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平成27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28年３月８日（火） 

   13時30分から14時48分 

場所：糸魚川市役所203・204会議室 

 

【協議会に付した案件】 

 議 事  

（１）平成 28 年度国民健康保健事業について  

（２）平成 28 年度国民健康保険事業費について  

 

＜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  渡邉 さとみ  中村  恵   竹内 利之  

    吉岡 京子   吉田 一郎   白澤  実     古田 昌司  

   土居 稔典   以上13名  

 

＜欠席委員＞ 

   梅田 慶一   横山  亘  以上２名 

 

＜事務局出席職員＞ 

   市 民 部 ： 岩﨑部 長  

   健 康 増 進 課 ： 山 本 課 長  横 澤 課 長 補 佐  水 嶋 課 長 補 佐  

石 垣 国 保 係 長  作 本 主 査  

   市 民 課 ： 池 田 課 長  蒲 原 係 長   
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《 会 議 録 》  

１  開  会  

○山本課長  

 

２ 挨 拶 

○岩﨑市民部長  

 

○長﨑会長  

 

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28年度国民健康保険事業について 

○石垣係長 

  資料№１に基づき説明 

【質 疑】 

○委員 

  糸魚川市においては、ジェネリック医薬品の使用率や保険税の収納率な

ど、個々の取組みにおいて、好成績が見られています。 

  その現状に甘んじず、更に高みを目指していくための取組みが、資料１

の４ページに書かれていると思うが、その中で、４保険税収納率向上の推

進で述べられている、｢滞納防止への早期対応｣とは何でしょうか。 

  口座振替を促進するなどの方法もあるが、早期にどうやって発見するの   

か、どのように啓蒙していくのか、皆さんのお知恵がありましたら、お聞

かせ願いたい。 

⇒（事務局） 

  糸魚川市においては、納期を過ぎて 20 日以内に督促状が発送されます。 

 集合税方式となっているので、国保税以外の税目も含め、未納があった  

場合に督促状が発送されます。 

 その後、一ヶ月・二ヶ月を経過し、未納状態が続いている場合は、催告   
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書が発送されます。 

その後も納付がされない場合は、所得状況等の調査を行い、滞納処分、

差押さえ等の処分が為されることとなります。  

 

○委員 

  資料１、３ページの１のデータヘルス計画の推進、２の保健事業の推進  

の内、（１）のキ 市内事業所と連携した受診勧奨等について関連してで

すが、部長の挨拶の中でも出てきた、昨日の新潟日報の記事に、協会けん

ぽ新潟支部に関する記事も掲載されていましたが、現在、新潟県内におい

て協会けんぽの加入者は 81 万人、人口の３分の１の方がいらっしゃいま

す。 

 現在、協会けんぽ新潟支部としては、県内の各自治体と、順次、健康づ

くりに関する協定を結ばせていただいています。三条市、見附市、昨年の

10 月に新潟市、この２月に上越市と協定を結び、それぞれ事業を進めてい

るところです。 

 新潟支部としては、働く世代の方々への健康づくりとして、健康職場お

勧めプラン、健康づくりのきっかけづくりとして、各従業員の皆様に、簡

単な健康づくりのメニューをお勧めしています。  

 現役世代で健康づくりをしておかないと、退職をされれば、ほとんどの

方が国民健康保険に加入し、その後、後期高齢者医療に加入することにな

ります。こういった仕組みがありますので、特に２月に上越市と締結させ

ていただいた内容ですが、これは全国初の取組みで、上越市と協会けんぽ、

上越医師会との三者で、上越市民の重症化予防の取り組みを行います。  

 重症化予防を行っておかないと、その方が人工透析の必要が生じた場合

には、年間で 500～600 万円の医療費が発生し、一旦発症すると人工透析

状態からは戻れない。という事で、予防事業を行うものです。  

 また、資料１の３ページに関連し、先週土曜日に新潟市と協会けんぽが

同一会場で、共同で健診を実施しました。そこで、色々と企画を講じて行

ったところ、協会けんぽの加入者だけで 320名くらいの受診がありました。

これは、新潟市内の東区・中央区限定ですが、がん検診は 240 名を超える

方が受診されたと聞いております。 

 三条市においては、三条市内で加入の企業様と、三条市、協会けんぽの

三者で、連携会議を作り、職場の健康づくりを行っております。  
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 こういった事で取組んでおり、資料１の３ページのデータヘルス計画の

