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平成30年度 第１回糸魚川市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

会議録 

 

日時：平成30年11月22日（木） 

   13時30分から14時48分 

場所：糸魚川市役所201・202会議室 

 

【協議会に付した案件】 

１ 議  事  

（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  

（３）第１期保健事業計画（データヘルス計画）の評価について  

              

＜出席委員＞ 

    吉原喜久雄  十ノ目ひで子  梅田 慶一  竹内 利之  

   吉岡 京子  水島喜代一   田村 雅人  相澤 稔  

   渡辺 高弘  田中 正行  

以上１０名  

 

＜欠席委員＞ 

   久保田一男  渡邉さとみ    眞部 一彦  山本祐一郎 

藤原 克朗 

 以上５名 

 

＜事務局出席職員＞ 

   山 本 市 民 部 長  

   健 康 増 進 課 ： 横 澤 課 長  磯 貝 課 長 補 佐  卜 部 国 保 係 長  

室 橋 保 健 係 長  中 村 主 査  

   市 民 課 ： 小 林 課 長  田 村 市 民 税 係 長  小 杉 主 査  
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《 会 議 録 》  

１  開  会  

○横澤健康増進課長  

 

２ 挨 拶 

○山本市民部長  

 

３ 出席委員報告・議事録署名委員の指定 

○事務局  

 人事異動により３名の委員が期間の途中での交代を報告。 

《委員変更報告》 

 ３号委員 渡辺高弘委員（前任者：白澤実委員） 

 ４号委員 山本祐一郎委員（前任者：原澤正男委員） 

 ４号委員 藤原克朗委員（前任者：古田昌司委員） 

《欠席者報告》 

 １号委員 久保田一男委員、渡邉さとみ委員 

２号委員 眞部一彦委員 

４号委員 山本祐一郎委員、藤原克朗委員 

《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：吉原喜久雄委員 

 

６ 議事 

（１）国民健康保険事業の概要について 

○卜部国保係長 

  資料№1に基づき説明 

【質 疑】 

○委員 

メタボリックシンドロームの調査で、「１日 30 分以上の運動習慣」とある

が、運動習慣と 30 分以上の運動というのは、例えばウォーキング、ジョギ

ングとか何らかで体を動かすことだと思うが、その中にガーデニングや、畑

作りなども含まれるか。 
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○事務局 

 資料６ページの表４に特定健診時の標準的な質問項目の結果集計を載せ

ている。委員が言ったとおり、ここでいう運動はウォーキングとか、健康づ

くりのために体を動かすという意味である。割愛しているが、１時間以上の

家事活動という質問もある。ガーデニングや家事については家の中で体を動

かしているという家事活動の質問に含まれ、それも載せればもう少しわかり

やすかったと思うが、そこもいわゆる体を動かすという意味での１つの指標

になろうかと思う。ここでいう運動はいわゆる健康づくりのためにウォーキ

ングとかをイメージした質問だと理解している。 

○会長 

 「１日 30 分以上の運動習慣あり」というのは経年変化を見る質問項目か

と思うが、今は１日 30 分以上と聞くことが少ない気がする。週に何回以上、

何分以上と聞くことの方が多い。経年変化を見るためにこのような質問をし

ていると理解してよいのか。 

○事務局 

 特定健診の際にする質問は、厚生労働省のガイドラインに定められており、

日本全国同じ質問で調査をするといったものである。「１日 30 分以上とあま

り使わないのでは」と言われるとおり、あまり時間的なことを言わなかった

り、10 分ずつ 3 回に分けていいという先生もいるのは私も承知している。

ただ、ここはあくまでも標準的スタイルというか、国が示しているものをそ

のまま使っている。全国同じフォーマットで調査しているというようなもの

である。 

○事務局 

 「１日 30 分以上の運動習慣」というのは、１日 30 分以上軽く汗をかく運

動を週に２日以上１年以上実施していますか、という問いかけになっている。 

 

 

