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平成 29 ฅฅ 第１回 ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ 議事録 

○ 日 時ฏฅȆ 29ฅ９月 22 日（༂） 午後１ฏ30�３ฏ52 

○ 場 所ฏขĉ܇庁 議会棟 401 号会議室 

○ 出席委員ฏ【公益を代表する委員】 

 Ԇ̆༏	ଅ؆༏༂༂ଅఆ༂༄അ༂ଅഇఆଅ̅ࠅ

宮﨑紀枝（学校法人佐久学園佐久大学看護学部教授） 

༂ค܅༅༏ขĉ܇༅ଈ༂༄༏ 

【被保険者を代表する委員】 

 ԅ̅ଈ༄अЅ༏	༄܆༆�༏̅ଇ༈ࠅ

̅ఆ؆༂༏༂Ȉइఆ༂ขĉ܇༈आ༄ଈฅਈଅଈअЅ༏ 

【保険医又は保険薬剤師を代表する委員】 

༂ฆइЅ༏༂Ȉइఆ༂ขĉ܇ขइ̅ฅ༄ฅȅЇค༏ 

Ԉ༆ࠈ༂༏༂Ȉइఆ༂ขĉ܇ȅ༄ข༏ 

【被用者保険等保険者を代表する委員】 

Ԉงఈ༏ԇ༄ഈ༄༂ഇЅ�ฅ༄؉ഇЅฅȅЇค༏ 

ค̅؆༏ą�ฅ༄؉̅༄ขĉ༂	༂	ข༏ 

（欠席委員）【被保険者を代表する委員】 

小松はま江（ขĉ܇ԅ༂༄	Ѕ༄༂�		Ѕ༄Їค） 

【保険医又は保険薬剤師を代表する委員】 

Ȉ܆	（༂Ȉइఆ༂ขĉ̅܇ฅ༄ฅȅЇค） 

○ 会議事項 

１ 説明事項 

(1) ข�ฅ༄؉ȅฅ�̇ȇについて 

ア. ขĉ܇ฅԇ܆༄�̇ȇ���� 

イ. 国保の財源構成について 

(2) ข�ฅ༄؉ȅฅԆ༂�आईについて 

(3) 県と市町村の協議経過について 

２ 協議事項 

(1) ഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆについて 

ア. ഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ�คഇ����� 

イ. 本県の算定上の協議結果について 
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ウ. 公費の拡充分の活用について 

エ. 激変緩和措置について 

オ. 第３回試算結果について 

(2) ข�ฅ༄؉	ԅ༂ĉ༏ࠆ༏���� 

ア. 主な内容について 

カ. ąฅԇ܆�ଅ��Ć༂�̅ഇ܆���� 

(3) 今後のスケジュールについて 

○ 開会 

 （༄ࠈਈข܆܆）

ただ今から、ขĉ܇ข�ฅ保険運営協議会を開催します。 

皆様のお手元に、当協議会委員の委嘱状を配付してありますので、ご確認をお願いしま

す。 

任期については、まず本日から平成 30ฅ༏༂ 31 日までとさせて頂き、引き続き４月１

日から平成 33ฅ༏༂ 31༂���༏ฅԉ�委員にご就任頂く予定としております。ご都合

により任期途中で退任される場合もあるかもしれませんが�ข܆�ԉ��అค�ございま

すがが、よろしくお願いします。 

それではԉ༄�����ขĉ܇�ฅइइ	ขの山本よりご挨拶申し上げます。 

○ あいさつ 

（༂܆	ข） 

本日は、ご多忙の�����ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄���ąฅ�頂き、誠にあり

がとうございます。 

؇आ���༂܇��ࠉ��ฅइइ༂Ԇ��Їई��̅༂�ఈࠅ���������て厚

く御礼申し上げます。 

ข�ฅ༄؉ȅฅ��ข؇༄؉ࠆ�ฅ܉���ฅ�ĉई�̅؇༄؉ȅฅ����ข

が安心して暮らすための社会保障のセーフティネットという観点でも、大きな支えとなる

༂ค�ȅฅ����おります。 

このような中、市町村国保財政の安定化を図ることを目的に、平成 30 ฅฅ��༄ఈ

Ԇ�		ฅ̅܇༄̅܇���ฅԇ܆�ą�༄؉����༄ȅฅԆ༂�༂��ます。 

��༄ȅฅ�अ���คฅ�༂Ԇ༂�と併せ��ข�ฅ༄؉ఆ�ईଅ����		

府県にも運営協議会を設置することとされました。これを受けまして、各種団体に運営協

議会委員推薦につきご推薦を依頼させていただいたところ、皆様に༅��Ȇਈࠉ����

て、心より申し上げます。 

この運営協議会におきましては�คȈ�༄ȅฅԆ༂�༄�「国保運営方針等の重要事
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項」をご審議頂くことになっております。 

