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平成 29 ฅฅ 第２回 ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ 議事録 

○ 日 時ฏฅȆ 29ฅ 11 月 13 日（月） 午前 10ฏ00�11ฏ30 

○ 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） 

【被保険者を代表する委員】 

 ԅ̅ଈ༄अЅ༏	༄܆༆�༏̅ଇ༈ࠅ

༂܆��ఆ༏ขĉ܇ԅ༂༄	Ѕ༄༂�		Ѕ༄Їค༏ 

【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܇薬剤師会ȅ༄ข༏ 

【被用者保険等保険者を代表する委員】 

Ԉงఈ༏ԇ༄ഈ༄༂ഇЅ�ฅ༄؉ഇЅฅȅЇค༏ 

清水昭༏ą�ฅ༄؉̅༄ขĉ༂	༂	ข༏ 

（欠席委員）【公益を代表する委員】 

༂ค܅༅༏ขĉ܇༅ଈ༂༄༏ 

【被保険者を代表する委員】 

̅ఆ؆༂༏༂Ȉइఆ༂ขĉ܇༈आ༄ଈฅਈଅଈअЅ༏ 

【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 

ア. ข�ฅ༄؉ԉ༄܆༄ࠆ༏༄คआఈคค༂̅�ഇค༂�	ԅ̅ଈ༄༏ଇについて 

（２）協議事項 

ଇԇࠆ༏༄คआఈഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆ�༄	ԅ༂ĉࠆ༏について 

（３）その他 

今後のスケジュール等について 
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○ 開会 

 （༄ࠈਈข܆܆）

定刻��Ȉ༂؆ԉ�Ԇ�����؇आお揃いでございますので、ただ今から、平成 29ฅ

ฅのଇ༏ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄�ԉ������� 

�ԇ����どうぞ܆܆�༂�ȅ�����������ข�ฅ༄؉ଅ	༂�̅༄܆

よろしくお願いいたします。 

○ 委員紹介 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

अ���༅̅ଈ༄अЅ�अ؆ࠅ�����Ѕ���� 

������अЅ�ございࠉ����̆Ԉ	�ą�ฅ༄؉̅༄ขĉ༂ࠈ༂�༄؉คࠈ

ますけれども�ค̅؆ȅ༂	ขआ�༏༂܆�����	ค��������༄�まして、

༅ค�ฆ༂؆༂	ขआ��̆Ԉ頂きまして��Ȇਈ頂きました。11 月１日より当協議会委

員となられましたのでご報告申し上げます。 

○ 定足数報告 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

続きまして、委員の出席状況でございます。本日、都合によりまして、大井委員、古沢

委員�Ȉ܆अЅ� 3 名からご欠席とのご連絡を頂いておりますので、ご報告申し上げます。 

これによりまして、本日の協議会は、委員数 11 名に対して出席者 8 名で過半数の出席

となりますの���ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ਈ༇ईഇ�ଇ༏܆�ईଅ����༄ଈ�

Ȇ༂ࠅ����������Ѕԇ�ค���� 

○ ఈԆࠇਈ 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

ഇ܆�����༂�༄ଈఈԆࠇ�ਈ����������� 

ここでまずお詫びを申し上げます。 

༂�ఈԆ�������คȅ�委員の皆様には答申案と次第及び出席者名簿を送らせ܆

ておりますけれども、そのうち次第の説明事項の中で�ഇค༂คଇଅഇ܆�	ࠅȇ���

いてですが、速報版としてもまだ確認すべき事項が多く残っておりまして、大変申し訳ご

ざいませんが、本日の会議事項から削除をさせていただきますようお願いいたします。 

������������ଆଇ	��༂�ఈԆ��������คȅ܆�������

ましては、本日お手元に配付をさせていただいておりますものに差替えをお願いしたいと

思いますࠈ����༂�ąฅ�Ѕఇ�ついては、अ؆�������� 

そして、本日お手元に配布しております「配席図」がございます。 
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続きまして܆�༂�༂ą�ĉฅ��������ఈԆ༏�ข�ฅ༄؉ԉ༄܆༄ࠆ༏༄

