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平成２９年度 南砺市国民健康保険運営協議会・会議録

１．日 時  平成２９年７月２７日（木） 午後２時５７分 

２．場 所  南砺市役所 福野庁舎 ２０１会議室 

３．出席者  被保険者を代表する委員 

         小西 泰子   連合婦人会代表 

         鶴見 祐一   商工会代表 

         田畠 友成   老人クラブ連合会代表 

         宮本 明子   診療所所在地域被保険者 

保険医又は保険薬剤師を代表する委員 

         森田 嘉樹   医師代表（内科系） 

         山本  茂   歯科医師代表 

         渡辺 悦子   薬剤師代表

公益を代表する委員 

         赤池 伸彦   市議会議員 

         石川  弘   市議会議員 

         川口 正城   市議会議員 

         川原 忠史   市議会議員 

当局 市長      田中 幹夫

市民協働部長  吉澤 昇 健康課主幹  河原 洋子

健康課長    叶山 勝之 市民生活課主幹  中村 亨

税務課長    沖田 澄夫 市民生活課副主幹  山田 浩司

市民生活課長  荒木 信人

４．欠席者  保険医又は保険薬剤師を代表する委員 

川口 泉    医師代表（内科系） 

５．次 第 

 １．開会

 ２．会長あいさつ

 ３．市長あいさつ

 ４．会議録署名人の選任について

 ５．議事

 （１）平成２８年度国民健康保険事業特別会計決算状況について 

 （２）平成２８年度国民健康保険事業状況について

 （３）平成２９年度国民健康保険制度の改正点について
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 （４）平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算について

 （５）平成２９年度国民健康保険賦課状況について

 （６）国民健康保険料（税）の状況と基金等保有額の年度推移について

 （７）国民健康保険の県域化について

 （８）特定健康審査・特定保健指導について

 （９）その他

 ６．閉会 

６．審議の経過および内容 

事務局  委員の皆さまには大変ご多用のところ、また、お暑い中、ご出席を賜わりまし

てありがとうございます。

 開会に先立ち、事務局から伝達事項として３点ご連絡を申し上げます。

 １点目は、本日の傍聴について、まちづくり基本条例に基づきまして事前に傍

聴者を募集しておりましたが、応募はありませんでした。なお、報道関係の方の

同席を許可しておりますのでご了承願います。

 ２点目は、委員の出席状況でありますが、川口泉委員から、都合により欠席の

連絡を受けておりますのでご了承願います。

 ３点目は、本日の会議録については、ホームページや情報公開コーナーで公開

することになっておりますのでご承知願います。

 本日の出席委員数は、定数１２名中１１名であります。南砺市国民健康保険運

営協議会規則第４条の規定により、委員定数の半数以上の出席を得ておりますの

で、本協議会は成立いたします。

 それでは、ただ今より平成２９年度南砺市国民健康保険運営協議会を開会いた

します。初めに、赤池会長より開会のご挨拶をお願いいたします。

会長  皆さま、こんにちは。本日は国民健康保険運営協議会を開催しましたところ、沢

山の方にご出席を賜りました。まだまだ暑い日が続いております。今日から福光

では、ねつおくりが始まりますけれど、熱を送れるようなことになってくれたら

いいなと思います。それでは健康管理に十分ご留意されて、お過ごしいただきた

いと思います。

事務局  ありがとうございました。続きまして、田中市長よりご挨拶申し上げます。

市長  委員の皆様方には、何かとお忙しい中お集まりいただきまして、第１回南砺市国保運営

協議会にご出席いただき、誠に有難うございます。日頃から市の国保事業の運営にご尽力、

ご理解を賜り、重ねて御礼申し上げます。 

 数年来、議論をしております国保の制度の変化につきまして、平成３０年４月から変わ

るということになります。これは、県が新たに国保の保険者になるということでございま

して、新制度では県が財政運営の責任主体となるということ、また市町村ごとに国保事業

費納付金を決定し、保険給付に必要な費用を市町村に対して交付金として県が全額支払う

流れになります。 

 では、市としてはどういうことをやるのかということでございますが、市町村は被保険
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者証の発行などの資格管理、保険税の賦課・徴収、保健事業などの身近な窓口業務を引続

