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平成29年度 第２回糸魚川市国民健康保険運営協議会会議録 

 

日時：平成30年2月23日（金） 

   13時30分から15時00分 

場所：糸魚川市民図書館３階会議室 

 

【協議会に付した案件】 

１ 議  事  

（１）平成 30 年度国民健康保険事業について  

（２）平成 30 年度国民健康保険事業費について  

（３）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）  

   第３期特定健康診査等実施計画（案）について  

               

＜出席委員＞ 

    吉原喜久雄  十ノ目ひで子 久保田一男 吉岡 京子  

   水島喜代一    田村 雅人  相澤 稔  田中 正行  

以上８名  

 

＜欠席委員＞ 

   渡邉さとみ    梅田 慶一  眞部 一彦  竹内 利之 

白澤 実   原澤 正男  古田 昌司 

 以上７名 

 

＜事務局出席職員＞ 

   健 康 増 進 課 ： 横 澤 課 長  卜 部 国 保 係 長  金 子 主 任 主 事  

   市 民 課 ： 池 田 課 長  

《 会 議 録 》  

１  開  会  

○金子主任主事  
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２ 挨 拶 

○横澤健康増進課長  

  

《欠席者報告》 

 １号委員 渡邉さとみ委員 

２号委員 梅田慶一委員、眞部一彦委員、竹内利之委員 

３号委員 白澤実委員 

４号委員 原澤正男委員、古田昌司委員 

 

《会長挨拶》  

○田村会長 

   

３ 会議録署名委員の指名 

《会議録署名委員の指名》 

  １号委員 被保険者を代表する委員より 

  会議録署名委員：十ノ目ひで子委員 

 

４ 議事 

（１）平成30年度国民健康保険事業について 

○卜部国保係長 

  資料№１に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

特定健診の受診率について、率を出すにあたり母集団がどういう状況にな

っているのか。 

また資料５P にあるジェネリック医薬品について、私も高血圧の症状で病

院にかかっておりますと、院外薬局の薬剤師さんから勧めていただいてジェ

ネリック医薬品を取り入れているのですが、どのくらいの差額があるのか。

そのことで医者にお話したところ、大きな差はないと言う先生もおられまし

て、そのあたりについてお伺いできればと思います。  

 

○事務局 
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 受診率の母集団についてですが、特定健診の対象年齢 40 歳から 74 歳まで

の加入者ということになっておりまして、その方たちが対象となります。 

 受診率を算定には決まりがありまして、4 月 1 日から 3 月 31 日まで 1 年

間通して国保に加入している 40 歳から 74 歳までの方が分母になります。そ

の中で特定健診を受けられた方が分子になりまして、割り算して何パーセン

トということになっております。 

糸魚川市国保とすると 4 月 1 日から 3 月 31 日まで加入している方だけを

対象としているわけではなくて、途中から国保に入られる方、あるいは健診

が終わった後に国保を抜けられる方も入っているので、年間を通さないと受

診率は出てこないわけですが、分母としては 4 月 1 日から 3 月 31 日まで 1

年間通して国保に加入している方となります。 

ジェネリック医薬品につきましては、差額が出る薬品と、それほど出ない

薬品があるかと思います。糸魚川市ではジェネリックに切り替える事によっ

て 500 円以上の差額が出る方について、ご案内をしているところです。  

ジェネリック医薬品の差額については、薬剤師の委員の方がいらっしゃい

ますので、是非そのあたりのお話をお聞かせ願えればと思います。  

 

○委員 

 先程言われたとおり、半額くらい安い医薬品もありますし、大体 70 パー

セントくらい安い医薬品がほとんどですけれども、その中なら実際に窓口で

負担するのが３割の方や１割の方がいらっしゃって、１割の方で 100 円の差

額があるとしても、医療費全体としては 1,000 円の差額なので、国保として

は 900 円の差額が出てきます。 

 塵も積もればですので、全体で見ると大きく変わってくるのではないかと

思います。３割負担の方ですと、切り替える事によって安くなったという実

感が出ますが、薬によって差額は違ってきます  

 

○委員 

現在お医者さんにかかっている方々は、母集団から除くという操作はされ

ないのでしょうか。 

 