คआఈคค༂̅�ഇค༂�	ԅ̅ଈ༄༏ଇ������������ 

ഇ���คȅ��	�������ଇԇࠆ�ఈԆ�����༄คआఈഇค༂̅�ਆฆ༄

؉̇�ଇଅ༂ఆ�ଇԇࠆ������ఈԆ༏となっているものを「ఈԆ２」に、「国保運営

༂ĉࠆ�ଇԇࠆ������ఈԆ༏となっているものを「ఈԆ３」に替えて頂くようお願

いします。 

最後に、本日お手元に配布しております「�ఈԆ༏�ค༅�������ଇ����」に

なります。 

คค��ఈԆ�������	ค༂ଇ��������̆༂ࠉ���いたします。 

よろしいでしょうか。 

〇 事務局紹介 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

本日事務局としまして、市町村のほうからお二方ご出席頂いておりますので、ご紹介い

たします。大町市のฅขਈขࠉ�ఆआです。 

（大町市 ࠉఆਈข༏ 

よろしくお願いします。 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

ഇ�����༂అฅ܆�ข༂ਈข�ଆ༂आ��� 

（木島平村 武田ਈข༏ 

よろしくお願いします。 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

よろしくお願いいたします。 

○ 議事 

༏܆܆ਈขࠈ༄༏ 

それでは、これから議事に移ります。 

��まして国保事ࠉ�����༏ค�̅ଈคࠆ༄܆�༄ԉ༄ࠉ��ਈ؆คࠉ༂�ଈ܆

आఈഇค༂�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆ̅�༄	ԅ༂ĉࠆ�༄�ଇԇࠆ���ค���ค

後のスケジュールとなっております。 

改めまして、本日の会議状況につきましては、後日公表されることとなりますので、予

��คȆ�ਇをお願いいたします。 

ଈข���������ขĉ܇ข�ฅ༄؉	ԅ̅ଈ༄ਈ༇ईഇ�ଇ༏܆�ईଅ���ま

して�༄ข�ȅ̅ࠅ���������������༄ข���ଈค�	༂ࠉ�����

します。 
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 （༄ข̅ࠅ）

おはようございます。 

皆様、お忙しいところご出席を賜りありがとうございます。 

本日も、私、増原がଈข�ȅ�����������؇आ��̅༂ࠉ��������� 

○ 議事録署名人の指名 

 （༄ข̅ࠅ）

まず始めに、議事録署名人を指名させていただきます。塩澤委員と小松委員にお願いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○ 会議事項 

（１）説明事項 

ア ข�ฅ༄؉ԉ༄܆༄ࠆ༏国保事業費คค༂̅�ഇค༂、運営協議会）等について 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

それでは、ただいまから協議に入ります。 

まずは会議事項（１）の説明事項の「ア 国保ԉ༄܆༄ࠆ」について、事務局より説明を

お願いします。 

（Ԉคąଅข） 

༏ఈԆ༏���ਈ؆༏ 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

ありがとうございます。 

以上の説明を受けまして、ご質問がありましたらお願いいたします。 

ございますでしょうか。 

（発言なし） 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

よろしいでしょうか。 

（２）協議事項 

ଇԇࠆ༏༄คआఈഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆ�༄	ԅ༂ĉࠆ༏���� 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

続きまして、会費事項（２）の協議事項に入ります。 

ଇ༏�̅ଈ༄�ਈԅ�̅�����ഇค༂̅�ਆฆ༄؉Ԇ̇�ଇଅ༂ఆ�������

「国保運営方針案」についての答申案についてですが、事務局より併せて説明をお願いし
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ます。 

