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令和元年度第１回明石市国民健康保険運営協議会 

開会 １３：３０ 

○事務局    それでは、ご案内しておりました定刻の時間となりましたので、始めさ

せていただきたいと思います。 

  本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。これより、

令和元年度第１回明石市国民健康保険運営協議会を開会させていただきます。 

  開会に当たりまして、片山会長にご挨拶をいただきます。片山会長、よろしくお願い

いたします。 

○会長     会長の片山でございます。国民健康保険運営協議会の開会に当たりまし

て、一言ご挨拶を申し上げます。 

  委員の皆様におかれましては、非常にお忙しい中、本協議会にご出席をいただきまし

て、誠にありがとうございます。また、平素より本市国民健康保険事業の運営につきま

して、格別のご理解とご協力をいただいておりますことをお礼申し上げます。 

  さて、この国民健康保険運営協議会でございますが、委員の皆様方より国民健康保険

事業に係る重要事項につきまして、多角的な観点からご意見、ご協議をいただき、円滑

な事業運営を図ることを目的としております。 

  国民健康保険制度につきましては、昨年４月から、財政基盤の強化が図られるととも

に、市と県が共同で事業運営を行う新しい国保制度がスタートし、今年度は２年目に当

たります。初年度は概ね順調な船出となったものと受けとめておりますが、将来に向け

て安定的かつ健全な運営が続けられるよう、新制度の定着に向けた取り組みと時機に応

じた検証が今後、重要になってくると考えております。 

  これに伴いまして、本日は、事務局から３件の報告が予定されております。 

  委員の皆様には忌憚のないご意見をいただきながら、本協議会を進めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げまして、開会に当たっての

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    ありがとうございました。 

  続きまして、理事者を代表いたしまして、岸本市民生活局長より、ご挨拶申し上げま

す。 

○市民生活局長 皆さん、こんにちは。明石市市民生活局長の岸本でございます。 

  本日は、片山会長をはじめ、委員の皆様方には大変、ご多忙中にもかかわらず、ご出

席を賜りまして、本当にありがとうございます。また、皆様方には、本市の国民健康保

険事業をはじめ、市政の各般にわたりまして、何かとご支援、ご協力を賜っております

ことに厚くお礼を申し上げます。 

  本市の国民健康保険事業におきましては、昨年度は、資産割の廃止と保険料率の見直

しによる約８割の世帯の保険料の引き下げや納期回数の見直しなど、制度改正に合わせ
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て、近年にない大きな変更を行ったところでございます。 

  会長のご挨拶にもございましたが、本年度は、市町村と都道府県との共同運営による

新たな国保制度が開始されて２年目となるところでございますが、初年度につきまして

は、委員の皆様方の丁寧なご議論、真摯なご議論のおかげをもちまして、施行に当たり

ましては、円滑に行われたものと考えておるところでございまして、これを元号が変わ

った令和になりました、この２年目につきましては、円滑な施行から、今後は安定した

運営へと移行していくという２年目、大きな、重要な年になるものと、私どもも認識し

ているところでございます。 

  そのような中、本日は、新制度施行１年目の総括と、それから、令和元年度の保険料

率、そして、保健事業の取り組み状況に関する３件の報告を予定いたしておるところで

ございます。 

  どうか、皆様方には忌憚のないご意見、活発なご議論を賜りまして、これら制度がよ

り円滑に運営できますようにご支援、ご協力を賜りたいと思っておるところでございま

す。本日は、最後までどうかよろしくお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせて

いただきます。本日は、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。 

  それでは、本日の出席状況について、ご報告いたします。 

  委員定数１１名に対しまして、現在、１０名の皆様、ご出席いただいておりますので、

過半数の出席があり、明石市国民健康保険運営協議会規則第２条の規定によりまして、

協議会が成立していることをご報告いたします。 

  なお、議長は会長が行うこととなっておりますので、これからの議事進行につきまし

ては片山会長にお願いいたします。 

○会長     それでは、議長を務めさせていただきます。議事の進行にご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

  それでは最初に、議事録署名委員の選任をしてまいりたいと思いますが、協議会の議

事録署名委員は、明石市国民健康保険運営協議会規則第７条の規定により、議長が指名

することになっておりますので、私のほうから指名させていただきます。 

  今回は、南海委員さん、田原委員さんにお願いいたします。お二方、よろしくお願い

いたします。 

  本日の会議及び会議録等につきましては、明石市市民参画条例に基づきまして、公開

とさせていただきます。なお、会議録につきましては、市のホームページに掲載いたし

ますのでよろしくお願いいたします。 

  本日、会議の傍聴の方はおりますでしょうか。 

○事務局    傍聴の方が２名おりますので、入室していただきます。 

○会長     傍聴の方に申し上げます。傍聴席においては撮影、録音または発言など、
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会議の妨げになる行為はご遠慮ください。 