県としましては�ȅฅइ༂������༏ଇ༂�ȅ�ましたが、市町村の皆さまからご

Ć༂�����̅༂�༅����ąฆ�ȅฅइ༂�ąฅ���ฆ��	��������

ございます。 

こうした状況を踏まえまして、是非とも皆さま��������༂場で考える、新たな

ขĉ�܇ข�ฅ༄؉	ԅ�あり方につきまして�༅Ć����Ć༂ࠉ�Ȇ������

ております。 

限られた時間ではございますが�؇आ��̅༂�頂き、実り多い会議となりますようお

願いしまして、ご挨拶とさせて頂きます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○ 委員紹介 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

続きまして、本日ご出席の委員をご紹介いたします。 

（出席者名簿に従い、順次委員を紹介） 

なお、都合により�ขĉ܇ԅ༂༄	Ѕ༄༂�		Ѕ༄�小松はま江委員及びขĉ̅܇ฅ

会のȈ܆	अЅからはご欠席との連絡を頂いておりますので、ご報告申し上げます。 

○ 事務局紹介 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

次に、事務局職員を紹介します。 

༏Ԉคąଅข 自己紹介並びにЅఇ�ਈ༈�ข�ฅ༄؉ଅ職員を紹介） 

○ ఈԆࠇਈ 

 （ਈข補佐܆܆）

ここで、܆༂�ఈԆࠇ�ਈ���頂きます。 

�ЅఈԆਈ�ค�� 

以上でございます。ค༂ଇございましたら、お申し出ください。 

○ 定足数報告 

 （༄ࠈਈข܆܆）

本日の協議会は、委員数 11 名に対しまして、出席者９名で過半数のご出席を頂いてお

りますので、�ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ਈ༇ईഇ�ଇ༏܆�ईଅ����༄ଈ�Ȇ༂

しておりますことをご報告申し上げます。 

○ ༄ข̅�༄ขค༂�	ą 
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 （༄ࠈਈข܆܆）

それでは議事に入りますȅ����༄ข̅�༄ขคЇ�	ąࠉ������と思います。 

༄ข̅�༄ขค༂�	ą�つきましては��ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ਈ༇ईഇ�ଇ

４条の規定により、委員の選挙によることとなっておりますが、如何いたしましょうか。 

（大滝委員） 

�ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ਈ༇ईഇ�ଇ༏܆�ईଅ���༄ข̅�༄ขค༂を公

益代表委員から選出することとなっており、増原宏明委員におかれましては、ご専門が医

؇ഇฆଅ��̅؇༄؉�ԉ��༂܇�༂��̆����ますので、是非とも、増原先生に

༄ขࠉ������と思います。 

また、大井基弘委員におかれまして��༅ଈ༂���คค܆ఆ༅���������ฅ

ฅ�ฆĉ���ഇਉ܇�ଈ��̆������おりますので、؆܉��༄ขค༂ࠉ���

したいと思います。 

（松本補佐） 

����༂ฆअЅ̅ࠅ���ଅ؆अЅ�༄ข��大井基弘अЅ�༄ขค༂���ご推薦

がございましたが、皆さまいかがでしょうか。 

［ԇଈ��］ 

（松本補佐） 

 。����と思いますࠉ��ଅ؆अЅ�༄ข��大井基弘अЅ�༄ขค༂̅ࠅ�����

 。�しますࠉ��अЅ�༄ขฅ̅ࠅ

༏̅ࠅ༄ข ༄ขฅ�इȅ༏ 

（松本補佐） 

༄ข��ご挨拶をお願いいたします。 

 （༄ข̅ࠅ）

ただいま、ご推薦頂き�༄ข�	ค��ました増原宏明でございます。 

༅༂��ございますが、委員各位のご̅༂�頂き�ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄༄ข

の務めを果たしてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

���༂༉̅�̅؇�༂ฅ̅ଇ�ई�̅؇ఈ�ฅࠅ�ȅ��ฅԇ܆༄�ఈԆ�	༈

��คȈฅԇ܆༄ఈԆ�		ฅ̅܇༄̅�������༄ȅฅԉअคฅ�༂Ԇ༂�༂

われます。 

こうした状況の中で、各委員におかれてはఈଅ܇�ଈ�ഇਉ�����आ��ईฅ��

総合的に、また、深く掘り下げて審議することが、当協議会に課せられた任務であると考



 