（Ԉคąଅข） 

༏ఈԆ 2̅�ఈԆ 3 により説明＞ 

 （༄ข̅ࠅ）

ありがとうございます。 

それでは、協議に入りたいと思います。 

คค�ਈ؆�̅�����ఈԅ����Ć༂ଇ������������� 

塩澤委員、お願いします。 

（塩澤委員） 

二点お願いしたいと思うんですが、まずఈԆ 1 の最初の概要について、算定方法の中で

1 レセプト 80คą�ഈ��̅؇ఈ܇��ą�ฅԇ܆�ąЅఈȆ������������

༂ईਆԇ܆����ഇЅ������������Їई���������� 80 万円と

Ȇ��अ༅����������༄��小規模町村を救済するということでࠆ�����

あれば、もっとバーを下げて 50万円にするとか、そういった方がよりよいのではないか、

80万円という設定の根拠をお聞きしたいということと、もう一点は激変緩和措置について

原則 6ฅ�����ą���ਈ��������ఈԆ������������ഇЅଅఈ

期間を 10ฅԉ��ฅข��� 10ฅ���ฅข��༂�आਈ�����表現はしてるんで

すが、最初から 10ฅ����������国保の運営方針の改定時期は 3ฅ毎ですよね。

6ฅ������� 3ฅԉ�9ฅԉ�༂�अ༅��������������10ฅԉ�ฅ

成 30ฅ��ฅȆ 40ฅですけれども܆��������ԉ�ข����遅れているという

ഇЅ���������༂ഇ�༂����ฅԇ܈ഇЅ�ഈ༂܈ฅ�༂܉��������

村 3、4ฅ�4、5ฅ༅����������������������ฅข����ข�

すると経済情勢の激しい変化の中ではどうも、ちょっともう少し短くしてもいいんじゃな

いかと思います。 

༏Ԉคąଅข༏ 

ఈąЅคआ���������ฅԇ؇̅ࠉ������ଅ��ค��༂ࠉȅ��ค༂܆

村の皆さんの 80 万円以上を超えるレセプトの状況に応じて�༄	�༂�Ȇą༂���

形で出して、実績に伴ってバックするというそういった形の助け合いですか、市町村間の、

そういった事業を今実際やっておりまして、そこの基準が実は 80 万円ということで、そ

こをベースに考えてきたということで、ฅԇ܆�؇����Ć༂��༄��������

ども、その線を引き継ぐということで 80 คą���������������Їԇ��

ざいます。 
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それから二点目なんですけれども、確かに塩澤委員さんおっしゃられるとおり 9 という

数字もあるかと思うですけれども、我々が考えたのはとりあえず 6ฅഇ������、も

う少し激変があって緩和する必要があるとすると、あと残り 4ฅ������అ����

ข�༂���������̅ఈ�������༂Ȉ؇ࠆ�Ȇ��������༂����

���������̅ȅ���� 10 ฅԉ�������ਈଅ�ると、ただこれも固定で

はなくて、ひょっとしたら 11ฅ���� 12ฅ��� 3ฅ��������������

けれども、塩澤委員さん言われるようにもう少し進めるべきというところは確かにそうお

っしゃるところもありますが、大きく変わってしまったところに対する 6ฅ間が終わった

時点での急変というものをですね、やはりそこはもう少し緩やかにやってった方がいいの

かなと、そういったこともありまして、10 ฅࠉ���������ところでございます。 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