（２）国民健康保険税の賦課について 

○田村市民税係長・小杉主査 

  資料№2に基づき説明 

 

【質 疑】 
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○委員 

 保険税の収納率ですが、現年度分が 97.6％と前年度同様の数値となって

いるが、この要因として、例えば納めない方については、ほぼ一定で変わら

ないということでこの数字になっているのか、それともいろいろな形で納め

てもらって、努力した結果なのか、わかれば教えてほしい。 

何十年も滞納している方がいるとか、そのような状況はあるのか。 

○事務局 

 滞納者数は全体として毎年減少してきている。収納率としては同率である

が、滞納者数、滞納額については減少しているのが実態である。平成 29 年

度は滞納繰越分にかなり力を入れて取り組んだ。こちらも減少しており、全

体とすれば収納率は上がってきている。 

○委員 

 他の市町村では結構収納率について質問、意見があった。糸魚川市は現在

収納率が高いので、常連というと叱られるが、なかなか納めないみたいなの

があるのかと思い、その辺りの状況を聞かせてもらった。 

 

 

（３）第１期保健事業計画（データヘルス計画）の評価について 

○卜部国保係長 

  資料№３に基づき説明 

 

【質 疑】 

○委員 

特定健診の受診率は目標を達成できていないとのことである。私は早川

地区に住んでいるが、健診の日程が上早川地区と一緒になって一日から午

前中のみになった。朝行った人はものすごく大勢いて、会場に入れないほ

どだったそうで、気分が悪くなった人がいたとも聞いた。 

日程が短縮された理由があれば聞かせてもらいたい。  

○事務局 

下早川地区公民館の会場だと思うが、例年減少している状況で健診機関

の方から半日でできる人数との話があり、半日に変更した。  

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 
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○委員 

それと会場だが、たまたまその日にいけない人もいると思う。保健センタ

ーでも 10 月にやっていて、そこに行ければいいのだが、会場設定について、

もっと高齢者でも近くて気軽に歩いていけるような場所を可能であれば検

討してもらいたい。 

○委員 

早川の方ですよね、特にかかりつけ医はいないですね。特定疾患にはかか

っていませんね。それであれば、先ほど説明のあった、特定健診を受けなか

った場合の診療情報提供書の対象者外になる。 

そうすると、もうひとつは開業医の先生は届け出をしていて、特定健診を

する医療機関がある。それを地元の住民のみなさんにお知らせすれば、日に

ちの限定はなくなる。 

今おっしゃっているのは、行政の方が日を決めてやる集団健診で、そこに

行けなかった場合には、近くのかかりつけの開業医の先生のところに行けば、

同じ内容の健診を受けることができる。それは届け出制であり、医師会でし

ている。早川地区だとしまだ医院あたりになるかと思う。  

そういう情報をもっと知らせたらどうか。確かに一日だけやっていたのを

さらに半日に減らされてしまうと、行きたくても行けない人も出てくるだろ

う。あるいは糸病の健診もある。 

○事務局 

今ほど委員から紹介していただいたが、糸魚川市の特定健診は、各地区公

民館や体育館でやる集団健診と、それ以外に糸魚川総合病院の健診センター

で行う糸病健診が春と秋に６日間ある。これも日が決まっている。それと施

設健診といって市内９か所の医療機関において特定健診を実施している。  

施設健診は市への申し込み制になっていて、申し込みをすると必要書類を

送る。その書類を受け取ったら、健診をしてもらえる主治医の先生と相談し

てよい日を決める。集団健診のようにこの日というのではなくて、みなさん

のご都合のいい日に受けることができる。 

受診のしかたについて、現在も案内に入っているが、必要な方に必要な情

報が届くように受診勧奨の方法を再確認させてもらいたい。 

○委員 

運動教室について目標が設定されており、その中に取り組みやすい環境整

備に努めるとあるが、ＰＲはどのような形で行っているか。合わせて年どの
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くらいの回数で、地区的にはどのような形でやっているか、教えてほしい。 