  それでは議事に入りますが、本日は、報告事項が３件ございます。 

  まず、報告事項の１番「新しい国民健康保険制度の施行１年目に係る総括について」

ということで、事務局からご説明のほどお願いいたします。 

○事務局    国民健康保険課長の高浜でございます。 

  報告事項１「新しい国民健康保険制度の施行１年目に係る総括について」ご説明いた

します。 

  失礼して座らせていただきます。 

  資料の１ページをご確認ください。 

  １点目、改革の概要についてでございます。 

  平成３０年度から新制度が施行され、運営のあり方の見直しと財政支援の拡充が改革

の柱となっていました。 

  右側２ページ上段の図のとおり、改革前は、市町村が個別で国保を運営していました

が、改革後は、県が財政運営の責任を担い、県が市町ごとに決定した国保事業費納付金

を市町が納付し、また、必要な費用を県が給付に市町村に支払う仕組みとなりました。 

  また、２ページ下段に記載のとおり、毎年３，４００億円の財政支援の拡充が行われ

ることとなりました。 

  次に、１ページ目に戻りまして、（２）本市独自の取り組みは、当協議会の委員の皆さ

んにご協議いただいた①、②を含み、３つございます。 

  ①の保険料算定方式の変更では、資産割を廃止し、表のとおり、平成３０年度の保険

料率を県の標準保険料率と近い水準に設定し、全世帯が対象となる均等割、平等割を引

き下げたことで、低所得者層を中心に８割弱の世帯の保険料負担が減少しました。 

  ただし、資産割廃止の一方で、所得割の料率引き上げにより、固定資産を持たない一

部の世帯では、高所得になるほど保険料負担が大きくなりました。 

  ②の保険料の普通徴収に係る納期の変更では、納付の開始時期を６月から７月に変更

しました。 

  他市においては、１月半ばに、県に納付する納付金や標準保険料率が確定してから新

年度の保険料率を運営協議会で協議し、３月議会に条例の改正案を上程するまでのスケ

ジュールが余りにタイトで、保険料率の設定が困難になっているとの話も聞いておりま

すところ、本市では納期の変更により、保険料率の検討を５月に実施できるようになり

ました。 

  これにより被保険者の前年中所得や総数、前年度決算の見込みを確定値に近い状態で

反映できますので、納付金に過不足が発生することのないよう、また、被保険者の負担

を極力抑えることができるよう、入念に検討を行ったうえで、保険料率を設定できるよ

うになりました。 
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  ③の業務システムの変更についてですが、本市は近隣に先駆け、国が開発し、無償で

配布する最新の事務処理システムを導入しました。 

  これにより、各種届出に要する待ち時間の短縮やコンビニエンスストアでの保険料の

納付が可能となり、また、システムを扱う窓口担当者の育成が早くなりましたので、人

事異動や制度改正に伴う事務負担の省力化が図られるようになりました。 

  ３ページ目をご確認ください。 

  ２点目、被保険者等の状況の（１）ですが、被保険者数は減少傾向にあります。これ

は特に、７５歳の年齢到達により、国保から後期高齢者医療制度へ移行する人が毎年３，

０００人程度いることや被用者保険の適用拡大の影響によるものです。ただし、本市の

減少率は県平均より低くなっております。他方、一人当たり医療費が高い前期高齢者の

割合は、県と同様増加傾向にあります。 

  （２）一人当たり医療費は県平均よりやや高めの水準で、高齢化に伴い毎年２、３％

増加しています。 

  （３）一人当たり所得は県平均よりやや低めの水準です。 

  次に、（４）一人当たり保険料は県平均よりやや低めの水準です。 

  平成３０年度の内容は決算後に判明しますが、本市については８万円台に引き下がる

ものと想定しています。 

  なお、以上の状況を踏まえますと、新制度後も事業運営は非常に厳しい状態が続くも

のと想定されますので、制度の安定化を図るため、国に更なる財政支援の拡充を要望し

てまいりたいと考えております。 

  次に３点目、国民健康保険特別会計の運営状況についてですが、平成２９年度は国の

財政支援の拡充の前倒し分による効果や、前期高齢者交付金が多く交付された影響によ

り、単年度収支の黒字額が増加しました。 

  平成３０年度はまだ見込みの段階ですが、保険料率の改定により単年度収支が均衡す

ると予想しています。また、繰越金のうち２８億円を基金に積み立てしました。具体的

には、４ページの上段の表のとおりです。 

  平成３０年度からは、国から市に入っていた交付金が県に入るようになりましたので、

事業規模が小さくなりました。また、収支の差の大半は先の基金への積み立てによるも

のです。 

  最後に、４点目、今後の主な課題は５つあります。 

  まず、基礎賦課限度額における政令基準との格差解消です。 

  平成３０年度は、所得割額の引き上げによる高所得者層に係る保険料負担の激変緩和

のため、基礎賦課限度額を据え置きとしたため、政令との格差が発生しました。しかし、

賦課限度額の引き上げは高所得者層に応分の負担を求める一方で、中間所得者層の負担

緩和を図ることができますので、早期に格差を解消してまいりたいと考えております。 
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  ２つ目は、適正な保険料率の設定です。具体的には、次の報告事項でご説明させてい

ただきますが、①のとおり県が決定する納付金や標準保険料率は、平成３０年度と令和

元年度で少なからぬ格差が生じていたことから、十分な要因分析が必要となることや、

②のとおり本県では将来的に保険料水準の統一を行う方向で検討を進めていることも

考慮すべきであると考えています。 

  次に３つ目は予算編成です。新制度施行後初の決算に向け、保険料を決定した際の被

保険者数や世帯数の見込み、予定収納率が適正であったか等の分析を行い、今後の予算

編成に活かす必要があり、また、余剰金が発生した場合や繰越金の取扱いに関する検討

を進める必要があると考えております。 

  次に、４つ目は、保険者機能の強化です。 

  保健事業の取り組み状況につきましては後ほど説明いたしますが、国民健康保険制度

の持続可能性を高める観点から、市と県が共に保険者機能を発揮し、より一層の医療費

適正化に努めていかねばならないと考えております。 

  最後の５つ目は、オンライン資格確認の導入です。 

  医療機関等におけるオンライン資格確認が令和２年度中を目途に導入されることとな

るため、被保険者証への個人識別番号にプラス２桁の付番等の対応が必要となります。

本市は、市町村事務処理標準システムを導入しているため、原則、システム改修部分で

の対応は不要ですが、事務運用の変更等の対応を進めることとなります。 

  この制度の導入のメリットといたしましては、①マイナンバーカードによる受診が可

能となること、②限度額認定証の交付申請が不要となること、③資格の過誤請求等を削

減できること、④医療機関・薬局、保険者における事務コストを削減できることなどが

あげられます。 

  今後の制度の安定運用に向け新しい課題も出てきておりますが、国保改革という非常

に大きなミッションをなし遂げるため、これまで委員の皆さんと協議を重ねてまいりま

した。おかげさまを持ちまして、昨年４月の制度施行から円滑に１年を終えることがで

きたと感じております。本当にありがとうございました。 

  以上で、報告を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○会長     説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問がございましたらお受けし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員     一番最後の（５）のオンライン資格確認の導入なんですが、これは、マ

イナンバーカードを提示すれば、それで国民健康保険証番号も全てわかるという、そう

いうことになるんでしょうかね。 

○事務局    そういう形です。医療機関側にも、カードを読み取る機器の設置が必要

になると考えられます。 
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○委員     じゃあ、医療機関での登録、カルテの記載、登録云々に関しては、マイ