き担うことになります。 

 健全化するということでございますので、大きな国全体の制度の変わり目ということに

なります。今年が来年度に向けての準備、そしていろいろな調整事項を進めさせていただ

いておりますけれども、県とともに市町村が一緒になって取り組んでいかなければならな

いということでございます。 

 平成２８年度決算につきましては、歳出決算額は５９億９百万円、歳入決算額は６１億

７千８百万円となりました。歳入歳出差引は、平成２７年度決算と比較すると、７千５百

万円多い２億６千９百万円となりました。この大きな要因としましては、歳入において、

税率の引き下げにより国保税が前年度より２億３百万円減少しましたが、歳出において、

保険給付費が１億９千７百万円、財政調整基金積立金が３億３千４百万円、それぞれ前年

度より減少したことが影響しているものでございます。 

 次に平成２９年度当初予算につきましては、前回ご審議いただきましたとおり、総額６

１億５千２百万円を計上しています。前年度の歳出決算額と比較しますと４.１％の増加と

なりましたが、これは保険給付費が前年度より１億８千７百万円多くなったことが影響し

ています。 

 一方、本年度の国保税の調定額は７月１日現在の本算定時で１０億２千８百万円となり、

前年度の算定と比べ４.３％減少していますが、被保険者１人当たりの調定額では１.２％

増加しました。 

 引き続き、医療費の適正化と健全な国保財政運営に努めていきたいと考えていますので、

本日の議事につきまして、慎重にご審議をお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。

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。市長は次の予定がございますので、ここで退席とさ

せていただきます。

（市長退席）

 それでは、ここで事務局の職員を紹介させていただきます。

 前の方から、健康課の叶山課長、その隣が市民協働部の吉澤部長、税務課の沖

田課長でございます。後ろの方が、市民生活課の中村主幹、同じく山田副主幹、

健康課の河原主幹でございます。申し遅れましたけれども、私は市民生活課長の

荒木と申します。よろしくお願いいたします。

 これ以降につきましては、赤池会長の方で議事進行をお願いしたいと思います。

会長  それでは、次第の４番目、会議録署名人の選任についてですけれども、被保険者を代表

する委員の方から宮本明子さん、公益を代表する委員の方から川原忠史さんの両名にお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、５番目の議事に入りたいと思います。案件が沢山ありますので、進行にご協

力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは１号議案「平成２８年度国民健康保険事業特別会計決算状況について」と２号

議案「平成２８年度国民健康保険事業状況について」は関連がありますので、一括して事
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務局から説明願います。 