推進の中で、８月、９月に次年度以降の取り組みの検討と記載されていま

すので、是非、私ども協会けんぽと一緒に仕事をさせていただければと考

えております。よろしくお願いいたします。  

⇒（事務局） 

ありがとうございます。参考データでありますが、昨年の 10 月時点で 

の糸魚川市の人工透析患者数は 94 名の内、国保加入者は 46 名という事

で、人口透析治療中の方の半数が国保、半数が他健康保険加入者となって

います。 

今ほど、協会けんぽさんが言われたとおり、いずれ、皆さん、国保に加

入してくると、非常に国保が厳しくなっていくと言うことから、違う保険

に加入しているうちから、対策を行っていく中で、国保に加入されるとき

には、健康な体でいらして欲しいと願っております。  

 

（２）平成28年度国民健康保険事業費について 

○石垣係長 

  資料№２に基づき説明 

【質 疑】 

 特になし 

 

（３）その他 

○石垣係長 

糸魚川市国民健康保険の運営について、意見・要望等をお聞かせ願いたい。 

【意 見】 

○委員 

  ジェネリック医薬品の使用について、自己負担が生じる方については、

ジェネリック医薬品の使用をご希望される方が多いが、医療費が掛からな

い方では、ジェネリック医薬品を希望されないケースが見られます。 

医療費が掛からない方は、受給者証等をお持ちの方になるが、各種受給

者証を送付する際に、ジェネリック医薬品使用のお願いを添えると良いの

ではないかと感じます。 

受給者証等送付の際に、ジェネリック医薬品関連の添付文書等は同封す

るのか？こども医療費の受給者証等送付の際はどのような対応となって
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いるのでしょうか？ 

⇒（事務局） 

国保の保険証を交付する際には、ジェネリック医薬品の希望カードを添  

えています。こども医療費受給者証の方は確認していません。 

○委員 

各種受給者証発行の際にも、ジェネリック医薬品に関する文書等を添え  

てもらってあれば、処方の際にもお声掛けをしやすいと思います。 

⇒（事務局） 

貴重なご意見ありがとうございます。こども医療費等について、関係課

が複数にまたがっています。強制はできないものですが、連携をとって、

適切に、丁寧に周知・啓発に取組みたいと思います。 

 

○委員 

子供医療費の受診者については、治療で使用する薬剤でも、薬局レベル

での使用率においても、ジェネリックの使用率は高いと感じています。 

成人の受給者証保有者の方が、ジェネリック使用率は低い傾向にあると

感じています。 

○委員 

生活保護を受けている方にジェネリック医薬品の処方について伺うと、 

直ぐに使用をご希望されるので、市からも働きがけがあるのかなと感じて  

いました。 

⇒（事務局） 

様々なケースがあるようで、既存の薬では併せて服用できないものも、

新薬を使用すれば可能となる場合もあります。新薬であれば高額となるが、

受給者証をお持ちであれば、負担が増えない形で使用ができるという状況

もあります。福祉事務所やこども課等と連携し、できる限りお願いをして

いきたいと思います。 

 

○委員 

  ３点ほどあるが、まず２点について申し上げます。  

資料１の４ページにある｢一定の障がいがある方に・・・｣と記載されて 

いますが、｢障がい｣のひらがな表記について、非常に配慮されていると感

じました。糸魚川市では、その辺の取扱いについて、取り決めがあります
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か？ 

⇒（事務局） 

傾向としては、できるだけ優しい言葉遣いに、ひらがなにする傾向にあ

りますが、法律上は漢字表記となっています。一般的には、ひらがな表記

を行いたいと思いますが、法律の定めがある場合などは、使い分けをして

行きたいと考えています。 

 