ナンバーでいいということになるんですか。 

○事務局    マイナンバーカードを通せば、加入している保険であるとか、被保険者

番号等が確認できるようになります。 

○委員     確認できると。 

○委員     そのことについてですが、福祉もそれで確認できるということなんです

か、福祉。医療保険でいろいろと保険に係る福祉が保険請求には必要なんですけども、

その福祉もマイナンバーさえ登録すれば、各種福祉をお持ちの方、たくさんおられるん

ですけれども、福祉も可能ということで理解すればよろしいんでしょうか。 

○事務局    国の資料では具体的に、限度額認定証の交付が不要となるなどの記載は

ありましたが、福祉の受給者証の対応ということまでは、記載はなかったように思いま

す。 

○委員     これ、我々現場における末端処理は、どのようにすればいいんでしょう

か。 

○事務局    そうですね。結局、保険証のかわりにマイナンバーカードを提示して、

受診できるようになったとしても、福祉の受給者証をそれに合わせて提示しなければな

らないというような運用となる可能性が高いと思います。 

○会長     市としては、標準のシステムが入るので、市の側は特に何もしなくても

いいというように、今の説明で理解したんですけれど、その医療機関とか薬局とか、歯

科のほうとか、実際にマイナンバーカードを持ち込まれた側として、何か今のうちから

準備とか、機材を用意しなきゃいけないとか、何かそういうことを周知していかないと、

多分、現場でいきなり持ってこられても、何ですかみたいになってしまうのかなと、ち

ょっとそんな感じで聞いていたんですけど、そのあたりはどうなんですか。これから、

１年間しかないような感じなんですけれど。 

○事務局    非常に期間が短くなっていますので、我々としても、本市に限って言え

ば、その標準システムを導入しているから大丈夫というところもあるんですが。 

○会長     医療機関側の準備をしなければいけない部分とか。 

○事務局    そうですね。医療機関側でマイナンバーカードを読み取るための機器の

設置等の対応が発生する可能性もありますし、あと、他の市町においては、標準システ

ムを導入していないところが大半ですので、システムの変更が必要となるということで、

県と市町とのワーキングの中でも、この短いスパンの間にそういった対応が本当にでき

るのかというような議論があるところです。 

○委員     健康保険証には、有効期限というものが設定されてございますね。これ

は、それなりの意味があるんじゃなかろうかと私は思うんですけれども、マイナンバー

カードにはこれ、有効期限はありませんよね。 
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○事務局    はい。つまり、有効期限等の情報も、このオンライン資格確認で確認で

きるという話です。 

○委員     全ての個人の情報はもうマイナンバーカードで賄うということになって

いくんでしょうかね。 

○事務局    保険証に記載されているような内容については、このカードで確認でき

るようになると、国の資料からは推察しております。 

○委員     マイナンバーカードは、送られてきたときにそのままで、登録を新たに

しておられない方も多々あると思うんです。高齢者の方はほとんどもう、それをしたら、

またややこしいからいいわって、してない方が多いんですけれども、その登録をちゃん

としないとだめですよね。カードをつくり直さないと。 

○会長     通知カードと、多分、マイナンバーカードのことで、通知カードは持っ

ているけど、わざわざ写真を撮って申請するのが大変という話もありますね。 

○委員     持ってるけど、もうカードをつくってないという方もいます。 

○事務局    オンライン資格確認で使用できるのは、通知カードではなくて、あくま

でマイナンバーカードとなります。 

○委員     カードをつくらないとだめなんですよね。 

○事務局    そうですね。顔写真の入ったプラスチックのカードをつくる必要があり

ます。 

○会長     もちろん、保険証でも今までどおり受診はできるから、そういう方は従

来どおりということですね。 

○委員     構わないということですよね。わざわざつくらなくてもいいよというこ

とでね。 

○事務局    そうですね。なくても保険証で、今までどおり対応できるということで

す。 

○委員     どっちでもいけるんですね。 

○会長     一番のメリットは、被保険者がまた就職したり、いろんな形で資格が失

われたり、変わったりということに対して、速やかに調べられるみたいな、そんなとこ

ろですかね。 

○事務局    そうですね。この③以降にもございますように、保険が切りかわってい

るのに、古い保険証を使用してしまうということによる過誤請求等が発生しなくなると

いうメリットがあります。 

○会長     そのあたりも医療機関に情報提供して、積極的にそこで確認ができるの

で、請求間違いをちゃんと正してくださいねみたいな、そういうことも合わせて伝えて

おいたほうがいいのかなって、ちょっと思います。 

○事務局    はい、医師会、歯科医師会、薬剤師会への情報提供や市民への広報も今
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後検討していくことになると考えております。 