事務局  会議資料２頁から５頁を説明 

会長  はい、ありがとうございました。 

 ただ今説明のありました１号議案ならびに２号議案について、忌憚のないご意見

をいただきたいと思います。 

委員  決算の歳出について、先ほど説明された２番目の保険給付費の一般被保険者分が、予算

との比較で１億２千８百万円の減と大変大きな差が出たわけですけれども、先ほどの見込

額の減についてはそれでよかったのだと思うのですけれども、３月補正が終わった段階か

ら更に１億２千８百万円減ったということで、毎年３月の１ヶ月だけでこれくらいの差が

出るのが当たり前なのか、あるいは他の要因があったものなのか、何か確認できたりして

いるのですか。

事務局  ３月補正は毎年１月の段階で予算を立てているのですけれど、その時点ですと１２ヶ月

のうち８ヶ月分しか医療給付費が確定していません。残りの４ヶ月分は見込額で補正予算

を算出しています。一般被保険者の療養給付費なのですけれど、月によって４千万円くら

いの差で増減することがあります。後で財源不足になる恐れもあり、少し余裕を見て予算

を立てていることがありまして、どうしても４千万円の振れ幅がある中の４ヶ月分なので、

医療費が伸びた場合はこんなには残らないのですけれど、予想以上に最後の４ヶ月が伸び

なかった場合は大きく残ってしまうことがありまして、その辺が難しいところです。

会長  他にございませんか。 

 １号議案、２号議案について、ご意見が無いようでしたら次に移らせていただいてよろ

しいでしょうか。 

 それでは次に、３号議案「平成２９年度国民健康保険制度の改正点について」、４号議案

「平成２９年度国民健康保険特別会計予算について」、５号議案「平成２９年度国民健康保

険税賦課状況について」、それから６号議案「国民健康保険料（税）の状況と基金等保有額

の年度推移について」、この４点を一括して説明いただきたいと思います。 

事務局  会議資料６頁から１３頁を説明

会長  はい、ありがとうございました。 

 ３号議案から６号議案までは関連がありましたので、一括してご説明いただきました。

委員の皆さんから忌憚のないご意見をいただきたいと思います。ご意見ございませんか。

 無いようでしたら、次に進ませていただいてもよろしいでしょうか。 

 それでは次に７号議案「国民健康保険の県域化について」の説明をお願いいたします。

事務局  会議資料１４頁から１６頁を説明

会長  ありがとうございます。国から提示を受けたものがスケジュールとして示されました。
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国保の運営方針について、各委員から忌憚のないご意見をいただきたいと思います。

委員  １６ページの国保運営方針の位置付けについて、主な記載事項の２番目の標準的な保険

料の算定方式、市町村規模の標準的な収納率と書いてあるのですけれど、この標準的な収

納率というのは、例えば１２頁の表に反映されたりするのでしょうか。収納率が南砺市は

９７％あったのですが、他の市町村の状況はどういう感じか分かりますか。 

事務局  市町村規模別の標準的な収納率というのは、今のところ市町村ごとというより、例えば

被保険者数が３千人までとか、５万人までとか、そういう大きな括りでの標準の収納率を

設定していくということになりまして、それは各市町村の規模別の過去３ヶ年の収納率を

平均したものを設定しまして、それをある程度数値目標化して、それよりも何％向上する

ことを目標に、皆さんやっていこうというような記載方法になると聞いております。

委員  南砺市の収納率は非常にいいのですよね。

事務局  現年度分で９７．５％を超えておりますので、県下でも高い方だと思います。

委員  大体、平均でそのようなものなのですか。

事務局  自治体の規模が大きくなると収納率は低くなる傾向がありまして、手元に平成２７年度

の収納率の資料を持っているのですけれど、２７年度ですと、富山市で９３．３９％、高

岡市で９３．２９％ということで、どうしても大きな市になると、減少傾向にあります。

他の市と比較しますと、射水市でも９５．７％ということで、南砺市より２％くらい低く

なっております。近隣の砺波市で９６．３％、小矢部市で９６．９３％ということで、同

規模の市町村と比較しても、やはり南砺市の収納率は高いという傾向が見られます。

会長  県内に１５市町村ありますが、町村でも小さいところは高いということですか。

事務局  はい、例えば町ですと、朝日町で９７．２３％、立山町で９５．７４％でして、舟橋村

が９８．２４％と一番高く、やはり行政規模が小さい方が収納率は高く、都市部になれば

収納率は低くなるという傾向が見られます。

会長  富山市みたいな大きなところでも９３％ということで、思っていたより高い気がします。

委員  人数にしたら、どれぐらいになりますか。

事務局  富山市で被保険者数が８万４千人くらいですので、納めていない人は何千人といること

になります。

委員  予測として、南砺市がプラスの状況だと、片方はマイナスの状況になると感じている。

今のところ、南砺市はプラスの状況でいける。でも保険料が安くなるわけではないですね。
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事務局  私からお答えします。県域化されますと、まず県の方から南砺市に保険料として集める