- 5 - 

えております。 

คฅฅ����༂Ԇ༂�ฆ����ĉई�ฅ�༅���おります。委員の皆さまにはぜ

ひ積極的にご発言頂き、Ԇȅฅ����国保運営のあり方について、ご審議を深めて頂き

たいと存じます。 

最後に、委員各位におかれてましては、当協議会の運営に格別のご̅༂�頂くことを重

ねてお願い申し上げ、簡単ではございますが、ご挨拶とさせて頂きます。 

（松本補佐） 

それでは、早速協議をお願いします。 

まず初めに確認でございますが、本日の会議の状況につきましては、公表されることと

なります���ค�คȆの程お願いいたします。 

本日の議題につきましては、協議事項といたしまして、「ข�ฅ༄؉คआఈ納付༂̅�

ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆについて」と、「ขĉ܇ข健康保険運営方針（案）について」の

諮問案件２件と、「ข�ฅ༄؉�̇ȇ」「༄ȅฅ改革の概要」等について説明をさせて

頂きます。 

ଈข�つきましては��ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ਈ༇ईഇ�ଇ༏܆�ईଅ����

༄ข�ȅ��������おります̅ࠅ���༄ข�ଈค�	༂ࠉ���いたします。 

 （༄ข̅ࠅ）

そ����इ�ଈข�ȅ����頂きます�अЅ�؇आ��̅༂ࠉ���いたします。 

○ 議事録署名人の指名 

 （༄ข̅ࠅ）

まず初めに、本日の議事録署名委員を指名します。 

本日出席の方の中から名簿の順で、宮崎紀枝委員と大井基弘委員にお願いしたいと思い

ます。 

○ 諮問 

 （༄ข̅ࠅ）

それでは、ただ今から協議に入ります。 

���ขĉ܇܇ค̅܆��ଈ༄�ਈԅ�ございます。 

（༂܆	ข） 

ขĉ܇܇ค��ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄�ଅ������ԇ�ค�る２件につい

て諮問いたします。 

１件目が「ഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆ������༏ค؇��ข�ฅ༄؉運営
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方針（案）について」、以上でございます。ご協議の程よろしくお願い申し上げます。 

（諮問文書の手交、事務局が写しを各委員に配付） 

 （༄ข̅ࠅ）

ただいま諮問を２件頂きました。お手元にお配りしたものがその写しでございます。 

ଈ�������̅�ࠉԅ�ԉ��ĉई�ค	��ข�ฅ༄؉คआ܇ค��ขĉ܆

ข�ฅ༄؉ఆଇ  。�ईଅ����༅̅ଈ༄�Ć༂����������す܆11

○ 会議事項 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

それでは次第によりまして、会議を進めさせて頂きます。 

本日の会議の進め方につきましては、まず、会議事項の「１ 説明事項」を事務局よりご

説明頂きます。 

その後、「２ 協議事項」について、皆様に協議をお願いしたいと思います。 

１ 説明事項 

(1) ข�ฅ༄؉ȅฅ�現状について 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

最初に、会議事項の「１ （１）ข�ฅ༄؉ȅฅ�̇ȇについて」事務局から説明をお

願いします。 

（Ԉคąଅข） 

会議事項「１ 説明事項 ༏༏༏ข�ฅ༄؉ȅฅ�̇ȇ������� 

会議事項「２ 協議事項 ༏༏༏ഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆ�����までを 

�ఈԆ༏����ఈԆ 10」までにより説明 

２ 協議事項 

(１) ഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆについて 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