○会長     その他、これに関連してでも結構ですが。 

  はい、どうぞ。 

○委員     明石の一人当たりの医療費が兵庫県の平均より高くなっております。か

かった医療費を被保険者で負担する国民健康保険制度において、保険料を少しでも引き

下げるためには、一人一人が健康に留意して、医療費を引き下げる努力が必要です。 

  介護保険では、多くの団体が関与して、３年間の介護保険事業計画を立てて、それを

踏まえて、保険料を算出、運営しております。「一人一人の健康に」と言っても、国民

健康保険課だけでは対応できません。毎年のように引き上げられる保険料賦課限度額や、

診療報酬の改定など、国・県が大きく関与し、また、インフルエンザの流行などの不確

定な要素がある中、介護保険と比べて、相当難しい点もあるとは思います。関係団体や

関係機関とともに、データヘルス計画と表裏になった３年程度の中期的な目標を立てた

明石市の国民健康保険事業計画を策定してはと考えます。 

  その中で今後の主な課題を記載されていますが、その対応を併せて、例えば、「国保の

保険料を近隣の市と同程度の水準にする」といったような目標を立てて、そのためには

どうすればよいか、知恵を出し合い、住民や関係者で共通認識や目的意識の醸成ができ

ればと思います。 

  単年度ごとに考えるのではなくて、複数年を考えた運営、健康等の施策と負担のあり

方がリンクした明石市の国保事業計画ができないかなと思うのですが、どうでしょうか。 

○会長     これは、今日の報告事項３番に絡むのかなと思って、ちょっと今、考え

ていましたけど、保健所の方、いかがですかね。主に予防という点でいうと、そのあた

りかなと思うんですけど、まあまあ、３番でまた報告いただけるのであれば、そちらで

もいいのかなと思いますけれど。 

○委員     保険料を単年度ごとに考えるというのではなく、もう少し複数年で考え

て。 

○会長     保険料の設定は、また制度が変わったばかりなので、本当に予測が難し

いところはあるかなとは思うんですけれど、今後は長期的に、やっぱり傾向を見ていく

かなと思います。 

○委員     長期を見て、やっていったらと思いますが。 

○会長     はい、どうぞ。 

○委員     あまり長期になると、診療報酬の改定がありますので。 

○委員     ありますね。 

○委員     診療報酬の改定がありますと、やはり、健康保険に係る健康保険料率も

変えていかなければならない。だから、できれば、我々１年ごとに診療報酬の改定があ

りますので、１年、あるいは２年など、そのくらいの短いスパンでもって、やっぱり保
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険料も考えていかないと、ちょっと矛盾が出てくるんじゃないかと思います。 

○委員     ただ、高齢者人口が増えるとかいうような、ある程度、見えている部分

がたくさんあるんで、それを推定して出せば、ある程度、できてくるかなという思いも

ありますが。 

○委員     それと、この２ページに書いてあります、一番上のこの確認のところで、

平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な

事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担いという、この文言に、これに対して、明

石市が保険の、いわゆる一人当たりの医療費の高い低いを比較して、何か意味があるん

ですか。 

  これは全部、全額、財政負担は県が負担するのであれば、別に明石市が高かろうが、

低かろうが、これは問題はないことじゃないかと思うんですが、会長、いかがでしょう

か。 

○会長     このあたりは、将来的には、また県が方向性を示していくんですね。そ

の料率をこのくらい、もう格差をなくして、例えば、どこの市町村でも一律同じような

形で保険料を徴収するみたいな方向性に出てくる可能性はあって、本市でいろいろ検討

しても、またちょっと、県の関与というか、県の考え方で長期的には変わってくるかな

と思います。 

○委員     明石市には現在、公立病院が２つ、それから、民間病院が２０施設、そ

れから、開業医、Ａ会員、Ｂ会員を合わせて５９０名、これだけの医療体制をとってお

りますと、これは人口２９万７，０００人ほどだったですかね、このくらいの人口比率

からすると、使う医療費というのは、結構高いわけですよね。自由に医療を受けられる

わけですよ。 

  これが、もっと過疎な町へ行くと、受けたくても受けられないと。必然的に、使う医

療費は低くなっていきますよね。そうすると、明石市がこれ、高くなるというのは、や

っぱりこれ地域性、それから、医療の体制の整い方、こういうものが重要な問題点とな

ってくるんじゃないでしょうか。これ、高い、低いというのは、余り僕は問題視するこ

とではないんじゃないかなと思うんですけれども。 

○会長     保険者側の立場と、それからまた、市民、加入者側の立場と、いろいろ

あるとは思うんですけれど、やっぱり一番幸せなのは、病気にかからずに健康で長生き

できるという、ぴんぴんころりと言われるような、そういう生き方が最後までできると

いうところが、一番の皆さんの共通理解かなとは思いますので、そういう点で、まだま

だ改善できるんじゃないかというお立場の発言かなとは理解しますけれど。 

  もちろん、それで医療が十分受けられる、むしろそれで頑張ったとしても、やっぱり

病気になったとき、いつでも支えていただける環境があるというのも、本当にありがた

いかなとは思っていますので、全体のバランスがうまくとれるように、今後も進めると
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いうのが、そんなところかなと思っております。 

○委員     明石市がたくさん使い過ぎたといって、県から何かおとがめがあるんで

すか。 

○事務局    ペナルティーとか、おとがめとかということはありません。 

  ただ、今の保険料を原資として納付する納付金、県が割り当ててくる納付金につきま

しては、各市の所得水準と医療費水準に応じた額が割り当てられるという仕組みなって

おりますので、やはり、高ければ、その分、被保険者の保険料の負担が高くなってしま

うという部分はあります。 

○会長     先ほど、長期的な話をしましたけど、今、現実としては、前年度使った

らば、次の年の請求が上がるというようなそういう仕組みは、まだ今までどおり、そう

いう形になっているということですね。 

○事務局    そうですね。資料の４ページの（２）の①、②にも記載させていただい

ておりますが、特に、②のほうですね。将来的に、保険料水準を統一するというような

協議はずっと継続してやっているところです。他の府県によっては、いつまでにという

期限を決めて、やっているところもあります。 

  そうすると、同じ保険料になるなら医療費適正化の努力をしなくてもよいのではない

かというような考えもあるとは思うんですが、結局、全体的な保険料負担に転嫁される

ことになりますし、やはり、国民健康保険制度を将来に向けて持続可能な制度とするた

めには、もちろん、必要な医療はしっかりと受けていただいて、市民の皆さんに健康に

なっていただくことによって医療費の適正化を推進し、保険料率、保険料の負担をでき

る限り下げてまいりたいというふうに考えております。 

○会長     県が自由に、みんな一律だからといって、医療費が上がっていく方向に

なってしまうと、やっぱりインセンティブで抑制するということは、多分、出てくる可

能性もあるので、やっぱり、それなりに予防というのには力を入れていくというのは、

意味があるのかなとは思っております。 

  いかがでしょうか。大体、議論は尽くされましたか。何かまだ確認したいこととか。

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長     それでは、次に移らせていただきます。 

  報告事項の２番「令和元年度国民健康保険料率について」ということで、事務局から

説明をお願いいたします。 

○事務局    失礼します。国民健康保険課賦課係長の坂下でございます。 

  報告事項２、令和元年度の国民健康保険料率につきまして、ご説明申し上げます。 

  失礼して、座らせていただきます。 

  資料の５ページをお願いいたします。 
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  １点目の状況から、順次説明させていただきます。 