よろしいでしょうか。 

（塩澤委員） 

はい。 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

他、なにかございますでしょうか。 

清水委員お願いします。 

（清水委員） 

今回初めて出させて頂いた清水です。よろしくお願いします。 

前回ご説明して頂いたかわかりませんが激変緩和のところで、このやり方ですと市町村

ȅ�ഇค༂����ȅฅ�अ���༄�ȅ༂��؇��༂�ఈȆࠅ���༂༂����

��������������ฆ����������Їई������������ 

༏Ԉคąଅข༏ 

実際、試算等みますとやはり減るところもございます。ただ減るところは市町村のご判

Ԇ�ഇค༂�ਆฆ༄؉Ԇ̇�̅��ଅ؉�༄؉Ԇ�����ଇଅࠉ������ค���

いうところであれば下げて頂くというところもあるかと思います。そこは急激にならない

ようにやって頂くのかなというよ�����������ค�ȅฅ�、༄؉ԆఈȆが上

がる所の激変を緩和するというのが、激変緩和の趣旨でございまして、負担増の部分は急

激な負担にならないようにと��ĆЅ����������ค܆܆�؇��̅؇ఈ�༄�

というものがございまして、それに伴�༄؉Ԇ�आਈ������༅ई������ので、

���̅؇ఈଅง�༅��ഇค༂���	ȅ���ą����������������
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負担は上がっていくところに対してはお願いしなければいけないものという意味で、そう

いってみれば所得等に応じた部分というところで負担が増える市町村もあるかと思います。

そこは緩やかにお願いしていくということをお願いせざるを得ないと思います。 

（清水委員） 

ということは、激変緩和の対象は増えるほうはみてて�ฆ����༂��������

ですか。 

（Ԉคąଅข） 

国が考えているのはひとつこういった考え方で、下の方は色んな要素で下がっている部

分はあるのですが�༂༄�ԇ�ค������ค��ąఈ�༂�༂��Ȇ༅�༅��ĉ

ȅ���ਈԆคค༂����༄�� 65 ଆคค�؇���ȇఆ�༅��ȅ܆༂༉�คค༂

�����༂などが、今まで以上に入ったりしますと、水準とすれば下がってくるという

ことなので、そういった県が、そういった市町村に配分す��༂�అ��ค��ฅԇ܆�

皆さんへの配分を少し削って、増加する市町村へ回すと��������ȅฅ�����

りますが、今回試算したところ、そういうところまで財源として必要になる部分が、今用

意されてるもので足りるということで、一応そういうことも県でも設定することにしまし

����ਈଇ�ȇఆ����༂ࠉ����������������༂༅ȅฅ�����

ういった趣旨のものもございます。そういったことで運用する場合は、そういう形で下が

��ฅԇ܆�؇����༂�༂���అࠅ�ȅ����ฅԇ܆����అ�༄��ฆ��

と、そういった仕組みもあるということで、�Їईࠉ��������� 

（清水委員） 

ありがとうございました。 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

よろしいでしょうか。他、どなたかございますでしょうか。 

（発言なし） 

 （༄ข̅ࠅ）

話が難しいと思いますので中々すぐに質問が出てこないかもしれませんが、宮﨑委員、

ąࠈࠈ༂�༂ࠅ��何かございますでしょうか。 

 