○委員 

添付資料となっているデータヘルス計画について、18 ページに｢メタボ

リックシンドローム｣（以下｢メタボ｣という）とあり、以下、メタボの表記

がたくさん見られます。「メタボ」と言う単語は、医学的な用語はあります

が、肥満や個人の肉体的な特徴を表現する言葉でもあります。「メタボリ

ックシンドローム」と表記しても、さほど文字数が増えるわけではないの

で、丁寧に表記する方が好ましいのではないでしょうか。 

 また、23 ページには、「メタボ予備軍からメタボリックシンドローム

へ・・・」との表記もあります。わざわざ使い分ける必要はないのではな

いでしょうか？ 

「メタボリックシンドローム予備軍」と表記しても、紙面の都合上に支障

はないのではないでしょうか？ 

「メタボ」と言う単語は、身体的な特徴を表す言葉となって来ているの

で、慎重な使用が求められると考えられます。 

⇒（事務局） 

「メタボ」と言う単語が一般的になりつつあると言うこともあり、生活

習慣病予防の早期取組の為の判断基準として「メタボ」と言う表記を使わ

せてもらったものです。 

  データヘルス計画は、一旦策定された計画ですので、直ちに修正するわ

けには行きませんが、今後の見直しや、業務の中で、どのように取り扱っ

ていくのか、検討させていただきます。 

⇒（事務局） 

メタボリックシンドロームの他に、近年ではロコモティブ症候群と言っ

た言葉も使われ始めています。「メタボ」と言われると嬉しくありません

し、カタカナ表記が受け容れられ難いといった面もあると思います。 

また、今ほどおっしゃられたとおり、略した表記をすることで、また捉
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えられ方が変わってくる面もあると思うので、その辺りを今後、確認させ

ていただきながら業務を進めていきたいと思います。 

⇒（事務局） 

補足ですが、メタボリックシンドロームの基準については、内臓脂肪型

の肥満の傾向があり、尚且つ、高血圧・高血糖・脂質異常のいずれか一項

目以上に該当していることとなっており、単純に肥満と言うことではあり

ません。 

また、健診の基準では、身長と体重のバランスから肥満を判定するＢＭ

Ｉと言った数値もありますので、「メタボ」＝「肥満」と言うことではあり

ません。 

○委員 

良い編成の記事になっていると感じたが、１月に配布された広報いとい

がわの中でも、「警報 メタボ急増中」の記事が掲載されていました。 

私が危惧するのは、子供たちの中で、友達の身体的特徴を表現する言葉

として｢メタボ｣が使われるようになっています。 

記事の中では、メタボリックシンドロームについて、解説もなされてい

るので問題はないが、略して「メタボ」が、子供達や一般社会の中では、

身体的な特徴を現す言葉として広まってきてしまっています。 

見解を持って使用するのであれば良いが、今後、この略称を使用すると

きには、そう言った状況も踏まえて使用していくことが好ましいと感じた

ところです。 

⇒（事務局） 

大元で言えば生活習慣病の話なのですが、生活習慣病と言うと範囲が広

すぎるため、症状の一つとしての説明が「メタボ」と言うことになります。  

その表現の仕方については、今後、注意をしながら業務を進めて参りま

す。 

○委員 

もう一点、２月の下旬に老人クラブを対象とした調理教室の中で、糸魚

川市は非常に高血圧の方が多いので、これからは減塩の食事を心がける必

要があるとの話がありました。 

また、その中で、糸魚川市は県下で最も医療費が多い市なのだとの話が

ありました。 

前回、第一回の運営協議会の際にも発言させてもらいましたが、国保連
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合会が発行している「目で見る国保」では、一般被保険者１人当たり療養

諸費について、糸魚川市と阿賀町が、新潟県下の中で極めて高い市町村と

なっていることが示されていることに対して、１人当たり保険料について

は、糸魚川市だけが飛びぬけて低くなっていることが示されています。 

医療費が高いのに、保険料が低く抑えられている、このギャップについ

て、何か分析されている結果や見解があるならば、教えて欲しいです。 

⇒（事務局） 

糸魚川市は高齢化率が他市町村と比較して高いため、どうしても一人当

たりの医療費で分析すると、平均よりも高い数字が現れてしまいます。 

保険料については、同じく高齢化率が高いために、現役を引退され、年

金収入のみで生活され、収入が少ない状況になると、制度上、軽減措置も

図られることから、低く抑えられているのではないかと考えられます。 

ただし、平成２７年度、２８年度と２年続けて国保税を上げさせてもら

っているので、今は、保険料も平均に近づいて来ている段階にあります。 

⇒（事務局） 

１市２町の合併前も、急な支出に備え、それぞれ基金を蓄えていました

が、合併に際して、それぞれ率を調整して持ち寄り、合計７億５千万円を

超える基金が有り、最高で８億円弱まで積み立てがありました。 

また、合併後も旧市町の保険税率を変更せず、地域ごとの税率をそのま

ま使用しており、合併後５年を経過した時点で税率を統一するよう調整が

図られました。 

その時に、多額の基金が有ったことから、三地域で一番低い税率より低

い税率で調整され、この基金を活用する中で、国保会計の運営が図られて

きました。 

その後、平成 25 年、26 年頃、基金残高の先行きが見えてきたことから、

平成 27 年、28 年に税率の見直しを行ってきました。 

そう言ったことから、医療費と比較して保険料が低い傾向となっていた

ものです。 

⇒（事務局） 

  確かに、高齢者になるほど医療費が高いと言うのは当然です。  

資料２の４ページに記載されているとおり、糸魚川市国保被保険者の内

の 65 歳～74 歳の比率、これを前期高齢者比率と言いますが、これが 60％

を越えています。 
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この比率が全国の平均よりも高い市町村へ、平均を下回る市町村から保