部分をいくら納めてくださいという標準的な部分の請求をします。支払うためには当然、

国保税の税率を決めなければいけないです。県の方で標準的なものを決めますけれど、実

際に確定させるのは市の条例ですので、南砺市の場合、基金の部分まで県に納めなければ

ならないことはないので、その分は保留させてもらう。ですので、仮に南砺市の医療費が

余計にかかって請求が大きくなったとしても、税率を今の状況である程度、何年間保てる

ということであれば、直ちに税率を上げる必要はないと思っています。そういった意味で

平成３０年度については国保税を上げなくてもよいと思っています。 

 平成２８年度に税率を改正して下げておりますけれど、平成２７年度から２８年度と医

療費が上がっていったと思うのですけれど、その分が２８年から２９年度について、ほと

んど伸びがなかった。伸びがある前提で試算した結果として今の税率改正をしております

ので、その分で少し余裕が出てきたということで、尚更、そういった意味でも３０年度は

触らなくてもいいかなという思いをしているところです。 

 ですので、あくまで県の方は県として全体の国保運営のためにどれだけの医療費か想定

する、南砺市も砺波市も富山市も含めていくらほどかかるか、それを踏まえて市町村に納

付金をどれだけ請求しなければいけないかということを、市町村ごとにある程度計算して

納付金を決めてくるということで、一応、その辺は若干のフレキシブルさが出てくるかと

思っていただければいいかと思います。

委員  ということは、決算報告は市町村ごとに毎年続くということですか。 

事務局  国保会計が市町村の特別会計から無くなることはございませんので、当然のことながら

決算はさせていただかないといけません。県から通知してくる納付金、標準的な税率は、

参考にさせていただいて、ある程度余裕が無くなる前段階で、税率について上下するとい

うことを考えさせていただいて、改めてその折りにご相談させていただくことになろうか

と思います。

委員  今のところ、以前に下げているので、これ以上下げる必要も上げる必要もないし、同じ

税率ですよね。

事務局  １３頁の資金残高の表を先ほどご覧いただいたかと思いますけれども、平成２３年度、

２４年度で基金が全く無くなり、繰越金だけしか挙がっていません。それが今、２７年度

で一番上まで上がってきているということで、基金がある前提で下げていって、県域化す

る時には必要最低限の部分だけ残しましょうという形にしたと聞いておりますので、そう

捉えているということです。

会長  他にございませんか。無いようでしたら次に進めさせていただきます。 

 それでは、８号議案「特定健康診査・特定保健指導について」の説明をお願いします。

事務局  会議資料１７頁から１８頁を説明

会長  ありがとうございました。今説明しました特定健康診査・特定保健指導について、ご意

見をいただきたいと思います。
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委員  ４０代、５０代の働き盛りということですが、会社員の方は会社へ働きかける

とか、そういうことは何かなさっておられるのでしょうか。それとも、国保だと

そこまではできないのでしょうか。

事務局  健診は医療保険者ごととなっておりますので、会社員の方ですと協会けんぽや

健保組合で健診を実施することになっておりますので、国保の対象者とは違って

くることになります。

会長  他にございませんか。

委員  ４０歳から６０歳までの働き盛りの受診率はここ数年変わらないですね。こんなものか

という気もするのですけれど、どういう理由で低いと考えておられますか。 

事務局  市で実際に把握している部分でこれだけになるのですが、先ほど申し上げましたように、

今年度から新規に取り組んでいる、同様の検査をしていて市の健診を受けていない方です

とか、他で受けている場合が考えられますので、例えば５５歳から５９歳までの受診率が、

男性では４５．７％ですが、残り５４．３％の方が全く健診を受けていないとは言えない

と思います。受診率が低いことは間違いないと思いますが、仕事の関係で受けに行く機会

や時間が無いという方ですとか、若い時分は健康に対する意識がどうしても低く、病気に

なってから初めて気づくということで、自分では健康であるという意識がどうしてもある

のではないか、そういう意識の改革をどうやっていくかが、受診率を伸ばすための一番大

事な対策になると思います。

委員  高齢者ではない４０歳から６０歳までの受診率は、他の市町村でも大体こういう感じな

のか、それとももっと低いのですか。 

事務局  年代別の受診状況は持ち合わせておりませんが、傾向としてはどの市町村も、年齢が進

むほど高く、若い方は低いと考えております。 

 全体的な数値を出しますと、南砺市は６３．１％で、砺波市も最近は南砺市に次ぐ２番

目でして、６０％を超えているのは南砺市と砺波市だけですので、他は県平均のとおり、

まだまだ低いということであります。傾向として若い年代はどこも低いと考えております。

委員  病院で受診して検査を受けている方が、必ずしも返事をしていない場合が結構あると思

うのですが、同じような検査を受けているから健診を受けないという方は結構いると思う

ので、把握の仕方を工夫したら、もっと増えるのではないかと思うのです。

事務局  医療機関に診療情報を提供いただく取り組みにつきましては、医師会のご協力をいただ

き、こちらから説明させていただいて、もしそういう方がいらっしゃったら、ご本人の同

意を取っていただいたうえで提供いただくという流れをお願いしておりますので、そこか

ら挙がってくる方の人数も期待しております。 
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委員  それもそうですが、本人の問題なので意識改革を図ることの方が大事だと思うので、そ