それでは協議に入りたいと思います。 

以上の説明を受けまして、ごఈԅ����Ć༂等を頂ければと思います。 

どなたかございますでしょうか。 

［Ć༂ଇなし］ 
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 （༄ข̅ࠅ）

話しがかなり難しいのですが、簡単に言う�̅༂ȅ̅�܇�؇ఈ�Ȇȅ�せざるをえな

い状況にあるのですが、もちろん༅ई�̅؇���ん�༂�ฆ���と思います。ただ、

ć̆�ࠈ�������༅��ఈฅ�Ԇ༂����คࠉ��༅��������؆�ਈ༄

します、というようにȅ༂�ଅ����ਇฅਈ༄������������������

ブを与える。そういった背景がありまして����̇ଅԅࠉ���༄؉Ԇ�ค�����

があれば、下がるところもある。今まで追加的に�������༂��ค༂��༂��と

ころがございまして、܇����ข�؇����༂��ఈȆ���̅�����というこ

とで、��������จ����ଈਈࠉ���������ます。何かございますでし

ょうか。 

（上原委員） 

非常に؉���Їई����んですが、ఈԆ༏�����༏�ฅԇ܆ȅਆฆ༄؉Ԇ̇ଇ

ଅ�ആ�༏����༏���ります����ค�Ђഇค༂ࠉ༏d）があって、減算項目は国

���Ȇ�คค༂に関しては当然減算して、加算のところで保健事業他、これに関しては

加算するという考え方なんです��ฆଇ����������ฅԇ܆�ค���ȅ༂��

るとか、あるいはそのビジョンによって発生するものですが、加算の部分はいわゆる保険

サービスにあたる部分ですよね。この部分の地域差はないのですか。これがあるとすると、

要するに�༄��ここの部分で༅ฅ�༂ฆ���༄؉Ԇ�ค�����Ԇଇ�༂����

いるところはより一層下がる、なおかつそこに加算するということになると、市町村間の

差がさらに広がるのではないかという気がするんですが、如何でしょうか。私の捉えてい

るイメージとここに書いてあるのが違うのかもしれないのですが、そこら辺の公平感はど

うなのかという気がします。 

（Ԉคąଅข） 

公平感といいますか、実際には༄�คआఈ������༄؉Ԇ�༅̅��������

うところは市町村の判断で、中には一般会計から保健事業相当分は繰り入れて、༄؉Ԇ�

転嫁しないというところもあったりするし、保健事業そのものをどのくらいな規模で実施

�����ଅ�ฅԇ܆���༂�����������������������༄؉Ԇ

はそこではまちまちなものになってくる。ただ、葬祭費とか出産育児༂؆༂は基本的に大

体同じ水準で市町村はやっておりますので�ȇ�༄�คआ��ȇଅ�ਈ��༂�かかり具

合は、ฅԇ܆�ਇ̇�༅܉を与えていく違いが、恐らくそこは出てきてしまうということ

で考えて頂ければと思います。 
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 （༄ข̅ࠅ）

ई�������ฅԇ܆�ȇ༂�༂ࠅ��������������������Ѕ�

は最終的には各自負担してほしい、ということでよいですか。 

（Ԉคąଅข） 

そのとおりです。 

 （༄ข̅ࠅ）

����ค܅܅�അ܆������������ഇ؇�༄؉Ԇ�̅؆�����आ��

いということでよいですか。 

（Ԉคąଅข） 

そこはそういう考え方です。 

 （༄ข̅ࠅ）

なかったらないでいいですし、ということでよいですか。 

（Ԉคąଅข） 

ąਇਆค��༂��������ਆฆ༄؉Ԇ̇���������������അ�ą

てきていると��������������༂�����༂������������

༄�������༄�คआఈ�अ�Ȇ����������������������༂

概に明確にできないのでしょうけれども、そういった形で横並びに比較して頂く際にはそ

����༂༂�����	��̅؆������༂ࠉ����よいのかなと思っています。 

 （༄ข̅ࠅ）

他、ございますでしょうか。 

（藤縄委員） 

私は健康保険組合から来ておりますが、健康保険組合は前期高齢者、後期高齢者の支援

�ą༄�༄؉Ԇ�༏ȅคค�इ����༄��ȅ�割ってみると半分以上となっています。

�����༄�༂�༄؉Ԇ�༅̅܆��ȅ�༄ࠉ�����������りますが、各

市町村の収納̇�ഇआഅ���んですね。 

（Ԉคąଅข） 

そうですね。̅�ఈԆ༏܆�༅����をご覧頂きたいと思います�̇ฅฅฆ��༏ฅ

ฅฆ記載してあるものですが、༄��ขĉฅ܆܆�ฅ� 91・90％という数字ですが、下に

༂�いって頂きますと、市によっては 94％とか 98％もあり、８頁を༂�頂きますと 100％、

これはどちらかというと小規模な町村でなんですが、やはりそういった差は出てきており
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ます。 