  （１）県が決定した納付金及びその納付のために必要となる保険料決定額についてで

すが、令和元年度の県が決定した明石市における納付金総額は、８５億１，８４７万３

４６円となっており、前年度の納付金総額と比べますと、３億２，７７７万４，９３１

円増加しております。 

  この納付金とは、昨年の制度改革により、県全体の医療費の総額から、交付金等を差

し引いた金額をもとに、県が各市町に納付金額を割りつけ、各市町は、これを国保事業

納付金として県に支払う仕組みとなっております。 

  表中央の保険料決定額は、当該年度の国保事業費納付金や保健事業等の歳出額から、

県の支出金や一般会計からの繰入金等の歳入額を差し引いたものが、確保すべき保険料

決定額となります。 

  令和元年度における納付金を支払うために必要となる保険料決定額ですが、令和元年

度６８億２，９５５万４，０００円となっており、前年度の保険料決定額と比べますと、

３，９９６万４，０００円増加しております。 

  次に、前期高齢者交付金精算額ですが、前期高齢者交付金は、２年後の精算時に返還

を行う仕組みとなっております。 

  平成３０年度精算額は、平成２８年度分の交付額の精算となっておりまして、返還額

は５，６８５万３，１２２円に対し、令和元年度の返還額は平成２９年度分の交付金の

精算となり、２億７，７４１万６，１９０円に増加しております。非常に大きな額とな

りますが、本市では、当初予算に平成２９年度分の繰越金を計上しており、その一部を

平成２９年度前期高齢者交付金の精算に充てることで、令和元年度の保険料決定額や保

険料率の設定に影響が出ないようにしております。 

  続きまして、（２）の県が提示する標準保険料率をご確認ください。 

  表の右端、本市の平成３０年度保険料率は、兵庫県へ納付すべき納付金に過不足が生

じにくい保険料率とするため、表中央の県が示した平成３０年度標準保険料率を参考に

定めました。しかし、表左側の令和元年度における標準保険料率は、医療分における所

得割が７．２７％、均等割２万９，５８４円、平等割２万８０２円といったように増加

しました。 

  次に、（３）納付金の増加及び標準保険料率の水準が上昇した理由ですが、納付金総額

がおよそ３億２，７００万円増加した原因は、平成２９年度前期高齢者交付金の精算に

よる返還額が２億２，０００万円増えたこと。また、標準保険料率の水準の上昇も、そ

れに伴い、納付すべき納付金を確保するために必要となる保険料決定額を基に標準保険

料率を設定していることが原因となっております。 

  なお、平成３０年度以降の前期高齢者交付金の精算は兵庫県が行い、市町における精

算は令和元年度で終了いたします。 
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  ６ページをお願いいたします。 

  ２点目の方針につきましては、このような非常に厳しい状況下ではありますが、平成

３０年度の保険料率に据え置き、対応したいと考えております。 

  その理由につきましては、（１）平成３０年度に比べ、納付金総額は３億２，８００万

円増えるものの、その主な原因は前期高齢者交付金の返還であり、一時的なものである

ことです。なお、市町における精算は、令和元年度が最後となっております。 

  （２）令和元年度当初予算において、歳入に繰越金５億円を計上しており、この一部

を納付金のうち、前期高齢者交付金の精算部分の原資とすることで対応ができる。 

  （３）平成３０年度の決算見込みでは、単年度収支が均衡すると考えており、令和元

年度は収納率のさらなる向上や、高所得者世帯が対象となる基礎賦課限度額の引き上げ、

これは、６月議会上程を予定しておりますが、この引き上げによる保険料収入の増加を

予定していること。 

  （４）兵庫県では、将来的に保険料水準を統一する方向で検討を進めており、保険料

率の改定は、その動向も踏まえ、中期的な視野に基づき、行う必要があると考えており

ます。 

  最後に、（５）平成３０年度に資産割の廃止等保険料率の見直しを実施したところであ

り、令和元年度は、制度の定着と安定化を優先すべきであると考えております。 

  以上で、令和元年度の国民健康保険料率についての報告を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○会長     説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問がございましたら、お受け

したいと思いますが。 

○委員     １点よろしいですか。 

  少しこの保険料率という枠からは外れるんですが、明石市の国民健康保険料、各世帯

に割り当てた保険料をどのように徴収しているのか。全国的な観点から、少し厚労省の

報告とともにお伝えをしますので、また、ご回答のほう、よろしくお願いいたします。 

  ちょっと古い話なんですけど、今年の４月１２日に厚労省より、平成２９年度国民健

康保険の財政状況について公表されております。大まかなところは、一言で言いますと、

単年度で、収入額については、大きな減少になっていること。その要因は被保険者が減

ったことであろうということ。支出についても大きく減っている。これについても、被

保険者数が減少している。これは、もう皆さん、新聞でもどこでも載っていることだと

思います。 

  この後、私のほうの観点からの質問でございますが、この保険料の収入、支出という

のは、これ、保険財政では一番重要な両輪となります。支出を減らす、収入を増やす、

これは基本でございます。 

  明石市さんのほうも恐らく、全体的な流れはお分かりになっていると思うんですが、
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ここ１０年ほどでみると、長期低落で、国保の収納率は８８．０１％ぐらいから、現在、

９２．４５％までに増加しております。そのような中で、全国で見て、兵庫県の状況で

ございます。 

  兵庫県、平成２８年度は全国で１９番、しかし、平成２９年度では、どのような原因

かわからないですが、全国で２４位。その中で、平成２８年度、平成２９年度を対比し

ての頑張り度合いでは、全国でほとんど最下位の状況です。このあたりをまず認識をし

ていただきながら、明石市さんが、先ほどの話じゃありませんが、兵庫県単位で考える

か、各市町村単位で考えるかはいろいろあると思いますが、その主な原因としては、１

０万人以上の都市が、兵庫県の場合は非常にポイントを下げているというのがこのよう

な結果の大きな原因となっていると思います。 

  そこで、明石市さんの、ちょっと古い、平成２９年度ですから、わかる範囲で、明石

市さんの現状をこういう協議会の中で、市民の皆さんも含めて、ご報告いただければと

思いますが、いかがでございましょう。 

○事務局    国民健康保険課納付促進担当課長の月城でございます。 

  委員のおっしゃるとおり、兵庫県におきましては、全国中で順位をかなり落としてい

ると認識はしております。しかし、本市、明石におきましては、平成２６年度から平成

２９年度まで４年連続で、兵庫県内では現年と滞繰の合計で収納率１位の成績を誇って

おります。取り組みとしましては、一般的な収納対策に尽きるということなんですけれ

ど、中でも、やはり滞納処分を辞さないという構えでやってきた効果が一番大きいかと

思います。 

  今後とも、本市におきましては、収納対策に、より一層努力しまして、成績を保って

いきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○委員     ありがとうございました。ぜひ、今後も、ご努力のほう、よろしくお願