ういうものをＰＲした方が、受けていない人はやはり受けなければいけないと意識改革が

図られるのではないかと思うのです。

 糖尿病が非常に多いとおっしゃいましたが、血糖値が高い方の多いことがこの地域の大

きな特徴だと思うのです。県が行っているガン対策に血糖値が全然関係ないのか、私では

分かりかねますが、そういうものも危惧されますし、節目健診なども受けていただいたら

と思います。ガンの方がどうして分かったのかと言うと、健診で分かった方が結構いらっ

しゃるのです。だから、健診が大事ではないかと、本当にひどくなってしまってからでは

いくら医療費をかけてもどうにもならないし、働き盛りの人を失うことにもなるし、世の

中治らないガンもありますが、中には治せるものもありますから、そこを少しでも意識を

持ってもらいたいと思います。 

会長  確かに健診で見つけられるものと見つけにくいものがあると思うのですけれど、課長も

言われましたが、最近は若い内だから、時間が無いから自分は問題ない、という思いの人

が多いからだと思うのですけれど、でも若い内に早めに健診を受けられて、早期発見とい

うことに繋がっていけばよいと思うので、そういうところは１％でも２％でも伸ばせるよ

うになればよいかと思います。

委員  今、思い出しました特定健診とは関係ない歯科健診の話ですが、結局、歯科でも一般の

特定健診でも考えなければいけないことは漏れた人をどうするかでしょう。ピンポイント

に相手に接触できるかどうか考えたら、歯科の場合、保健センターから案内があって受診

をされて、それを医療機関へ来られて健診を受けたという報告を出して、なおかつ、それ

をもって医療機関に実際に受診されて治療された場合、そこでも出すという方法を昨年、

一昨年とやっておられたのですけれど、僕らのサイドとしては、どこへ行ったかまでは全

然分からないし、やり方としてはおかしくないかということで、一回ゼロにしたのです。

 それで、一つの考えは、受診したら報告が行きますから、その人が受診して、

話をして、ちゃんと健診を受けたことは分かります。実際に健診後に医療機関を

受診したかどうか、或いはその中に、今治療中ですという内容を、本人が自覚を

持って○×を付けて、行政に返せられるかというのは、基本的にお金がかかる話

でしょうけれど、そうすれば結構知らない内に把握できると思うのです。実際に

健診に行ってなくても、今どこどこに受診して治療中ですと答える項目があれば、

○一つ付けるだけでこの人は管理されているなと分かるわけです。そこから漏れ

た人間というのは、やはり健診票を出した側からすると、明らかに誰が抜けてい

るか分かるわけですから、そこをピンポイントに接触した方が、一つのやり方と

して、より効果的ではないかと勝手に思っているわけです。

 受診率が高いことはもちろん良いことですけれど、問題は漏れた人が自己管理のもとに

生活しているかどうか、もしそうじゃないとすると、やはり最終的には本人が管理できな

い人はお金を使わなければいけないということも変わりますから、送る資料や文書の中に

現状を書き出す、実際に健診を受けましたという報告をあえてさせるとか、何か１枚入っ

ていれば、その分やりとりがありますから、お金はかかると思うのですが、何かそれに近

い方法を取った方が、より現実的に上がると思います。医療機関に返すとしても、来られ
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ない人に対して返す術も無いし、ましてやその人が他で治療しているかもしれないので、