○事務局 

 国が示すガイドラインによって母集団から抜いてよい方とそうでない方
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がおります。母集団から除外できるのは６ヶ月以上入院されている方など

色々あるのですが、現在お医者さんにかかっている方は、体の変化に気づい

て欲しいということで、母集団から除外できないことになっています。 

資料４P をご覧いただきたいのですが、特定健診等実施計画の記載の中で

糸魚川市として力を入れていかなければならないのは、キの診療情報提供依

頼です。 

医療機関で例えば高血圧や高コレステロール等の生活習慣病で受診され

ている方は、３～４ヶ月に一回診療の一環で血液検査をされているかと思い

ます。その血液検査の結果を特定健診の結果に活用するということで、医療

機関の先生方にお願いしております。 

患者さんの同意があるもので、医療機関から協力いただいたものについて

は、診療情報提供依頼ということで分子を増やしていきたいと考えています。

やり方を検討しながら取り組みを強化していきたいと考えています。  

 

○委員 

 資料１P の納付金の件ですが、県からの標準の算定額については公表され

ていますでしょうか。 

 

○事務局 

 県から報道機関向けに２月 14 日に資料提供があったのですが、まだ報道

されていない状況です。 

 

○委員 

 糸魚川市でも増額になるだろうと考えていたのですが、資料には一人当た

り納付金の額が載っているが実際の保険税額が載っていないので、差し支え

なければ教えて欲しい。 

 

○事務局 

 県への納付金約９億円は、保険税として納付した金額から補助金や国から

手当てされる経費等はマイナスし、特定健診に係る経費も市町村によって異

なりますがそちらはプラスして、保険税がいくらになるかを計算します。 

 今回は税率を据え置くということで進めておりますので、皆さんの所得が

大きく変わるとか、家族構成が変わらない限り税額は今年度と同じになりま
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す。税額自体は今年と大きく変わらないかと思います。  

 

○委員 

 国保加入者は高齢者や低所得者が多いので、そういう方々の負担が増えな

いよう調整されていると思うのですが、これからも配慮いただきたい。 

 それから特定健診についてですが、受診率が全国的に低いのですが、数値

目標を達成しないとペナルティ等はないのでしょうか。  

 

○事務局 

 特定健診の受診率に関しましては、後期高齢者支援金というものが、今後

は新潟県全体で支払う形になるのですが、受診率が低すぎるとペナルティが

加わり、国の示している目標に届いている所は支援金を減算する仕組みが働

いています。 

 ただ国全体で見ますと特定健診全体の受診率が上がっておりませんので、

本格実施とまでなっていないのが現状です。新潟県の平均を見ますと 40 パ

ーセントを下回っておりますので、糸魚川市が特別低い訳ではないのですが、

新潟市や長岡市といった都市部の受診率が低くなると、当然分母も大きくな

るものですから、そこが上がってこないと全体の受診率も下がるという状況

になっておりまして、新潟市・長岡市がどんどん上がってくると県平均もあ

がってきますので、そうした時に糸魚川市がその波に乗り遅れないように、

受診計画を進めていかなければならないと考えております。  

 また、受診率が上がることによって国から支給される補助金が増えたりも

しますので、市町村としたら努力してたくさんの補助金を獲得するように進

めていく必要があります。 

 ただ後期高齢者支援分の加算、減算については広域化になりますので、ど

ういった形で市町村に跳ね返ってくるかがまだ見えてないのですが、国はそ

こにペナルティを課す、インセンティブという制度があるのですが加算・減

算される場合もあるので、そこは注意していかなければいけないと考えてい

ます。 

 

○委員 

 資料５P の収納率向上について、糸魚川市は高い収納率ということで大変

素晴らしいのですが、とはいっても何名かの方が滞納されているのは間違い
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ないと思います。そのほとんどの方々が生活困窮者だと思うのですが、  