いいたします。 

○会長     報告事項の１番のところでも聞けばよかったんですけど、コンビニで支

払いができるようにシステム改修ができたということで、そのあたりも今後は強力な武

器になっていくかもしれないなとは思うんですけれど、実際にどのくらいの方がコンビ

ニで支払ってますか。 

○事務局    あくまで金額ベースになるんですけれど、３月末の時点で、２０１８年

４月から２０１９年３月まで、この１年間で、現年、滞繰合わせて約４９億円ほどの収

入がございました。その中で、コンビニ収納における割合は約９．８％になっておりま

す。 

○会長     スタートしたばかりだけれど、結構な割合で払う方もいたというところ

ですね。 

○事務局    明石市では、例えば、納税課などが既に先行してコンビニ納付をやって
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おりました。その辺は抵抗なく、スムーズに受け入れられたかと思います。 

○会長     はい、わかりました。 

  その他、この報告事項２番に絡んで。 

  はい、どうぞ。 

○委員     医療費が伸びる中で、本来ならば、平成３１年度は、もう少し保険料が

上がるんではないかと思うんですが、制度の定着とか安定化のために保険料率を据え置

くとされております。来年になって、据え置いたものを戻して、保険料が大幅に上がる

のでは、被保険者にとって、結果的にはよくないと思うのです。 

  保険料が上がらないことにこしたことはないが、これで大丈夫かということと、また、

県の示した標準保険料率を大幅に変更して決定しても、県から何のために率を示したん

だとペナルティーを受けることはないのかということについて、お伺いしたいと思いま

す。 

○事務局    実際に、ペナルティーを受けることはないんですけれど、今回、県が示

した標準保険料率については、先ほどご説明いたしました前期高齢者交付金の返還分も

含まれた金額で設定されています。 

  先ほど、廣瀬委員からのご質問もあったんですけれど、前期高齢者交付金を差し引い

た状態で、実際に明石市における前期高齢者交付金を差し引いた料率で、医療分を計算

すると、所得割が６．８２％、均等割が２万８，０１０円、平等割が１万８，８９０円、

支援分については、所得割が２．６８％、均等割が１万１，０８０円、平等割が７，９

４０円、介護分は、２．６３％で、均等割が１万３，０５０円、平等割が６，８３０円。 

  所得割は減るんですけれど、応益に係る部分ですね、そちらの部分がどうしても上が

ってしまいますので、結果的には、この部分でいくと、今の前期高齢者交付金を差し引

いた金額で保険料率を設定しても、ほぼ１００％上がってしまいます。ただし、その部

分については、方針の中であるように、収納率のさらなる向上であるとか、高所得者層

に係る基礎賦課限度額の引き上げによるもので賄えるというふうに考えています。以上

です。 

○会長     ５ページ目の１、状況の（１）の表にある、この前期高齢者交付金の部

分が今年度、この令和元年度での徴収に強く影響している。この分を差し引くと、昨年

の保険料率と、大幅な乖離はしないけれど、若干の差は見られる程度なので、この前期

高齢者交付金の精算については、今回は繰越金の中から支出する。 

  本来、これは平成２９年にもらい過ぎた分を返却するべきものという理解のもとから

考えると、今の被保険者に割り当てて徴収するというよりは、既に徴収した分の繰越金

の中から戻すというのが一番真っ当だろうということですね。 

  なので、その影響も少ないということから、繰越金での対応をすれば、このような７．

２７％も徴収するみたいな、そういう大幅な変更が不要となる。しかも、これは一時的
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な話であって、次の令和２年度からは、これは県が全てやる話なので、市町村がこうい

うとり過ぎた、返しますみたいな話は、もうなくなるということなので、逆にここで上

げてしまうと、その対応が、変動を大きくしてしまうという理解でもあるということで

すね。 

  というあたりで、そこも少し丁寧に説明したほうがいいのかもしれないですよね。こ

の会議の中では、そこをきちんと理解、共有できればなとは思います。 

  標準保険料率が上がっているじゃないかということに対して、もし問い合わせがあっ

たとしたら、そういう丁寧な対応、説明をしていただいたらいいのかなとは思っていま

す。 

  いかがでしょうか。 

○委員     私ども、保険者、協会けんぽさんも来てるんですが、この前期高齢者の

納付金の、余りにも高額な拠出のために、健保組合が解散をしていっている実情を皆さ

ん、よくご理解していただいて、私どもは、前期高齢者の納付金を、拠出しないとは一

言も言ってないんです。ただ、国民健康保険の中で、ちゃんと前期高齢者の医療費だけ

に使ってくださいと。これはもう数年前からずっとお伝えしているのですが、そのあた

りを、やはりこの場で言っても、なかなか難しいんですが、やはり私どもの健康保険組

合、協会けんぽさん、それから共済組合、非常に大きな額を拠出しております。だから、

そのお金は前期高齢者の医療費を補填するために出されているという認識を今後、ちゃ

んと整えていただきたいと思います。 

  そうしないと、先ほど廣瀬委員さんが言われているように、この前期高齢者納付金が

前期高齢者に使われていない。自由裁量で全部使っちゃってるということで、この拠出

がなくなれば、今度、国保の財政というのは、恐らく保険料で賄っているのは、２割も

ないと思います。あとの８割は全部、補助金だと思うんですね。だから、その辺あたり

は、いつも認識はしておいていただきたいと思います。 

  すみません、ちょうどそういう話が出たんで、大事なことをお伝えしておきます。 

○会長     令和２年度以降は、でも県のほうになっちゃってる認識なんですかね。

そうすると、なかなか明石市として、単独で前期高齢者の交付金がいくらなのか分から

なくなる。 

○委員     国保の仕組みというんですか。何のために非常に厳しい拠出額となり、

健保組合の全国で一、二を争うような大きな組合が解散しています。それは、私どもの

規模でも国への納付は、９億円あまりは拠出しているんです。だから、それはちゃんと

前期高齢者の方に使ってほしいと。残ったら返してくれと。それが基本だということを

お伝えしているんです。 

  だから、交付金があるから、国保加入者全体で、何でも全部使っちゃおうと。じゃな

くて、各国保さんの中で、ちゃんと６５歳の方で１００億円使いました。そうなったら、
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私どもは必要な納付金１００億出しましょうと。その辺だけは、いつも言っていると思