その点も歯科医院の人間としては分かるわけがない。ただ、歯医者であろうがどこであろ

うが接触できれば、その分のリスクも回避されるからと思うのです。 

事務局  特定健診に歯科健診のやり方というか、未受診者に対する方法というか、そういうこと

を組み込めるかというのは、また考えさせていただきたいと思います。おっしゃるように

ピンポイントで返ってこれば良いと思います。 

委員  理想だと思います。

事務局  ありがとうございます。 

会長  １８頁の保健指導の実施状況ですが、平成２１年度から２３年度までは下がってきて、

２４年度、２５年度と急に上がったのは、何かハッパをかけたところがあったのですか。

事務局  一番大きな要因はマンパワーが不足していた点でした。対象者が分かっていても対応し

きれない状況でありましたが、保健指導を行う保健師の人員を増やす対応をすることで、

その分こなしていけたということだと思っておりますし、他には、実際に保健指導の対象

になる方に対して、特定健診の結果を郵送するのではなく、直接来ていただいて渡して指

導につなげる取り組みを行ったとか、いろいろこれまでの経験をふまえて、少しずつ改善

していった結果だと思っております。 

会長  大変でしょうけど、実際に顔を見なければいけないということですね。

事務局  そうですね。やはり生活習慣病が将来的にいろいろなガンの要因になってきます。初期

の段階で対応することによって疾病の重症化を予防することになりますので、特定健診が

非常に重要だと認識しております。引き続きＰＲしていきたいと思います。 

会長  他にございませんか。

委員  指導の実施状況と受診率の分母は何ですか。

事務局  特定健診の受診率の分母は４０歳以上から７４歳までの国保加入者です。 

 まず特定健診の受診をしていただくことで受診率がありまして、その中で特定保健指導

が必要な方が分かりますので、その方が保健指導の分母になります。そのうち実際に指導

結びついた方が分子になって指導率が出てきます。 

委員  先ほどあったように、マンパワー不足によって指導が必要な方が増えているのですけれ

ど、受診の方は必ずしも指導した％よりも高くないのはなぜでしょうか。

事務局  １７頁の上の方の１番の表ですね。この年度別の一番下に平成２７年度の欄があります。

受診率が６３．１％となっています。これは分母９，１８４人が国保の４０歳以上７５歳



10 

未満の人数で、その中で特定健診を受けられた方が５，７９６人いるということで、受診

率になります。この５，７９６人の中で保健指導が必要な方が１８頁の真ん中の表の一番

下の平成２７年度の欄の７４２人です。その中で実際に保健指導を受けていただいて、終

了した方が４９５人いたということで、６６．７％となっています。 

会長  他にございませんか。無いようでありますので次に進みたいと思います。それでは９番

目の「その他」に移ります。事務局から説明願います。

事務局  参考資料を説明 

会長  ありがとうございます。 

 もともと算定方法が違っていたということでありますので、そんなに責任をということ

でもないかと思います。 

 他に委員の方から、この際でありますので何かご意見ございますか。 

 無いようでありますので、本日の議案についての説明と質疑は全て終了いたし

ました。 

 議案について、協議会として原案のとおり承認するということで、ご異議あり

ませんか。 

全委員  （異議無し）

会長  委員全員が異議無しということで、原案のとおり承認することに決定させてい

ただきます。

 長時間にわたり本当に沢山のご意見をいただきました。今後の県域化に向けて

前向きな、貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。

事務局  赤池会長には、議事の進行につきまして、ありがとうございました。

 それでは、最後に、吉澤市民協働部長から、閉会の挨拶を申し上げます。

部長  皆さま本当にありがとうございました。 

 ８つ出させていただきました議案に関しまして、全て承認いただきました。本当にあり

がとうございます。 

 審議の中で、受診率の向上等について、貴重なご提言をいただきました。内部でしっか

りと検討させていただいて、より成果が上がるように考えさせていただければと思ってい

るところでございます。 

 また、平成３０年度からの国保の県域化についても、本当に市長の方からもございまし

たように、今後、県との連絡会議でもしっかり調整させていただいて、保険者としてぬか

りのない対応をさせていただきたいと思っております。

 最後にございました国保の保険税の軽減判定誤り、それに伴う過大過小徴収につきまし

ても、今ほど申し上げましたように、当然保険者としての信頼を損なう部分があるかと思

っております。原因がシステムの不具合ということでございまして、本来そこまでしっか
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りと対応しなければいけないということは当然でございます。システム開発業者とも今後

しっかりと調整しまして、対応させていただきますので、その点につきましてもよろしく

お願いいたしたいと思います。 

 いずれにいたしましても、平成２９年度最初の協議会でございます。今ほど申し上げま

したことにつきましても、保険者として適切な対応をとらせていただきますので、今後と

もよろしくお願いいたしたいと思います。 

 本日は誠にありがとうございました。 

事務局  以上をもちまして、平成２９年度南砺市国民健康保険運営協議会を終了させていただき

ます。どうもありがとうございました。

閉会（午後４時３４分）