（藤縄委員） 

༄�༂�������������༏�����	༂̅ഇ̇�̅ഇ̇�ȅ�Ȇ�ȅଇ�

こ��	̅༏ฅԉ�ฅ܅����������ą܇�ฅ܅�����ですか。 

（Ԉคąଅข） 

各市町村です�༄��ขĉฅの 90％というところを 95％でお願いします、というわけ

にはなかなかいかないということです。 

（藤縄委員） 

�����ค�༄؉�ȅ༂༂̆ȅฅ�ค�、国保固有の指標�ค��̅ഇ̇Ѕคに関す

る取り組みの実施状況というのがありますね������ขĉฅ� 91％だったら 95％に

目標を掲げると、そうしたら 95％�ਈଇ���Ȉ����ないでしょうか。 

（Ԉคąଅข） 

ただ現実は、実際 95％と掲げて 90％ぐらいにしかならなかったとなると、穴が開いて

しまうということが出てきてしまう。 

（藤縄委員） 

����Ȇ��༅܆༂༉�༂̆༂��༄��ȇଅ�ਈ�̅ਈ̇�何%で、保健指導が何%

�؇ਆ����������������ഇค༂�ȅଇ���んですよ。となると、我々

健保はそういうところにペナルティがかかってきて、こういうところは目標がなんにもな

���	̅༏ฅ�����������足りませんでした、じゃこのままいきますという

のは如何なものか。目標として個々に掲げてあるんですよね。 

（Ԉคąଅข） 

それは別に後でお話ししようと思っておりましたが、ଅ؉Ԇ̇�ਈଅࠅ�����Ѕ�

༄�����ഇค༂�ఈฆ�������������������̇ଅࠇ�ଅ�̅༂ࠇ

的なものでやろうということはひとつ分かるんですが������༂ĉ�؇ਆ̅ഇ̇�

༄ईਆȅ�ఆ�����؇̆������ഇ��༄�����༄��ขĉฅ������

ルだったらどのくらい伸ばす、そういった目標を随時設定してそこに向かって頂くという

ことで、ペナルティというものはさすがにこの中で用意してなくて、逆にいうと今回のイ

������������ȅ༂༂̆ȅฅ�༂��������ĆЅࠉ�༅ࠉ������

ういう発想になっているということです。 

（藤縄委員） 

Ȇ�����������̅ഇ̇�คࠉ�������������りますので、そう
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いうものを出来るだけ考慮して頂きたいと思います。 

