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平成27年度 第１回糸魚川市国民健康保険運営協議会会議録 

 

日時：平成 27年 10月 22日（木） 

   13時30分から15時12分 

場所：市民会館３階会議室 

 

【協議会に付した案件】 

１ 報告事項  

（１）国民健康保険事業の概要について  

（２）国民健康保険税の賦課について  

２ 議  事  

（１）国民健康保険税の改正（案）について  

 （２）データヘルス計画（案）について               

 

＜出席委員＞ 

   長﨑 博一   水島 喜代一  吉原 喜久雄  十ノ目 ひで子  

   久保田 一男  竹内 利之   吉田 一郎   白澤  実   

   以上８名  

 

＜欠席委員＞ 

   渡邉 さとみ  梅田 慶一   中村  恵    吉岡 京子 

   横山  亘    古田 昌司   土居 稔典 

 以上７名 

 

＜事務局出席職員＞ 

   市 民 部 ： 田 原 部 長  

   健 康 増 進 課 ： 山 本 課 長  横 澤 課 長 補 佐  石 垣 国 保 係 長  

作 本 主 査  

   市 民 課 ： 林 市 民 税 係 長  水 島 主 査   
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《 会 議 録 》  

１  開  会  

○山本課長  

 

２ 挨 拶 

○田原市民部長  

 

３ 委員紹介 

○山本課長  

 国保運営協議会委員名簿により説明、紹介。  

《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、中村恵委員、吉岡京子委員  

４号委員 横山亘委員、古田昌司委員、土居稔典委員  

 

４ 会長、会長代理の選任 

《選出方法について確認》  

○出席委員…事務局一任  

《事務局提案》  

 国民健康保険法施行令第５条の規程に基づき、３号委員、公益を代表す

る委員から提案。  

  会長：長﨑博一委員  

  会長代理：水島喜代一委員 

○出席委員承認（拍手）  

《会長就任の挨拶》  

○長﨑会長 

《会長代理就任の挨拶》  

○水島会長代理  

  



 3 

５ 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から指名 

  会議録署名委員：吉原喜久雄委員 

 

６ 報告事項 

（１）国民健康保険事業の概要について 

○石垣係長 

  資料№１に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

  資料№１の３ページ目、ジェネリックの使用率は上がってきているの

か？ 

⇒（事務局） 

  使用率は上がってきています。 

○委員 

  高血圧のり患者がものすごく多く、関与する部位によって薬も様々かも

しれないが、ジェネリックが発売されているものも多い。 

市内医療機関等が、ジェネリック使用率向上を念頭に処方箋の記載や薬

の処方を行っていただくことで、使用率が向上するのではないか？ 

  皆さんの医療費の負担軽減にも繋がっていくものと思う。 

  事務局においては、総医療費における後発医薬品の割合等の数字を正確

に把握することで、医療機関に具体的に協力をお願いしていくことができ

ると思うので、その辺をお願いしたい。  

⇒（事務局） 

  代替の後発医薬品があるものについては、使用されている被保険者に、

代替医薬品の紹介と代替医薬品を使用した場合の差額通知を行っている。 

  個々の医療機関、薬剤師会に対しては、薬名を限定するようなお願いは

できないことから、一般論として後発医薬品の利用促進についてお願いを

している。 

  今後も、ジェネリックの使用率向上については、機会があるごとに努力

していきたいと考えている。 
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（２）国民健康保険税の賦課について 

○林係長、水島主査 

  資料№２に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

  年々、少しずつ収納率が向上していることがわかる。 

  県内他市と比較して、かなり収納率が良いと認識しているが間違いない

か？ 

⇒（事務局） 

  そのとおり。 

 

７ 議事 

（１）国民健康保険税の改正（案）について 

○石垣係長 

  資料№３に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

  国保の制度維持は、市民の安全安心という面で、最重要事項ではあるが、

市民目線で考えると、この国保税の増加は、将来予測の難しい面もあるが、

今後もこの右肩上がりの傾向が続いていくと見ているのか気になるとこ

ろ。見解があれば教えて欲しい。 

  また、国税上昇や消費税 10％という状況もある中で、平成 27 年度に対

し 8.0％の増額を市民がどう捉えると考えているか、事務局サイドの見解

があれば教えて欲しい。 

⇒（事務局） 

  少子高齢化の傾向と社会保険加入条件の緩和等により、医療費の増加傾

向と現役世代の減少傾向が継続すると見られるため、国保税は増加傾向が

予想される。 

  健康寿命を延伸し、医療費の増加抑制を図る必要がある。 

また、平成 30 年度に計画されている国保の広域化等により、一人当た

りの医療費負担の地域間格差抑制が検討されている。また、並行した健康
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づくりの取組みが医療費の増加抑制のためには必要。 