それ以外の、ただ単に納税していない方々への収納努力を是非進めていただ

きたい。 

 基本的に国保加入者の方々は所得が低い方が多いので、中には多少無理を

して納税されている方もたくさんおられると思います。ですから負担の公平

性、例えば同じ収入がある方でも税金を払う方とそうでない方がいるのでは

加入者の方々に示しがつかないと思うので、なるべく回収できる方からしっ

かり納めていただくという事を進めていただきたい。  

 もう一点。先程出ていましたジェネリック医薬品についてですが、協会け

んぽでも色んな取り組みをやっているのですが、ジェネリック医薬品の差額

通知については、糸魚川市では 500 円以上の差額が出る方が対象とのことで

すが、協会けんぽでは 50 円以上の差額が出る方に発送しています。  

 それはなぜかというと、国があげている切替率 80 パーセントの目標があ

る中で、そこに近づけなければならないということがある。  

 ２月発送分は 80 パーセントの目標に向けて、50 円以上の差額で 20 歳以

上の方々に対して発送しているところです。協会けんぽの加入者が相当数お

りますので、毎年差額通知を出す度に年間億単位の医療費の削減につながっ

ている。協会けんぽが設立されて 10 年、ジェネリック医薬品の差額通知を

出して８年程になるのですが、30 億円程の医療費削減につながっている。  

 中にはジェネリックが駄目な方もいらっしゃいますし、無理強いさせてい

るわけではないですが、保険制度の状況を考えていただいて、切り替えが可

能な方からは積極的に切り替えていただきたいですし、メリットもあります

ので、切り替えを進めていただくよう薬剤師会や医師会を通じてお願いをし

ている。２点目については報告となりますが以上であります。 

 

○事務局 

 収納率のお話がありましたが、28 年度の実績では新潟県内 20 市の内第２

位の収納率でして、29 年度も 28 年度以上の状況で推移しております。新潟

県内でも非常に良い収納率を保っております。  

 特に国民健康保険については税という位置づけですので、制度を維持して

いくために負担の公平性については努力をしています。  

資料内に短期証交付時の納税相談という項目がありますが、どうしても納

税できない場合、３ヶ月間の有効期限の保険証を発行したりしています。た
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だ納税者の生活を省みないでいきなり実施するのではなく、まずは納税相談

をさせていただいて、国民健康保険税以外にも住民税や固定資産税等色々な

負担がありますので、できる限り納付していただけるような相談を進めてい

る状況であります。 

 

○委員 

 ジェネリック医薬品についてですが、処方箋をお書きになるのはお医者さ

んですよね。私を担当する先生はあまりジェネリック医薬品を処方しないん

ですね。それで院外薬局の薬剤師さんのところに行くとジェネリック医薬品

はいかがですかと勧められる。いかがですかと言われた時に、その責任は患

者である被保険者にあるとも考えられるのですが、ジェネリック医薬品への

啓発はもう少しお医者さんの方にもしていただいて、協力をいただくなり、

医療制度の面からもお医者さんへの啓発は大事だと思うのですが。  

 

○事務局 

 糸魚川市では、ジェネリック医薬品の希望のシール等を配布しておりまし

て、保険証のケースに貼る等すれば、病院へ意思表示しやすいということで

シールの配布を数年来取り組んでいるのですが、お医者さんの中にはジェネ

リックではない新薬を進める先生もいらっしゃいますし、後発医薬品に変え

てもいいという記載をする先生もいらっしゃいます。  

 特許の期間が切れた薬は後発医薬品に切り替わっていくのですが、お医者

さんの考えもありますし、ジェネリックばかり進めると新薬の開発に影響が

出てくるという考えも個人的にはありますが、私も医療保険を担当しており

ますのでできれば安い医薬品を使っていただければ幸いです。  

 処方箋については薬剤師の先生に助言いただければ。  

 

○委員 

 開業医の先生方は割とジェネリックに切替えてもとよいという処方箋を

書かれる方が多いですね。一般名処方と言いまして、処方箋が薬の成分名で

書かれておりまして、それはジェネリックに切替えてもいいよというお医者

さんからのサインと受け止めて良いといわれています。開業医の先生方は一

般名処方だったり直接ジェネリック医薬品を処方する方が割と多くいらっ

しゃいます。 
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 糸魚川総合病院では最初に処方箋に書かれる薬の名前が製品名、先発医薬