○事務局 

市が開催する運動教室について、市内の体育館４会場で行っている健康体

運動教室は、週２回通年でやっている。８月だけ１か月休みになる。 

地区運動教室は、各地区公民館や集会場でできる内容で 27 会場あり、様々

な地域に出かけてやっている。和室や小さな会場でできる内容になっていて、

ちょっとした有酸素運動や筋トレ、脳トレの一部も取り入れた形で１時間半

ほどのメニューを週１回通年で実施している。まだ未実施の地区もあり、お

試し体験も開催しながら、通年開催できる地区を探している。全地区を網羅

したいと健康運動指導士が進めている。 

水中運動教室では、クアリゾートのプールと能生のＢ＆Ｇプールを使い、

年３期通年で期間を決めて実施している。これらの教室は市が主催というこ

とでやっている。 

それと健康づくりセンターはぴねすのインストラクターが、遠方でなかな

か参加できない方、主に能生地域で回数が増えていると聞いているが、はぴ

ねすのインストラクターが出向いていき、参加者を対象とした体操教室を行

っている。 

これらのメニューはあくまでも参加型であり、独自で取り組んでいる方が

大半かと思うので、そういった意味では運動習慣が定着したかの確認も必要

になると思う。ここの 1,400 人という数字は、これらの教室の参加者であり、

単発ではなく通年で行っているものである。 

○委員 

 年齢構成はわかるか。行う運動量によっても参加者の年齢が変わってくる

かなと思う。おそらく地区運動教室の方が年齢高いと思うが。 

○事務局 

 健康体教室は比較的年齢は若いが、地区運動教室は少し高くなっている。 

○委員 

 ４ページに「30 分以上の運動を週２回」とある。先ほども説明いただいた

が、やや理解が及ばない。例示をすればどのようなものを運動というのか。 

例えばウォーキングと言っていたが、全国フォーマットで調査していると

いっても地域ごとの状況があると思う。例えば高齢の方がグラウンドゴルフ

を１日おきに２時間位している。また部屋の中でやっている輪投げも運動に

入るか。例示がないと正確な週２回の運動はわかりにくい。私自身も医療機
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関に行くと看護師さんに話を聞いて、これはどうなんだと確認しながら丸を