うんですけど、認識だけはしておいていただければと思います。 

○会長     その他、いかがでしょうか。 

  この方針、１番の中心は、この据え置くという方針についてのところだと思いますが、

大体皆さん、ご理解いただけたというところでしょうか。 

  それでは、ご理解いただけたということで、これについては報告を受けたということ

にいたします。 

  それでは、次に移らせていただきます。 

  報告事項の３番「国民健康保険保健事業の取り組み状況について」ということで、事

務局から説明のほど、お願いいたします。 

○事務局    国民健康保険課管理係長の真田でございます。 

  報告事項の３「国民健康保険保健事業の取り組み状況について」説明させていただき

ます。 

  失礼ですが、着席させていただきます。 

  では、資料の７ページをご確認ください。 

  平成２９年度に、平成３０年度からの５カ年度を対象としました、明石市国民健康保

険保健事業の実施計画「第２期データヘルス計画」を策定しており、昨年、当協議会で

も概要をご説明いたしました。この第２期データヘルス計画は、市民の健康寿命の延伸

と医療費の適正化を目的としています。 

  その目的達成に向けて浮かび上がった明石市の健康課題について、項目１に記載して

います。 

  まず、健康課題の①自身の健康状態の把握についてですが、疾病の予防や早期発見の

きっかけとなる特定健診、がん検診等の受診を通じた、自身の健康状態の把握の必要性

を課題としています。 

  次に、②生活習慣病の治療や改善についてですが、生活習慣病の中で上位を占める高

血圧性疾患や糖尿病などのリスクが見つかった方に対する早期の治療や改善の必要性

を課題としています。 

  次の③骨折や筋力低下の予防につきましては、入院の長期化や日常生活の質の低下を

招くおそれがある、筋・骨格系疾患の予防の必要性を課題としています。 

  最後の④につきましては、その他の課題としまして、ジェネリック医薬品やお薬手帳

の普及推進等による医薬品の適正使用の必要性を課題としています。 

  以上の課題に対する明石市の保健事業の実施内容につきまして、平成３０年度の実施

状況と令和元年度の方向性を以下の項目にまとめました。 

  資料７ページの２、平成３０年度の状況についての（１）新たな取り組みをご覧くだ

さい。 
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  まず、①糖尿病性腎症重症化予防事業の本格実施ですが、近年日本全体で生活習慣病

の進行に伴う糖尿病患者数が増加しており、患者本人の日常生活の質の維持の観点から

はもちろんのこと、医療費適正化の点からも、糖尿病性腎症重症化予防は重要であると

考えています。 

  この事業は、特定健診受診者のうち、ア・イ・ウの対象者基準に該当しているにもか

かわらず医療機関を受診していない方に対し、症状の程度の応じたアプローチを行うこ

とで糖尿病性腎症の重症化を防ぎ、新規人工透析患者の減少、ひいては、医療費の抑制

を目指すものです。健康課題の中では、②生活習慣病の治療や改善に該当します。 

  平成３０年度実績（平成３１年４月末時点）をご覧ください。 

  まず、一つ目の表は対象者基準アのみに該当した方が６０人おり、その中から既に医

療機関を受診中であった３９人を除いた２１人を受療勧奨対象者としたことをあらわ

しています。その後、受療勧奨を行った結果、２１人中９人が医療機関を受診したこと

から、受療勧奨に一定の効果があったと考えられます。 

  ２つ目の表ですが、こちらは、対象者基準アに加え、イまたはウに該当した方が２１

人おり、その中から、既に医療機関を受診中であった１３人を除いた８人が重症化予防

の対象者となりました。電話、訪問、受診同行などの保健指導の結果、８人中４人が医

療機関を受診しており、こちらも効果があったものと考えられます。 

  今後、残りの未受診者への受療勧奨を続けるとともに、対象者の治療状況の確認を行

います。 

  続きまして、②重複服薬の適正化に向けた取り組みについてです。取り組みの内容は、

１カ月間に複数の医療機関から同じ薬剤の処方を受けている可能性のある被保険者へ、

服薬情報を記載した通知を送付するものです。健康課題では、④その他の課題、医薬品

を適正に使用することに該当します。 

  平成３０年度実績としましては、１１月調剤分で抽出した対象者５人に対し、今年３

月中旬に通知を送付したところであるため、今後、レセプトにより、通知後の動向を確

認し、効果検証を行う予定です。 

  次に、③ジェネリック医薬品使用割合向上に向けた取り組みとして、ジェネリック医

薬品希望シールを国民健康保険料決定通知に同封し、ほぼ全世帯へ配付を行いました。

こちらも健康課題の④に当たります。 

  ジェネリック医薬品の使用割合につきましては、８ページの一番上の表をご覧くださ

い。 

  表の上段が明石市であり、近年は、兵庫県内平均を超える伸びとなっています。なお、

表を見ていただく際の注意点としまして、この表以降、全ての表において、平成３０年

度は集計時点での暫定値となっています。また、ジェネリック医薬品の使用割合は、平

成３０年度より、集計方法が、薬局所在地ごとから保険者ごとに変更されたため、平成
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２９年度と平成３０年度はそのまま比較はできませんが、月ごとの集計の傾向から、使