品の名前です。病院側もそういう薬を採用しているので、違うジェネリック

医薬品に変えますと薬の名前も変わってきますので、先生方もたくさんの薬

を取り扱っていますので、混乱を避けるという意味もあってか、先発医薬品

で処方されるケースが多いです。 

 ただジェネリック医薬品が駄目だという処方箋は、先生の方で人や薬にチ

ェックがつくので、そういった方には薬剤師からは勧めませんけれども、チ

ェックがない方に関しては患者さんと相談して変えてもよいという合図と

認識しています。 

 ジェネリック医薬品を全く処方しない先生は、最初の頃は多かったのです

が今は減ってきているのではないかと思います。またジェネリック差額通知

の葉書が患者さんに届きますのでそれを持って受診する方もいまして、やは

りその葉書は効果がありまして、私たち薬剤師もジェネリックに変えやすく

なります。 

 

○事務局 

 実際に効果がありますよね。私の母は昨年の４月に亡くなったのですが、

ずっと血圧の薬を飲んでいて、何回も通知が来るんですね。それで病院に持

っていたのですが、その時はその薬は変えては駄目ですと言われましてその

まま使ったのですが。 

 

○委員 

 特定健診の受診率がよくないという話ですが、今回の確定申告からセルフ

メディケーション税制というのが始まりまして、薬局で買った薬が 12,000

円以上で健診を受けたり、予防接種をしたり自分で自分の体を管理している

方々への税控除も始まっています。 

 市の広報おしらせばんの確定申告の欄にセルフメディケーション税制の

記載があったかと思うのですが、特定健診のお知らせにも記載があると、こ

ういう制度があると市民の方々も広く認識するのではないでしょうか。  

 １年間で 12,000 円は高い金額ではないので、市民の方に利用してもらえ

ればと思います。 

 

【質疑終了】 



 9 

○会長 

 それでは、平成 30 年度国民健康保険事業については承認することとして

よろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

○会長 

では、（１）平成 30 年度国民健康保険事業については協議会として承認す

ることとします。 

 

（１）平成 30 年度国民健康保険事業について 

 原案通り承認 

 

（２）平成 30 年度国民健康保険事業費について 

○卜部国保係長 

  資料№2に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

 資料１P の歳入について、一般会計繰入金は基準外のものか。  

 

○事務局 

 基準内の繰入となります。主な内容は職員人件費や保険税軽減分となりま

す。 

 

○委員 

 社会保障費がどんどん増えていく中で、国の財源は減っていく一方である。

一般会計から基準外繰入をすることは考えていないのか。  

 

○事務局 

 基準外の繰入についての質問ですが、糸魚川市は合併後に一度、税率を上

げる際の緩和措置のとして、平成 27 年度に基準外繰入として一般会計から

１億円繰入し、平成 28 年度に一般会計に返すという処理をしておりますが、
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赤字補填での基準外繰入は実施しておりません。  

 県内の市町村でも基準外繰入をしているところはあるのですが、国保の広

域化に伴って、できるだけ基準外繰入をしないように国から指導が入ってい

ます。 

 基準外繰入が続くと赤字解消計画を国に提出しなければならず、基準外繰

入には厳しい制約があります。税率を上げずに運営するのは厳しい部分もあ

りますが、市民の方の負担が増えないように、且つ赤字補填をしないように

運営していく必要があると思います。 

 

○委員  

 できるだけ税率を上げないよう努力されていると思いますが、社協なんか

で生活相談をやっていますと、国保税が高いという声が高齢者や低所得者の

方からあります。大変だと思いますができるだけ税率が上がらないように頑

張ってください。 

 

○委員 

 子どもの医療について助成があると思うのですが、それは事業費の歳出に

含まれているのでしょうか。 

 もう一点ですが、特定健診に係る情報提供書作成費用について、医療機関

を受診している方から情報提供があった場合、特定健診を受診したものと見

なすという制度があったと思うのですが、その費用の事でしょうか。  

 