険料が集められて配分される制度があります。これが、資料２の２ページ

に記載されている前期高齢者交付金となっています。平成 28 年度では、

21 億円を歳入で見込んでいます。 

新潟県の市町村国保の中で、前期高齢者比率は糸魚川市が最も高くなっ

ています。これが糸魚川市の保険税の軽減にも繋がっている状況となって

います。 

⇒（事務局） 

  市民課では、保険税の課税のほうを担当しています。  

｢目で見る国保｣では、平成 25 年度現在の一人当たり保険料（税）額と

して、糸魚川市は、63,896 円と記載されていますが、その後、保険税率が

上がっていますので、平成 27 年度現在の一人当たりの調定額を見ると、

94,810 円、県内 30 市町村中 19 位となっています。県の平均が 97,682 円

ですので、平成 25 年度以降においては、一人当たりの保険料は上がって

きている傾向にあります。 

今ほどおっしゃられたとおり、略した表記をすることで、また捉えられ

方が変わってくる面もあると思うので、その辺りを今後、確認させていた

だきながら業務を進めていきたいと思います。 

⇒（事務局） 

単純に一人当たりで比較するのではなく、年代別に按分するなど工夫が

必要ですし、市としても、健康づくりの為に様々な取り組みをし、医療費

の抑制を図っていることから、そう言ったものを加味して比較・分析でき

る方法がないか、検討していくことが課題ともなっています。 

 

○委員 

  自分は、県内６市の国保運営協議会に出席しています。 

糸魚川市の高齢化率は、36.7％となっていますが、県内の平均では 25％

位ではなかったかと記憶しております。  

私ども協会けんぽや、ここにいらっしゃるデンカさんが、何故、国保運

営協議会に出席するのかと言うと、この前期高齢者交付金の原資である前

期高齢者納付金を保険料として集め、納めている、いわゆるスポンサーで

あると言うことになると思います。運営協議会においては、そう言った立

場で意見をするということとなっています。 
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私ども協会けんぽの被保険者は、金額は別として、次の 4 項目で、国保

会計の負担を支払っている形となっています。国保会計の歳入別に見ると、

国からの負担金、県からの負担金、市の一般会計からの法定繰り入れ、そ

して前期高齢者交付金を協会けんぽでは負担する仕組みとなっています。 

また、前期高齢者納付金は、後期高齢者支援金と合わせて、協会けんぽ

被保険者の保険料の４割超を占めています。健康保険組合では、５割を負

担されていると思います。 

高齢化が進展すると言うことは、致し方ないことではあるが、それに影

響され、医療費が上がると言うことは、我々の負担も上がっていくことに

繋がる側面もあり、折角の機会ですので、現役世代からの健康づくりにつ

いて、先ほど述べさせていただきました。 

 

○委員 

平成 30 年度から、保険者を県が主導する形となると、会計に関しては、

市町村は収納だけに取組めばよいと認識しているが、県単位となっていく

ことの意味について教えて欲しいです。 

また、平成 27 年度から、保険者支援制度として、全国の市町村に 1,700

億円が配分されたが、それを原資とすれば、保険料の抑制に繋がらないか

と期待していたのだが、どんな状況であるのか教えて欲しいです。 

⇒（事務局） 

平成 30 年度から始まる国保会計の広域化についてですが、目的の一つ

は、被保険者数が少なく、不安定な経営が懸念される団体が多くなって来

ると言う懸念から、全県での対応が決定されたものです。 

保険料については、後期高齢者医療制度のような、全県統一の保険料率

とはならず、医療費の状況や保険税の収納率の状況を見ながら、団体ごと

に必要となる保険料総額が示され、その提示額に合わせて団体ごとに税率

を決定する制度となる予定です。 

収納率を上げる、または給付水準を下げることにより、保険料負担を抑

えていくことが可能であり、ただただ収納だけを担えばよいと言うことで

はありません。 

1,700 億円の配分については、保険税率の軽減分の財源となっており、

保険基盤安定にかかる国庫負担金分として、交付を受けており、当初予算

にも盛り込んであります。 
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５ 連絡事項 

 ・意見等の提案シート提出を依頼（提出期限３月 25 日） 

 

６ 閉会 

○水島会長代理 

 

以上 