���༅�̅ ؇ఈ�ฆ������༄��Ȇ������������༂���ますが、

それについて、各市町村はどういう状況なのでしょうか。 

（Ԉคąଅข） 

後ほどの運営方針等の中でその辺は記載しておりますが、基本的にレセプトの点検は従

来から市町村でチェックしていて、委託したり、そういう人を雇ったりしているところも

あるし、また、国保連にレセプト点検専門部署があって、そこに委託してお願いしている

ということをして、点検をしているところであります。 

（藤縄委員） 

点検の状況はどうなのでしょうか。 

（Ԉคąଅข） 

オンラインという意味でしょうか。 

（藤縄委員） 

༄܆��Ԇ̅ࠉ�����������ਈ���अ	༄�������༂�ଅ؉�इ

も柔整に３か月に一回くらいぎっくり腰やって༂�んですが、そうすると必ず同じ人がい

るんですね。その整骨院がたまり場になっているみたいな雰囲気です。我々のイメージか

らするとそれは頻回受診であり、����������Ԇ༅अइ�༂������、もし

柔整がよかったら 10 割払ってくださいといっていますが、そういうことは、これから指

導していくということはありますか。 

（Ԉคąଅข） 

従来から市町村の皆さんへはそういった多部位とか頻回とか、一定の基準を超えるもの

は、国保連でそういったリストを提供し܆���Ԇ�����༄������「あはき」

といわれる部分の申請書を点検してほしいと、それはお願いしている部分なんですが、や

はり職員の体制が少ないところと多いところがあるので、同じように実際できているかと

いうと、中々そこは難しくて、同じレベルではできていないと思っております�ȅ༂��

ように私どももȅ༂ଇ�༂�������。 

（藤縄委員） 

 。����と思いますࠉ������คค��̆అࠅ�༂�̆అ؇�༂܇

 （༄ข̅ࠅ）

他、ございますでしょうか。 
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（上原委員） 

もう一点、今�̅ഇ̇�ԉ��ਈなんですが�༂ईࠈ�༂ࠉ����� 100％から 90％

まで幅がありますよね。この要因はそもそも何があるのですか。要するに投入している人

Ѕ����༂��ฅԇ̅��܆ഇ̇�༂ࠉ������༂��������������

ませんが、我々、要するに先程ご指摘がありましたように被用者保険側からすると、こう

�����؉�������༂�༂Ȉ༄ਈ��ง�༂�������被用者保険側から投

入される財源が使われるということに対して物凄く違和感があるというか、要するにそこ

�༄؉�ȅ༂�������ਈ༄�����ଆ�ఈԆ��ą�きますけれども、ȅ༂؇�

؇ਆ�ค�ขĉฅ� 91％と謳っていますよね。本当にその整合性、91％という数字でȈ�

������ȅ༂�������ちゃいけないんじゃないかなって言うのが我々からいう

と正直な感想なんです。給付を厚くしなければいけないところには厚くするんだけれども、

やはり説明できるところや当然回収しなくちゃいけない部分からはきっちりと果たすとい

うことがあって、初めて公平感みたいなものが保たれるような気がします。 

（Ԉคąଅข） 

������������̅ഇ̇�അ�����इ������ 100％を目指すように

というようには、中々難しいんですが、徴収の仕方、いわゆる収納対策を毎ฅਈԇ༂��

やって頂きたい。ただ、事情によって、個人の事情でどうしても収入が減ってしまったと

いう方とか個々のご事情があるので、そういった方は減免とかまたは徴収猶予や分納とか

そういった状況に応じて対応してほしい。ただ、やはりそうじゃない場合の方は差押え等

というのが最悪あるかもしれませんが、悪質な滞納をされている方はそういった厳しい処

分をやって頂くということをお願いしている。ただ、本当に個々で困られている、そうい

った方は事情をもって対応して頂きたいと、機械的にやって頂かないようにということで、

市町村の皆さんへお願いしているということでありますが、いずれにしてもやはり収入確

保は非常に大事ですので、その辺は私どもも市町村の皆さんへより収納の確保を目指して

取り組んでもらいたいと思っています。 

（上原委員） 

そういう意味からいくと、要するにその資産割、要するに資産に応じて課税する部分は

なくなりますよね。そういう中で是非やって頂きたいのは、所得捕捉をきちんとやって頂

きたい。おっしゃるとおりに困って払えない人、退職して馘首されたと、だから収入がな

�������༂�༅ฅ��ਇ�༈���������คฅ�ฆ���ですから、そうじ

ゃなくて本当に、要するに所得があるにもかかわらず、༂܈ఈԇ�ఈਈ��������

うのは次の問題だと思いますけれども、是非そこのところはきちっと、我々からするとや

って頂きたい�����ĆЅ�����ฅ༂̅ഇ��������ą	ࠈ�������
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けですから、そこに、要するに公平感がもたれるように、一般の、減っているとはいえま

��༂คआค�ฅข�����������������Ȇ༅̆̆ࠉ���������

ように是非お願いしたい。 

（Ԉคąଅข） 

༄؉Ԇ�ଇଅ�Ȇ༅ਇ��༄ขਇ�Ȇ༅�����������あるんですけれども、

徴収面でいくと、国税も地方税も国保もやはり個別で対応していくということですので、

所得そのものは申告によるものですからそれに準じますけれども、一応確保という意味で

はそういう財産等を調査した上で、そういった処分等を考えていって頂くように、また市

町村の皆さんにはお願いしたいと思っております。 

 （༄ข̅ࠅ）

他にございますでしょうか�ข�ฅ༄؉���̆�����ございませんが、雇用関

༄�ȅ̆���������������̅ഇ̇��くなる。自ら、自発的に払わなけれ

ばいけない。その辺の事情がございますので、我々教員も学生にそういう話しをします。

もちろん̅ഇ̇Ѕค����ईఆଇは色々ありますが、その辺はまたค༅ଈਈ�����

と思います。 

（大井委員） 

̅ഇ̇�ਈ�出ていましたが、�ਈ؆ࠉ��ఈԆ�市町村国保の現状というところで、

いつも言われることですが、被保険者の高齢化と無職者が４割以上という状況なので、中々

市町村����̅ഇ̇ଇ��ਇฅഅ����、小さい村などはそれこそ頻繁に電話をかけ

て収納していくという話も聞いたことがありますけれども、やはりこの現況からするとそ

れを 100༏�����؉ԇ�����̇؇����そう思います。もちろん相互扶助的な

観点は大事だと思うんですが、基本的には社会保障の社会保険の問題なので、最終的には

やはりどうしても公費に頼らなければいけないところも出てくるとは思いますが、その辺

の観点を忘れずに、とはいえ、いま現状与えられたものでどうにかしなければいけないと

いうのが今回だと思いますので、そこは中々ジレンマはあるんですが、先程ଅข��お話

�������ȅฅ؇���	ฆ�ค༂�������	ฆ�ฆąȅฅ�ฆą�ਈ�先程

出ました��ขĉࠅ�܇Ѕ���ฆąȅฅ�ฅԇ܆�ਈ�����ଅ؉�ଅԆ����ฅ

町村はどれくらいあるのでしょうか。 

（Ԉคąଅข） 

༄؉Ԇ�ฆą������������؉��といって退職というか職を失った方のも

�������ଅ������ฆą�༄؉Ԇฆą�����������んですけれども、

27ฅฅ�申し上げますと世帯数で 65世帯、༂ࠉ�約 400万円ほどで、災害はその時々の
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状況がありますけれども、27 ฅฅ�いくと 57 世帯で 480 万円ほど減免している状況に

ございます。 

（大井委員） 

अ��༂ఆ༄�ȅฅ༂༄�ਈ༇����のでしょうか。 

（Ԉคąଅข） 

保険税（Ԇ）減免は市町村それぞれの税であり、保険税（Ԇ）のそういった賦課の部分

 。༄�ฆą�規定しているということでございます܆�

（大井委員） 

ఈԆ༏�ഇค༂�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ������༏༂༅�採られるということであり