  8.0％の増税について、３年計画で 11％の増額を進めている介護納付分

と、法律で負担率が示される現役世代の後期高齢者支援分の負担が大きい。 

医療分については、糸魚川市国保が対応策の行えるものと捉えている。    

資料№３の３ページ②軽減後の課税額について、一人当たりの課税額で

みると、平成 27 年度の当初原案の医療分の課税額は 62,954 円であったこ

とに対し、平成 28 年度改定案は 62,658 円に抑えられている。 

今後も医療費増加を抑制していくことが、糸魚川市国保の最重要課題と

考えている。 

○委員 

  今後、消費税率の改定も予定されているが、影響は見込まれているか？ 

⇒（事務局） 

  国の負担割合 32％は固定値。前回の消費税率改定では、医療点数・薬価

等の増額を抑制し、被保険者の負担増加が抑制された。今回の改定に係る

対応策は、まだ不明。医療費の多くを人件費が占めている状況から、税率

アップの影響は少なからずあるものと見ている。 

⇒（事務局） 

  国では、小規模市町村の国保運営維持対策として、広域化の動きが進め

られている。 

  また、国による社会保障制度全体への見直しとして、平成 31 年度まで、

段階的な国保運営への財源充当の方向性が示されている。 

  医療費の増加傾向について、正確に状況を捉えながら、市民の負担抑制

に努めたい。 

  また、８％の増額について、合併以降、約８億円の準備基金の運用によ

り、平成 25 年度・26 年度まで税率上昇を抑えて国保の運営を行ってきた

が、基金が底を突く状況となり、税率の改定に踏み切ったもの。 

昨年の国保運営協議会と市議会においては、５割アップ程度の必要性を

示したが、激変緩和対策として、２ヵ年に分け、段階的な税率改定とした。 

  介護納付分の伸び率が 11％と高くなっている状況から、介護分の税率

のアップは行ったが、全体としては、昨年度に示した改定案の考え方の中

で収まっていると考えている。 

○委員 

  昨年度のこの会議の中では、状況を踏まえ、税率改定は止むを得ないと
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いう結論だったが、その後の市議会での審議の中で、急激な負担増を抑制

するため、一般財源から支援をしてもらった経緯があった。２段階に分け

たこの改定案については、止むを得ないものと考えている。 

○委員 

  昨年の税率改定決定後、市民への理解と負担感の解消に努めるとのこと

であったが、市民の皆さんからの反応は、どうであったか。 

⇒（事務局） 

  大幅な改定であり、広報や地区説明会等によって周知に努めたが、大き

な意見は受けなかった。 

○委員 

  大幅な改定にもかかわらず、国保税の納付率が向上している。 

  これは、市民の理解を得られたか、もしくは、必要性、義務的なものと

の意識が向上したものではないか。改定の取組みの中で、市民の意識向上

も進んだのではないかと思う。 

  また、皆さんの努力の成果でもあると思う。  

⇒（事務局） 

  改定にあたり、相当な意見が寄せられることを予想し、周知と説明に努

めたが、予想に反して殆ど苦情らしい苦情は寄せられず、安堵している。 

  また、市民課においては、納税係を中心に収納率の向上に取組んでいる。 

  今回の税率アップにより厳しい状況を予想していたが、良い数字も得ら

れ、市民の皆さんの理解に感謝しているところ。  

○委員 

  改定に向けた周知の取組みによって、被保険者の自立意識が強くなった

のかもしれない。 

  今後も意識向上に向けた取組みを進めていくことが大事だと思う。 

○委員 

  運営協議会の議事にかかる各種資料を読んだが、俄かには理解できるも

のではなく、広報を読んだ市民が、プロパーの職員に対して意見すること

も、容易なことではないと感じる。 

  広報においては、「国保税が上がります」などのように、市民に解り易

く、むしろ苦情がたくさん寄せられるくらいの端的な周知が、より市民の

期待に応える広報のあり方となるのではないかと思う。ご一考いただきた

い。 
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○委員 

  大事な提案があった。市の様々な委員会等においてパンフレット等が作

成されるが、一般市民が見て理解するには難しい内容のものが多い。ダイ

ジェスト版を作成し、裏づけ資料とは分離して説明する等の工夫も必要な

のではないか。 

⇒（事務局） 

  貴重なご提案に感謝する。国民健康保険税が相互互助の制度であり、制

度維持のためには、健全経営が必要であることが理解されるよう、解り易

い周知活動に努める。 

以上 

《議題（１）について賛否確認》 

承認 

 

○事務局 

 今後は、市民への周知期間確保のため、12 月議会に改正議案を提出する。 

  改正議案が通れば、１月、２月の広報等で、税率が上がる点をしっかり

と伝えながら周知に努めたい。 

  また、11 月に開催される三地域の地域審議会の中で、地域の代表者の皆

さんへの説明を進めて行きたい。 

 

（２）データヘルス計画（案）について 

○石垣係長 

 資料№４に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

 計画の中で、特定健診の受診率向上の必要性と特定健診の受診の有無に

よる一人当たり医療費の格差について書かれている。  

医療費が高額となる被保険者は、健診を受診するまでもなく、既に医療

機関を受診している状況が伺えるのではないかと思う。  

  今後、受診率の向上を図るためには、特定健診未受診者で治療歴の無い

15％の人達に対し、積極的な働きかけが重要と考える。 
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○委員 