○事務局 

 子ども医療費助成について、糸魚川市では 0 歳から 18 歳の医療費助成を

行っています。小学校入学前までは 2 割負担ということで、例えば１回で 1

万円の医療を受けると窓口負担は本来 2,000 円なのですが、１回 530 円で残

りの 1,470 円は糸魚川市が助成する仕組みになっていますが、これは国保で

はなく市の制度になりますので、国保の給付費分 8,000 円は事業費の中に入

っているのですが、市が助成する分については市の政策的な予算ですので一

般会計で補助しております。 

 助成については、ひとり親家庭への助成や障害者への助成等あるのですが、

糸魚川市が力を入れているのは子どもへの医療費助成ということで、外来で

すと 530 円。入院ですと 1,200 円の自己負担ということで、それ以外の部分
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は糸魚川市が助成するという形で進めております。  

 ２点目の情報提供書作成ということですが、先程も説明いたしましたが、

診療の結果をいただくということで、1 件当たり 2,500 円を手数料として支

払っているのですが、その費用が事業費の中に含まれております。  

 

【質疑終了】 

 

○会長 

 それでは、平成 30 年度国民健康保険事業費については承認することとし

てよろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

○会長 

では、（２）平成 30 年度国民健康保険事業費については協議会として承認

することとします。 

 

（２）平成 30 年度国民健康保険事業費について 

 原案通り承認 

 

  

（３）第２期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

   第３期特定健康診査等実施計画（案）について 

 

○卜部国保係長 

 資料№３に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

 重症化予防の取り組みについて、健診結果に基づいて受診の勧奨というの

を手紙等でされるのでしょうか。 
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○事務局 

 重症化予防に該当する方は、特定健診を受診していただくことである程度

抽出できます。特に健康相談や保健指導が必要な方については、案内を文書

でも出しますし電話でもお誘いをした上で、面談ができた段階で初めて保健

指導となります。特定保健指導は３ヶ月、６ヶ月と継続していく中で該当者

の方の生活習慣の改善度を見ていくということになりますし、すぐに受診が

必要な方で未受診の方へは、是非受診してほしいとアプローチをしています。 

 

○委員 

 協会けんぽでも同じような取組をしているのですが、対象者が何十万人と  

いますので、取組の検証をしていく中で専門家の方々のご意見を伺いながら、 

新潟支部では血圧、糖、腎の数値でワースト 30 の方を抽出し受診案内をし 

ているのですが、大体 3 割の方しか受診しない状況でした。 

 対象の方々に話をすると、素人の方でも驚く程の数値であるのに放置した 

ままでいるという状況でありまして、そういった方々は早くアプローチしな  

いといけないという専門化の意見がありまして、特定保健指導はどちらかと  

いうとグレーの方々を白にするというやり方ですが、今の重症化予防は黒の  

方々をなんとかするのが急務というご意見をいただいて、特定保健指導より  

も重症化予防に力をいれています。 

中には血圧が非常に高い方でも運送業に従事していて、それが原因で事故  

等も発生したりしますので、労働局や運輸局と連携をしてまずは健診を受け

るように勧奨するのと、数値が高い方には受診するように進めています。ま

たワースト 30 の方で受診状況を確認しているうちに亡くなられた方も何名

かいらっしゃいます。 

私どもの方では加入者は 74 歳未満の方しかいませんから、若い時に放置

したままにして重症化して亡くなっていくのが問題だというご意見をいた

だきました。 

色々取組をしているのですが、できれば国保に加入する方については健康

な状態で送り出すという図式を作っていかないと、国保加入の段階で人工透

析を受けていますという状況もありますので、重症化予防の取組を保険者全

体でやっていかないと中々医療費の状況は変わっていかないのではないか

と考えています。 

各市の取組を見させていただくと、市の場合は加入者の方が身近にいらっ
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しゃいますので、積極的なアプローチしやすいかと思いますが、協会けんぽ

ですと県内全域になりましてアプローチが難しくなる。  

ワースト 30 の方々の自宅や会社に電話をかけてみたのですが、中には勤

務中に困るという方もいらっしゃいましたが、本人に会社の担当者に話をし

てもよろしいかと質問したところ、是非してほしいという意見が多くありま

した。個人情報ですので慎重に取り扱うべきと考えていたのですが、協会け

んぽの加入事業所の７割５分ぐらいが 10 人未満の小さい会社でして、受診

が必要でも病院にかかれないとか休みをもらえないという方々がたくさん

いらっしゃると感じております。 

来年度からさらに突っ込んで取り組んでいこうと考えていますので、意見

的なことになりますがお願いいたします。 

 