つける。例示してはいかがか。 

○事務局 

 ここでいう運動とは、有酸素運動を想定していて、汗ばむ程度の早歩きと

か散歩とか、筋トレなど毎日決まった時間にスクワットするとか、そういっ

たものも運動には含まれる。基本的に畑仕事は入れていない。というのは、

使う筋肉も姿勢も限られているので、それを運動とはしていない。  

○委員 

 基本的な境目というのは、発汗を伴う有酸素運動で、筋肉を動かすものと

いったところか。ガーデニングの方がよっぽど運動になるように思うが。 

○委員 

 医療側の立場から言うと、特定疾患で定期的に受診している方への療法と

して、薬物療法もしっかりやっていて、定期的に来られている。後は何をす

るかというと生活指導である。その中には運動療法及び食事療法がある。こ

れは疾患によって全然違ってくる。 

運動療法はその方の日常生活、仕事をしているかしていないか、仕事をし

ていればどのような仕事の内容か、デスクワークなのか体を動かすのか。主

婦の方であれば日常生活だけでも有酸素運動に匹敵するくらい体を動かし

ている方もいる。だから、これは教科書どおりに受け止めなくても良いと思

う。 

家でじっとして寝転がって、テレビばかり見ているのはだめだと、ネガテ

ィブな逆の方向性を示してあげるのも私たちが運動にもっていく一つの方

法である。 

先ほど汗ばむ程度と言ったが、ちゃんとウォーキングウエアを着て、ウォ

ーキングシューズを履いて運動して、有酸素運動に匹敵する程度にウォーキ

ングしている方も夜に見かけるし、軽いジョギングしている方もいる。そう

かと思えば私服で、寒くなってくると厚着で歩いている方などみんな違う。 

１つの指標として特定疾患の生活指導の中の運動療法としてどのように

説明したらよいかというと、それは脈拍である。高血圧症の方はどうかと思

うが、もう家庭に一台自動血圧計の時代で、病院に行って血圧を測って、高

い低いと言っている時代ではない。はっきりいって、病院で血圧を測る必要

はない。日常生活の中でのご自身の血圧を把握してもらうには、家庭血圧測

定が大事。それを朝晩と決められた時間に測って記録用紙に書く、私は血圧



 8 

記録手帳を渡して次回までに測って持ってきてもらう。関心を持って毎日書

いてくださる方と、ポツポツと受診日が近くなると書いてある方といるが、

できる範囲でよい。 

一発勝負の健診で血圧が高いから高血圧症の疑いと診断がついている。

「そのような診断は信用しなくてもいいです。２週間血圧を測ってください、

それからですよ。」と話をする。そのときに血圧と同時に測れるのが脈拍で

ある。同じ血圧でも脈拍数は個人差があり、その方にとっての正常な脈拍数

がどれくらいかだいたいわかるはずである。100を超えていたら頻脈なので、

何かないか循環器の先生にしっかり診てもらわないといけない。あるいは 30

切っていたら心臓が止まらないか心配になるくらいである。 

要は適正な有酸素運動は、ジョギングなりウォーキングなり、行く前の血

圧と脈拍を測り、戻ってきて測る。そのときに血圧は少々上がると思うが、

脈拍が上がっていないと逆にだめである。脈拍が変わっていない程度の運動

は運動ではない。ただ歩いただけ。では、どれだけかという計算式がある。

それは市で指導してもらえばよい。汗ばむ程度というのに並行して言ってい

るのだが、そういうことを評価するなら脈拍である。 

もちろん規則的な脈を打っていないで、歩きすぎて不整脈が出てきたら受

診が必要。規則的な脈拍が普段 60 の人が 100 くらいまで上がっていてもよ

い。100 メートル全速力で走ったら一時的にスポーツ選手でも 200 くらいに

なる。これは私たちが求めている特定疾患の方の運動療法には相当しない。

難しいので、かかりつけ医の方でしっかり確認、指導してもらうことが、ま

ず治療されている方のひとつの方法である。 

問題は、無治療の方で特定疾患にかかっていなくて、健診だけ受けられる

方の普段の運動療法は何かといったら、先ほどおっしゃっていたグラウンド

ゴルフとか、私はお勧めだと思う。全身と頭も使う。特定疾患という範囲を

狭めているからいけない。今は認知症云々という時代なので頭を使うことを

含めた運動療法、そういうことでは輪投げも頭を使う。これを週に３回すれ

ば、１日 30 分の週２回でずいぶんいい運動になると思う。参考程度に。 

 