（宮﨑委員） 

質問ではないのですが、よろしいですか。 
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༏̅ࠅ༄ข༏ 

結構です。 

（宮﨑委員） 

ขĉ܇��ଅ܈����܇ଅ�ਈ��特定保健指導、それに関連するものをすごく保健

師さんたちが༂�入れていらっしゃいます。先ほど説明にありましたデータヘルス計画の

提出も、おそらく全国ではトップクラスかなと思われます。ここにもありましたけれど、

����̅ਈ̇� 60％に高めたいということで、看護職の方々が本当に個別訪問を充実す

����༂�༂������������� 60％ということに関しては非常に小さい市町

�����������������������܆������༂��ฅԇ؆���܆

����ଈ������������������������̅؇Ԇਈ܇���܅܅��

保険者のほうからも、あるいは一人ひとりが色々な所���̅ਈ̇܆�ȅ�������

で、高める声かけをして頂けたら双方向で可能になるかと思われます。 

���༂�༅�ฅ�̅��ଆ܈�������������ଅ�ਈ�̆అ�̅��ଅఈ

��ฆ�������ਇआข༂༄��ąଅ������̅��������������

�����ค༂�༄�����؇����̅༂ࠉ���������������� 

広がってしまいますけれども、特定健診、特定保健指導、データヘルス計画、それから

ACEプロジェクトだけではやりきれないところがあると、私自身は思っております。 

༏Ԉคąଅข༏ 

ありがとうございます。ค�̆Іࠉ���ค̅؇ਆԉ�������༂というのは、今

受診中なのでそういった健診はいいんじゃないかとか、そういったふうに捉えられていて、

そういった方が受診されないということもお聞きしたりしているので、県としてもそうい

��̅؇ਆԉ�؇����Їई��̅༂�ค���������	ȅ��̅ਈ̇Ѕค��

うのをお願いしたいと思っております。 

それから������	ȅ����ค༂��市町村もあると思いますので、これは県の、

そういった部分は市町村の技術的なアドバイスも含めて支援していくと、そんなこともや

はり必要だと思いますので、それで進めていきたいと思います。 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

他、ございますでしょうか。今回の改革は主にお財布面で、保険者が市町村のȅ༂��

ちっと反映させ、また�����༂������ఈȆ��������������Їई

はしてるんですけれども�Ĉฅ�༂ࠅ��༂ฆअЅ�Ԉ༆अЅ༄������������ 

（大滝委員） 

Ĉฅ؇�༂ࠅ�����������������ਆฆ༄؉Ԇ̇������ค��ข
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野県は 4 方式と言いますか財産とかを均等割と平等割の中で応能部分を所得割、試算割で

ਈଇ���������������คฅ資産割を除いた 3 方式とする中で、要は非常に

財産をもった一部の人が得をするような計算方式にならないかどうかというのが心配なの

が第一かなと思います。 

��༂��༄؉Ԇ̇����ค������༈�ਈଇ�����������というと

ころをちょっと心配なところです。 

༏Ԉคąଅข༏ 

これは直接聞いたわけではないんですが、やはり今市町村の皆さんにお聞きすると、資

産ȅ�ଅఈԇਇ�ਇ༂�ą�かけているということもあるので、二重課税じゃないかと

�����������Ć༂もあるようで、そういった部分からするとやはりそこの部分

��ฅԇ܆�؇����༂ࠅ�����������	ȅ�����༂�Ȉ������

ます。 

確かに大滝委員さん言われるように、今そういった意味での資産を多く持っている方も

いらっしゃる意味でのคąฅĆ�������のではないかと思いますけれども、大きく

はやはり加入者の状況やそういった今まで続いてきた中で資産割に対する実際の納税者と

༂����༄؉Ԇを負担する皆さんの考え方ですか、そういったものから、やはり都市部

の方は資産割を廃止していく傾向が最近はやっている、そういった状況もあります。大き

い方向は、やはりそういったものをなくした応能割としていくということでありますので、

�Їईを頂ければと思います。 

（藤澤委員） 

Ԉȅฅ�༂ࠅ���������、この前も少し申し上げましたが後発医薬品の使用促

進が重要だと思っています。現場のところでよく感じるのは、一つはカードを配られてい

る市町村というのは結構そのカードを持ってきて、「こんなの来たから替えてください。」

と言う方が多いので、後発品のカードというかシールというか、あれは全市町村で配って

いるのではないかと思いますので、あれは効果的かなと思いますので、ぜひ取り組み頂け

ればいいのじゃないかと思います。 

���ąఈ�̆ȅ���༂������༄��คฅą�༂��ค�अ������༂�

���������������ఆ��������༂؇उఈࠉ�����Ȇ��ジェネ

リックを使っても使わなくても個人負担は同じだからいいんじゃないという方とか、ある

いは難病指定を受けているような患者さんなど、自己負担としては頭打ちという人たちが

中々ジェネリックに替えたがらないという傾向がやっぱりあるんだろうと思います。それ

でもਇ༂�方で賄われているというそういうĆଈ�༄ข�༂��持って頂くのはとても大

事だと思いますので、公費の負担があって自己負担が一定になってしまっても、そのあと
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ਇ༂ࠈ�����������、そのような通知というかお知らせをぜひ市町村の方から