 健診受診の有無により、一人当たり年間医療費に３倍の差が生じている

ことを、もっと積極的にＰＲし、市民の関心を惹く努力が必要。 

⇒（事務局） 

 医療費の差について、国保データベースシステムの運用開始によって、

レセプトデータと健診データの突合分析が可能となり、判明したもの。 

 15％の健診未受診者で診療情報の無い被保険者についても、対象の絞り

込みが可能となり、積極的な働きかけも実施できると考えている。 

○委員 

 資料№４の７ページでは、糸魚川市の一人当たりの医療費は、県平均と

比較し、高くなっているが、自分が入手した資料では、一日あたりの診療

費について、糸魚川市は、県内で平均的な地域となっている。 

 医療費と診療費とで違いがあるのか？ 

⇒（事務局） 

資料№４の７ページにおける医療費は、補装具等の給付費を除いた、医 

療機関での診療や処方に関するもの。委員の資料における診療費の集計方  

法は、承知していない。 

○委員 

 糸魚川市の医療費が高いことについて、糸魚川市独自の医療サービスに

より医療費が高額となっているのなら悪い状況ではない。むしろ、医療サ

ービスが充実した市であると言えるのではないか。 

制度的に医療費が多く掛かってしまうような状況はないのか？ 

⇒（事務局） 

 制度的な要因ではないが、糸魚川市の特徴として、入院率が高く、入院

に掛かる医療費が高額となっている状況が見られる。 

 医療費における入院費の割合は、県の平均４０％に対し、糸魚川市は４

３％から４４％程度で推移している。 

 入院が多くなる要因は、家庭的な条件によるものか、基幹病院の体制的

なものかの判別はつかない。 

○委員 

 医療費がたくさん掛かる要因としては、人工透析等に繋がる糖尿病や、

血管関係の疾病にかかるり患者が多い状況があると思う。 

 重症化する前に、特定健診等の受診により、健康管理を進めてもらう必
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要があると思う。 

○委員 

 資料№４の２６ページの目標設定の一覧表、１番から４番に、各種健診

における平成 29 年度の受診率の目標値が示されているが、その目標値を

達成すると、医療費の削減目標、平成 26 年度現在値 417 千円が平成 29 年

度目標値 412 千円になる計算なのか、または別の計算式があるのか。 

⇒（事務局） 

 健診受診率が向上しても、直ちには医療費の削減には繋がらない。逆に、

病気の発見により治療が開始され、短期的には医療費が増加するケースも

考えられる。 

 並行して健康づくりにも取組み、何とか平成 29 年度における医療費の

削減を目指したいもの。 

⇒（事務局） 

 病気の発見に伴い、医療費が掛かってくることは間違いないが、早期発

見により、高額医療費の抑制を図ることはできる。 

 健康づくりについては、運動や食生活に関する教室の開催等によって、

生活習慣病の発症予防と医療費の削減につなげていきたい。 

 国保全体の医療費の削減について、簡単に成果を図る計算式はない。健

康課題の解消に向けた目標となる事項に複合的に取組むことで、医療費の

削減と健康づくりの促進に向け、頑張りたいと考えている。 

○委員 

 頑張るぞという意気込みは確かに理解できるが、市民目線で考えると、

どの様な具体的な取組みをするのか、自分にはどのような関わりが生じる

のかが見えないと理解されにくい。 

  より具体的に、塩分控えめの食事メニューの提案に取り組んだり、或い

は、高齢者が参加しやすい、より小さな単位での出前講座の開催を行った

り、市民が参加し易い健康づくり事業に取組むといった事を計画に盛り込

むと、より理解を得られると思う。 

  また、歯科医師会が実施している各種施設等への往診を実施は、とても

便利で効果的なシステムだと感じている。 

  歯科以外の部門についても、健診を含め、巡回を実施してもらえるとあ

りがたい。 

○委員 
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  訪問診療等には、歯科医師会では積極的に取組んでいる。 

市からの助成も受け、出張用の道具を整備し、共同で利用している。 

  ただ、出張を行うと高点数となり、監査対象となってしまうことが悩み

の一つ。新潟県は、全国平均と比較すると歯科医療費は低く抑えられてい

る状況ではある。 

  また、一人暮らしの家庭などへの往診は、トラブル発生のリスクも考え

られる。スタッフと同行し、リスクを抑えるよう配慮しながら、なるべく

患者の要望には応えていきたいと頑張っているところ。  

○委員 

  定期的な歯科受診により、他の疾患についても早期予防の可能性が高ま

る。周知が大事である。 

以上 

○事務局 

  活発な審議に感謝する。時間が少なく大変恐縮である。 

配布した提案シートによる、意見・提案も受け付ける。 

提案については、10 月 30 日までに事務局へ提出願いたい。 

○長﨑会長 

  今日は内容が多く、全ての理解には時間がかかる。 

各委員自宅に帰り、資料を読み直すことで、改めて意見等が有る場合は、

事務局に申出て欲しい。 

 

８ その他 

《次回日程》 

  ２月下旬を予定 

 

９ 閉会 

○水島会長代理あいさつ 

 

以上 


