一緒になって取り組んでいくという方向にな

っています。この制度が進んでいったときにどんどん格差が出てくるようなこ

ともあるかもしれません。そうなったときに制度としてどうなのかを考えてい

かなければならないと思います。 

【会長】 

他によろしいでしょうか。ないようですので，データヘルス計画について事

務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

 事務局から資料 3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，御質疑等お願いします。 

【会長】 

御質疑がないようですので，以上で本日の協議事項がすべて終了しました。

これをもちまして閉会といたします。 

 

                 （閉会） 