して頂いて、そういう方たちに進んでジェネリックを使って頂くと、今、バイオ医薬品と

いう非常に高いのがありまして、それが後続品といわれるバイオシミラーというのが出て

������ค�����༂�इ༂������ȇఆ�����Ԇĉ��������༅

響しないんですが、たぶん༂ࠉ��������	�んだろうな、それを使うのと使わな

いので違うんだろうなというふうに思いますので�คฅԇ܆�ȅ༂�̅؆���คഇ��

おっしゃられましたので、市町村のほうでそんなようなことを、そういう方たちにもぜひ

�Їईࠉ��ą	�༅ȅ؇�؆��というそういう意味じゃ�������Їईࠉ�とい

う、そういう取り組みが必要なんじゃないかなと思いました。 

༏Ԉคąଅข༏ 

ありがとうございます。確かに窓口で 3割負担などをしっかり払っていると、これやる

とこれぐらいといって少し安い感覚、今市町村でも大半のところがジェネリックを使った

場合これだけ安くなりますということで始まっています。協会けんぽさんは国保より少し

先発して始めて、その成果をとったりしていて、今お聞きしてあっと思ったのはやはりそ

の公費負担だとかという窓口で 3割をやはり負担しない方は一定で止まる、確かにそうい

った場合も周知、広報の在り方というかやり方っていうんですか、少しやはり工夫すべき

ところはあるのかなと、今お話をお聞きして思いましたので、そういったところをどうメ

ッセージとして伝えていくのが必要なのか���༈�ฅԇ܆�؇����Ć༂ค̆���

ら進めていきたいと思います。以上です。 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

よろしいでしょうか。他、小松委員、藤縄委員何かございますか。 

（小松委員） 

前回欠席させて頂きまして、今回初めてなんですけれども、私も被保険者���༂ࠅ�

ということで初めてなんですけれども、たまたまこういう勉強、何にも知らないところで

いきなりこういうお席に任命されたということで、かえって皆さんに迷惑かけるんじゃな

い����༂��������������༂؇�ค������������ԉ༂��

ってなくて、健康で自分でもきたもんですから、今後は、私生まれが小川村なんですが、

����ข܆���ค�������Ȇ������༂അ܆�����������คЅ

りの皆さんが༂༉̅�����̅؇ఈ�������ค��ค༅इ���इ������

���������������ఈȆ��������������������̅ฅ�

所得がいくらか下がったから少しは下がるかなと期待もあったんですが、あれ、また上が

っちゃったみたいな、そんなことも思いながら納めさせて頂いているんですけれども、こ



 