○委員 

 今の意見について、国会でも働き方改革ですとか盛んに言っておりますが、 

健診結果が悪いと自分で理解していても医療機関に行けないというのは  

色々理由があると思いますが、行政だけが目標を立てても難しいのではない 

でしょうか。地域とか家庭、職場と連携しないと、社協の方でも行政と連携 

して動いてはいるのですが、チームワークと言いますか連携して取り組むこ  

とが重要だと思います。 

 

○委員 

 資料 22P にあります運動教室の参加者について少ないという印象がある

のですが、この数はどのようにして集約されているのでしょうか。  

 地域での老人クラブでの活動がありますが、人気があるのはみんなで集ま

って運動するのとカラオケなんですね。ですので、そういったものを集約す

るともっと多くなると思うのですが。 

 

 

○事務局 

 運動教室参加者については、健康増進課で主催している運動教室参加者の

実人数であります。能生、青海、糸魚川の各会場で健康体運動教室を週２回、

４会場でやっておりまして、各会場 200 人くらいの登録があります。 

 また各地区公民館や集会場で行っている地区運動教室というのが、若干高
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齢者向けではありますが、ちょっとした筋トレと有酸素運動、手や頭を使っ

た脳トレというのを週１回通年で計 26 会場にて開催しておりまして、その

２つの運動教室の実人員を集計しております。  

 さらに糸魚川市ではプールを使った水中運動教室も開催しておりまして、

その参加人数も集計しております。 

 市が地域に行くというのは介護予防の観点からも重要ということで、まだ

まだ会場を増やして実施していく必要がありますので、指導者の育成も含め

て取り組んでおります。 

 委員がおっしゃるとおりカラオケ教室が盛況という話は聞いておりまし

て、地域の方々が引きこもりにならないことが大切ですので、できるだけ地

域の行事に参加いただける機会を作っていきたいと考えています。  

 

○委員 

 市内に老人クラブはたくさんあると思うのですが、独自で定期的にやって

いるような運動教室があるわけですが、そういったものは数字には含まれて

いないということでしょうか。 

 

○事務局 

 独自でやっているものについては、人数をこちらで把握しておりませんの

で集計しておりません。 

 

○委員 

 ただ市を通して講師の方を派遣いただいてると認識していますが。  

 

○事務局 

 地区運動教室ではなく、出前講座については社協を通して講師派遣をして

います。 

 

○委員 

 出前講座は結構人気がありますよ。集まるたびに体を使うというのが高齢

者は非常に喜びますので、もう少し他の組織に働きがけをしていただいて、

老人クラブで月１回の定例会に最初の 10 分やるだけでも違いますので、そ

ういったものも集計に取り入れてみてはいかがでしょうか。集計方法につい
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ては把握しました。 

 

○委員 

 資料 31P、検診項目について新しいものについて教えてください。  

 

○事務局 

 新しい項目については、法定健診項目は尿検査において腎機能を見るため

の尿酸値が新たな項目に追加されました。詳細な健診項目について、循環器

検査の中で心電図検査・眼底検査が、今までは医師が必要の方のみ検査をし

ていたのですが、それでは全体が見えませんので、受診者全員を検査すると

いうことで追加となりました。 

 

○委員 

 腹囲の検査についてはいらないと思うのですが。自分で測れますし。  

 

○事務局 

 法定項目に入っていまして、勝手に削除できない項目です。  

 

【質疑終了】 

 

○会長 

 健康寿命の延伸に向けて保健事業に取組むということですが、健康で長生

きすることは我々の願いでもあります。第２期データヘルス計画に基づき積

極的に取組んでいただき、経過などについては運営協議会でもご報告してい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。  

 

（４）その他 

《運営協議会の名称変更等》 

 

・制度改正による名称変更（平成 30 年 4 月以降） 

変更前 

「糸魚川市国民健康保険運営協議会」 

変更後 
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「糸魚川市国民健康保険事業の運営に関する協議会」  

 

・任期ついて 

３年に変更（次回委員改選時から） 

※現在の委員は改正前に委嘱をしているため平成 31 年 4 月まで 

 

５ 連絡事項等 

なし 

 

６ 閉会 

○水島会長代理 

  

 