○委員 

 だそうです。なかなか回答しづらい質問項目なので、今の委員の話はよく

わかったが、血圧計を使うとなると日常的には難しい。そういうことを感覚

的に、例えば輪投げはそれに該当するとか、わかりやすい内容を受ける方に



 9 

周知してもらえるといいかと思う。 

○委員 

 運動という概念でいうと捉えにくい。ややもすると、「30 分以上していな

いからだめか」というとそうではないこともある。みなさんにも教室等を通

じて話してもらうと、やっている人は、自分はこれでいいと思える。 

「30 分以上やらないとだめなんじゃないか」と義務的になって、やらなく

なってしまう気もする。委員が言ったのもそういうことだと思うが、私もそ

ういうような気がする。 

○委員 

 以前は一日１万歩と言われていたが、歩けるわけがない。万歩計が流行っ

た時代のことである。現在、医療関係者の中では７千歩まで下がっている。

それも毎日ではなく週３回である。主婦の方は一日中万歩計をつけていたら、

階段の上り下りなどで案外７千歩になる。 

私はゴルフを１ラウンドしていても７千歩にいかない。なぜならカートに

乗るからである。ゴルフは歩いてやるのとやらないのでは、同じ運動でも全

然違ってくる。 

○委員 

重症化予防に関してお聞きしたい。私たちのところは現役世代の加入者が

ほとんどで、健康な状態で国保に送り届けるつもりでいろいろ取り組んでい

る。 

実は新潟の場合、加入者の健診受診率は、生活習慣病予防健診といってい

るが、全国２位と高いが、要治療と判定された方の受診率は全国で下から３

番目となっている。その後のフォローができていない。いろいろ取り組みを

しているが、なかなか数字が上がっていかない。 

例えば、データヘルス計画の中にそれを取り込んでいて、昨年度から血圧、

血糖、e-GFR の３つでワースト 30 の人にアプローチしているが、なかなか

受診が進んでいかない。血糖でも 200 を超えているような方でも受診してい

ない。 

中には運転手の仕事をしている方もいる。そういう業界にもアプローチし

ているが、糸魚川市の方でも健診で要治療者となった方々へのアプローチな

り特別なやり方があれば、また受診率がわかれば教えてもらいたい。 

○事務局 

 市では県のガイドラインに沿って、細かくこの数値の方は健康相談に呼 
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ぶ、この数値の方は受診を勧めるという風に細かく分けている。県のガイド

ラインをさらに細かくして、それを糸魚川市医師会にも相談させていただき

ながらやっている。抜けがないようにその後のフォローもするようにしてい

る。 

受診していない方については、電話や通知等でご案内しているが、それで

も 100％にはなかなかいかない状況である。 

○委員 

 協会けんぽの加入事業所は８割方が９人以下の事業所で、本人と電話で話

をするとなかなか受診しにくい、仕事を抜けにくいという方も結構いる。そ

ういう事情を事業主や健診担当者に伝えてよいかと聞くと、ほとんどの方が

いいですといってくれるので、担当者なり事業主なりに話をする。 

それから、その結果を何か月後かにレセプトで見ていかないといけないが、

そのようなことをやっている。新潟は協会けんぽの中でも保険料率が低いが、

医療機関に適正受診しているかどうか課題である。必要な方には受診しても

らうようにやっているが、思ったようにはいかないような状況である。  

糸魚川市では細かく分析されて、地域も限定されていて、ある程度顔が見

えたりする状況であるが、協会けんぽは加入者が県内で 83 万人おり、2.8 人

に１人になっている。なかなか対個人ではうまくいかないので、会社にアプ

ローチして広げていく形を取っている。健康な状態で国保にというところで

やっているので、これからも参考にさせてもらいたい。 

○委員 

 関連して、医師会では、小規模事業所に対して健康相談をしている。産業

医のいない 50 人以下の事業所が対象。会社の健診の担当の方が結果を持っ

てきて、私たちが２重チェックをする。結果が出てすぐ相談に来る事業所の

方と、かなり経ってからくる方がいる。データを再チェックして、よく状況

のわかる担当者に、この人は受診していないとか、この人は毎日大酒飲んで

いるとか、具体的な話を聞きながら、これは早く受診した方がいいですよ、

とかアドバイスを個々に行っている。もっと普及していけばよいと思う。週

１回ペースでやっているはずである。 

○委員 

 それは県全体の医師会か。 

○委員 

糸魚川市だけかもしれない。産業保健センターは医師会に設置されていて
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そこが主催していて、新潟県単位でやっている。 

○委員 

 血圧が 200 を超えているような人に受診してくださいという話をして、何

か月後にレセプトがあって、見ると３日後に倒れて入院していたことがあっ

た。もう何日か早ければどうだったかわからないが、そういうことをするこ

とが必要なんじゃないかなと思う。 

保健指導もやっているが、保健指導をするより、要受診者をなんとかしな

いといけないというところである。 

 

７ その他 

今後の予定 

第２回国民健康保険事業の運営に関する協議会  

２月下旬～３月上旬を予定 

 

８ 閉会 

○横澤健康増進課長 

   

 

以上 