- 11 - 

ういう大事なところでしっかり勉強させて頂いて、また皆さんのところへもしっかり言っ

ていきながら、そういうところしっかり勉強させて頂きたいと思います。ありがとうござ

います。 

（藤縄委員） 

私ども�༂ࠅ�����ȅ�ԇ�ค���������༄؉Ԇ�̅ഇ̇����༄�

�ขĉฅ�༅̅���༄؉Ԇが 10億だとすれば、90༏�̅ഇ̇�� 1億円が未納という

のは、༂ࠉ؇�����༂��Ԇଅ�����������̇�؇ਆ�̆�������

ですけれども、具体的な達成のための、具体的な方法を示してやって頂きたいというのが

一つ、それとあと保健事業の関係、特定健康診査とか保健指導、保健事業というのは市町

村で一人当たりの保健事業費というものの格差はかなりあるんですか。 

（Ԉคąଅข） 

徴収の関係のほうからですけれども、県の方で市は２ฅ�༂ฅ、町村は３ฅ�༂ฅ�助

言という形で�༄����༅̅�ਈԇଇ�༂ࠉ������������	ȅ��ȅ༂�

いうのでしょうか、そういったことをさせて頂いております。市町村個々の状況とかある

���������ขĉฅ���ขĉฅ����̅�ഇ���������������

ったことをぜひ上げて頂くように、またそこは助言等して参りたいと思います。 

それから保健事業ですけれど��ą؇��ขĉ܉�܇ฅ�༂༂༅��༄�คआఈ��

ては高いと言われておりますが、ただ市町村毎のデータは古いんですけれども、H26ฅ�

�������༂༂༅��ขĉ܇� 4,464 円ということなんです。全国平均がこの時

3,227 円ということですので、全国的にいうと上から三番目、高い方ということで、やは

�ขĉ܇������༄�คआ�༄������༂܉������ฅ�अ܇����こと

��ฅԇ܆ȅ������������ą����������ขĉ܇�༅܆��そうい

った保健事業に対する経費というのはしっかりかけて取り組んで頂いていると思っており

ます。 

（藤縄委員） 

༄�̆అ�ଅԆ̇܈���ଅ�ਈ�受診̇�༂��������༄�̆అ�ଅԆ̇�

52༏�����ą�༂܉���ฅ�༂��������������ą༄؇�ขĉ܇�

市町村は高いということですか。 

（Ԉคąଅข） 

わりかし高い、一桁台だと思いました。 
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（藤縄委員） 

ई���༄�༂���������ขĉ܇�一定の保険サービスというのでしょうか、

��������̅�������༄؉Ԇ�༅܆؇�ฅฆ̅�������ਈ�����

そちらの方も平準化していく方向にもっていって頂ければということです。 

（Ԉคąଅข） 

分かりました。統一化していくというか、そういうところにそういった要素というのは

当然加味していかなければいけないと思いますので、その点考慮していきたいと思います。 

 （༄ข̅ࠅ）

����������༂��ଈਈ�������������คࠉ��ई܆ଇ����

しては平成 31ฅฅค؉�̅؆�Ѕ��คȅఅࠉ���したいと思います。 

༏Ԉคąଅข༏ 

ȅ������คࠉ��Ć༂� H30ฅฅ�����い���������Ć༂を頂いた

���������༂ĉ�����ค�������������	ฅ�Ԇଅ�����

ろで反映させて頂きたいと思いますけれども、H30ฅฅค؉༂ࠉ����Ć༂�จ���、

市町村の皆さんと取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 （༄ข̅ࠅ）

それでは、基本は事務局案どおりでよろしいでしょうか。 

（発言なし） 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

よろしいでしょうか。それでは事務局案どおりでいきたいと思います。 

（３）その他 今後のスケジュール等について 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

続きまして、その他「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） 

༏ఈԆ 4 により説明＞ 

 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

ありがとうございます。以上の説明を受けまして、ごఈԅ����Ć༂ଇございますで

しょうか。 
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༏Ć༂ଇ��༏ 

 （༄ข̅ࠅ）

よろしいでしょうか。 

４ その他 

 （༄ข̅ࠅ）

では、続きまして、会議事項「４ 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）

では、委員の皆さま、本日の会議全般をとおして何かございましたら、ご発言をお願い

いたします。 

（発言なし） 

༏̅ࠅ༄ข༏ 

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

それでは���	༂༅�ค؆いたします。 

○ 閉会 

 （༄ࠈਈข܆܆）

本日は朝早くから、そして遠くからお集まり頂き、ข؆ԉ�༄ଈ、大変お疲れ様でござ

いました。 

先ほどのスケジュールの中で�	ԅ̅ଈ༄��คฅฅ�ԉ�คଅ܆��������ฅ

ฅค؉܆༄����ਈଅ�����	ԅ̅ଈ༄につきましては�༂༅ค܆����ฅ� 8

月から 9 月くらいに一回開催を予定しております。また事前に皆さまの方に日程調整をさ

せて頂きたいと思いますので、܆ฅฅ�引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

�����คค܆�༂�༄ଈ�ഇคさせて頂きます。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。 