ますが、多くの市町村では大半が４方式を採られている。３方式に決まったときに幹事会

�ਈ�Ѕ��ఈԇȅ�༂�����Ȉ�������とか�������Ѕଅ؇�Ć༂�

ありましたか。 

（Ԉคąଅข） 

どちらかというと全国では、先程ȅ༂��ȇఆ�ଅฅ	�されている方とか、そういっ

たことでいくとやはり所得の方で資産割は無くし����༂�Ȉ�������、という

Ć༂�अ���んですね。今後はそういった動きが市町村の中には出てくるのかなと考え

てます。 

 （༄ข̅ࠅ）

他、ございますでしょうか。 

［Ć༂ଇ��］ 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

����Ć༂�ąఅ�����いますので、いま、レセプト�������̅ഇ̇�ԅ

題だとか減免の問題等色々ございましたけれども�ਆฆ༄؉Ԇ̇�つきましては、事務局

案どおりでよろしいですか。 

［ԇଈ��］ 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

Ȉ�������できれば事務局案でお願いしたいと考えております。ただし、いま要

望・�Ć༂ଇąましたので、これにつきましては平成 31 ฅฅค؉�̅؆���आਈ�Ѕ

めて事務局にお預けしたいと考えておりますが、Ȉ�でしょうか。 
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（Ԉคąଅข） 

���Ć༂・ご指摘を市町村の皆さんにお話しして、協議させて頂きたいと思いࠉ��

ますので、よろしくお願いします。 

 （༄ข̅ࠅ）

よろしいでしょうか。 

［Ć༂ଇ��］ 

 （༄ข̅ࠅ）

では事務局案でお願いしたいと思います。 

(２) ข�ฅ༄؉	ԅ༂ĉ（案）について 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

続きまして、協議事項の「（２）ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ༂ĉ（案）について」、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

（Ԉคąଅข） 

協議事項「（２）ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ༂ĉ（案）について」 

「ア 主な内容について」、ఈԆ 11 により及び 

「イ ąฅԇ܆�ଅ��Ć༂�̅ഇ܆������ఈԆ 12 により説明 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

それでは協議に入りたいと思います。 

以上の説明を受けまして、質問または�Ć༂ଇ�頂ければと思います。 

なお、本日の協議を踏まえた形で、後日パブリックコメントを実施するとのことですの

で、ఈԅ����Ć༂ଇ�頂きたいと思います。どなたかございますでしょうか。 

（大井委員） 

質問ですが、この中で特にขĉ܇の独自性の高い取組みは、何かありますか。 

（Ԉคąଅข） 

特にというところでは、給付の適正化に向けた取組みの中で、どうしても被用者保険と

国保の間の被保険者証の交付のズレというか、それによって資格が無い��̅؇ਆԉを受

診し、後でその間違った受診は本人から一旦 10 割お返ししてもらって、今いる保険者の

方に 10 割、ここで返してくださいというのを、本人を通してやるというのが一般的なル

ールなんですけれども、そうすると本人からすると༂Ԇ༂�؆��������༂���

�����Ԇฅȅ���̅؇༄؉��ค���いった本人の同意があれば、返さないで
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直接保険者間でやり取りしてください、といったいわゆる保険者間調整があります。何を

言いたいかというと、�؇܆܅༄�������༄ࠈ��༂�༄؉܆��ฅąࠉ���

��༂�༄܆��� 20 万円とかを一旦返してもらうということになるんですけれども、

それが滞納といった形で保険者側が請求せざるを得ないので、そういうのが残ってしまう

ということがあります。そういうものが入ったこととして納付༂�ȅ����������

市町村レベルの財政面に穴があいてしまう。そういうことを本人の負担を無くしてやれば

そういった負担もなくなるのではないか、そういったこととかやはりこれは中々難しいん

ですけれども、保険証が中々届かないので国保の方を使ってしまう、多分逆もあると思い

ますが、被用者保険のものを使ってしまって国保なんだけど、そういったものを適正にや

って頂くのをขĉ̅�܇؇༄؉��༄����保険者協議会で、是非そういったものを解

消していくということを進めよう、ということがございます。 

あと、保険証と高齢受給者証の一体交付というのはどの都道府県でもやるのではなくて、

これは本県として課題は二、三ありますけれども、そういった取り組みをさせて頂くとい

うふうにしております。 

̅؇༄؉�がやってることと言えば、基本的な部分は同じなんですが、私どもとしては、

そういったところを新たにまた、これで終わりではないです���༏ฅ�中で༂؇�なが

ら追加していきたいと考えております。 

（塩澤委員） 

؇ਆ̅ഇ̇����ですが、27ฅฅ�29ฅฅ�ਈଅですと５万人以上 91.5％というこ

となんですが、５万人未満は 95％でなんですよね���Ј������؆	���� 93

とか 94、91.5 という端数が出ること自体が、やはり全国平均がそうだからだと思います

が、５万人以上はขĉฅと松本市２市しかない、あとはみんな 95༏คคȈ��は 98％。

ขĉฅ܆܆�ฅ� 91.5％というのは、ちょっと甘いような気もするんですよね。一番の、

県内の中核となる市がちょっと甘いと全体的に甘くなる感じも否めないような気がします

が、その点如何でしょうか。 

（Ԉคąଅข） 

ąਇ�ఈԆ�いきますとขĉฅが 27ฅ 91.6%で松本市が 90.49%となっていて、松本

市からすると 1%上げるというのは結構厳しいのではないかと思っています。市町村毎に

目標を決めるということもあるんですが、一定の規模の中で�����������ขĉ

市と松本市も現状としては差があるんですけれども、そういった括りの中で、先ほど申し

上げたように̅ഇ̇�徐々に伸ばして、少しずつ高く目標をつくるように設定の方はさせ

て頂きたいと思っております。 
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 （༄ข̅ࠅ）

他、ございますでしょうか。現場ࠉ���༂ࠅ��藤澤委員なにかございますか。薬剤

師の観点から。 

（藤澤委員） 

薬剤師としてみたときにやはり後発医薬品の使用促進とか多剤投薬とかというのが気に

なるんです��अฆ༅؇̅ԈЅ�༄༂�ฅԇ܆�༂�����അ�����������

っています。これは市町村から̇ą��༄༂༄	�	ࠉ������������अȅȆ

薬の適正化は非常に難しいとは思っているんですけれども、これも、これからはもう絶対

取り組んでいかなければならない問題で、やり方をどうしたらいいか分からないんですが、

レセプトのチェックというのは大きなきっかけになることは間違いと思っていますので、

色々な̅؇ਆԉ�受診をしている方を厳密にチェックし、そこにできれば薬剤師を投入し

���अȅȆԈ�	ଆ̅�������������������Ԉȅฅ�༂ࠅ����

えました。 

 （༄ข̅ࠅ）

他、ございますでしょうか。 

［Ć༂ଇ��］ 

 （༄ข̅ࠅ）

よろしいです��༂��Ć༂ございましたが、܆༂�༄ଈ���Ć༂�จ���うえ

で、具体的な記載内容の修正については、事務局に一任頂だければと考えておりますが、

よろしいでしょうか。 

［Ć༂ଇ��］ 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

修正された案につきましては、この後パブリックコメントを実施しますので、そういっ

�������������คȆ頂ければと思っております。 

それでは事務局一任という形でお願いしたいと思います。 

(３) 今後のスケジュールについて 

 （༄ข̅ࠅ）

続きまして、協議事項の「（３）今後のスケジュールについて」、事務局から説明をお願いします。 

（Ԉคąଅข） 

協議事項「（３）今後のスケジュールについて」、ఈԆ 13 により説明 



 

- 17 - 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

以上の説明を受けまして��Ć༂ଇあればお願いします。なにかごĆ༂ଇございますでしょうか。 

［Ć༂ଇ��］ 

 （༄ข̅ࠅ）

Ȉ������。それでは次回開催日は 11 月 13 日（月）10 時から 12 時、場所は追っ

て連絡するとのことですので、スケジュールをご確認頂きたいと思います。 

３ その他 

 （༄ข̅ࠅ）

続きまして、会議事項「３ その他」について、事務局からあれば説明をお願いします。 

（Ԉคąଅข） 

特にございません。 

 （༄ข̅ࠅ）

分かりました。 

委員の皆さんは、本日の会議全般を通して、何かございましたらご発言をお願いします。

何かごじますでしょうか。 

［発言なし］ 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

よろしいでしょうか。ごĆ༂�����したら�คค�༄ଈคࠉ�ഇคいたします。 

それでは���	༂༅�ค؆いたします。 

○ 閉会 

 （༄ࠈਈข܆܆）

ありがとうございました。 

ข؆ԉ�༄ଈ��ԇ�आ���� 

初回ということもありましたので、説明項目も欲張って色々入れてしまいまして、時間

も大幅に遅くなりअइ�������ଆค؉ఆ�ค��������� 

最後に、最初にも申し上げましたけれども、本日の会議の状況につきましては公表され

ることになりますので、よろしくお願いします。 

�����คค܆�༂�༄ଈ�ഇคいたします。どうぞお気をつけてお帰りください。 

ありがとうございました。 