用率が伸びていることは確実であると考えています。 

  続きまして、④若年層への電話による特定健診受診勧奨の実施についてですが、以前

より実施しております電話での特定健診受診勧奨の対象者の年齢を、これまでの６０歳

以上から４０歳以上に引き下げました。これは、特定健診の対象となる４０歳時点から

健診を受診する習慣を身につけていただくことを狙った取り組みです。 

  結果は、平成３０年度実績に記載のとおり、４０代・５０代とも、わずかではありま

すが、受診率が向上しました。平成３０年度は、明石市国保全体の受診率が下がる見込

みであることからすると、一定の効果があったと考えています。なお、特定健診の受診

率向上は、健康課題①自身の健康状態の把握に当たります。 

  同じく、特定健診の受診率向上に関し、⑤ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を

活用した特定健診受診勧奨を試験的に実施しました。携帯電話宛てにショートメッセー

ジを送信するＳＭＳの活用は、当課の収納係が行う滞納者への督促において、既に効果

が上がっていたことから、平成３１年２月に試験的に実施しました。 

  医療費等の状況が平均的な被保険者１００人を対象として実施しましたが、対象者の

うち、年度内に健診を受診した方が５人で、類似の世帯でＳＭＳを送信しなかった被保

険者の受診状況と比較して、明確な効果の有無が不明であったため、今後規模を見直し

た上で再度、試験実施する予定です。 

  続きまして、資料８ページの中段（２）第２期データヘルス計画の指標の達成状況を

ご覧ください。 

  まず、健康課題①自身の健康状態の把握について、３つの表を記載しました。 

  一つ目はがん検診で、代表的なものとして、大腸がん検診の受診率ですが、明石市、

兵庫県ともに下降傾向にあります。 

  ２つ目の特定健診受診率ですが、概算ではありますが、平成３０年度、明石市は前年

度を下回る可能性が高くなっています。 

  ３つ目の特定保健指導実施率ですが、明石市は、健診結果説明会での対面指導など、

きめ細かな保健指導を実施することで向上の傾向が続いています。 

  以上、３つのうちで、特に課題となるのが２つ目の特定健診受診率です。平成３０年

度の取り組みをまとめました。 

  電話による受診勧奨約８，０００件、はがき送付による受診勧奨約２万４，０００件、

国民健康保険保険料決定通知書に健診パンフレットを同封約４万件、国民健康保険被保

険者証送付時の案内書面の一部活用約４万件、高額療養費該当通知書封入封筒の一部活

用約４万件、各種受給者証の送付時の案内書面の一部活用約３，０００件を行いました

が、結果として、受診率向上に結びつけることができませんでした。 

  今後、受診率の最終数値を確認し、原因を分析するとともに、受診率の向上につなが
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るよう、取り組みの見直しを行ってまいります。 

  続きまして、健康課題②生活習慣病の治療や改善について、こちらも３つの表を記載

しております。いずれも、特定健診受診者の結果による数値となります。 

  まず、糖尿病の指標であるＨｂＡ１ｃが５．６％以上の方の割合については、平成２

８年度から平成３０年度にかけて、全体的にやや悪化しています。 

  ２つ目の表の血圧有所見者の割合は、若干の増減があるものの、ほとんど変化はあり

ません。 

  ３つ目の表の新規人工透析患者数につきましては、増減を繰り返しています。 

  これらは全て特定健診受診者から得られる結果であるため、特定健診受診率や受診者

の検査結果により変動します。特定健診受診者が多いほど集計値が明石市国保の被保険

者の現状に近づくこととなります。特定健診の受診者増が必須の課題であると認識して

います。 

  最後に、③骨折や筋力低下の予防についてですが、筋・骨格系疾患に係る疾病別（入

院）につきまして、平成２８年度が約６億１，１００万円、平成２９年度が約６億８，

１００万円、平成３０年度が約５億８，８００万円と、確実に減少傾向であるとは言え

ない状況です。 

  なお、新たな取り組みとしまして、従来から行っている骨密度測定について、平成３

０年度からは、今後の方針策定に役立てるために結果データの集積を開始し、１年間で

１，９１０人分のデータを集積しました。今後も、骨密度測定の機会を増やし、データ

集積を行うことで、傾向と必要な対策が明らかになってくるものと考えています。 

  １０ページをご確認ください。 

  以上、第２期データヘルスに掲げる明石市の健康課題に基づく平成３０年度の取り組

み及び指標の達成状況から、今年度の方向性を５点に整理しました。 

  まず、（１）特定健診未受診者対策についてですが、特定健診未受診者の中には、実は

かかりつけの医療機関を受診している方が相当数いることがレセプト情報からわかっ

ています。この方たちとかかりつけ医療機関の双方に対して、特定健診の受診を促す文

書の送付によるアプローチを行うことを予定しております。 

  続きまして、（２）特定健診受診者へのアンケート調査の実施についてですが、昨年度、

特定健診を受診した方の中から、地区別・受診歴別に対象者を抽出し、受診のきっかけ

となった要因についてのアンケートを実施し、その結果に応じて、受診勧奨業務の内容

の見直しを行うことを検討しています。 

  次に、（３）糖尿病性腎症重症化予防事業と（４）重複服薬適正化に向けた取り組み、

それぞれの継続実施及び課題分析についてですが、いずれも昨年度から本格的に開始し

た事業であり、なおかつ、即効性のある事業ではありません。今後、継続することによ

り、効果測定、課題分析が可能になるものと考えています。今後、機会を捉えて、取り
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組みの結果を当協議会で報告してまいりたいと考えています。 

  最後に、（５）ジェネリック医薬品の使用状況の分析についてですが、これまで順調に

使用割合が向上していますが、近いうちに頭打ちになることが予想されるため、先進都

市の取り組みなどの情報収集や分析を行いたいと考えています。 

  以上、今年度も関係機関のご協力をいただきながら、疾病の予防・健康づくりに取り

組み、健康寿命の延伸、医療費適正化に一層の力を入れてまいりたいと考えております。 

  以上で、私からの報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

○会長     説明が終わりました。ご意見、ご質問がございましたら、お受けしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○委員     これは、私は明石に住んでいるわけじゃないんですが、広報あかし、い

つも会議でほめてるんですが、非常にいいできで、楽しく読ませていただいています。

ただ、５月号に一つ疑問点が、保健事業でございまして、このあたりちょっと、どうい

うお考えでやられているかをお聞きしたいと思います。あくまで予算があることですか

ら、すぐ改善をしてほしいとか、そういうことじゃございません。 

  まずは、人間ドックの受診費用の助成という欄でございます。１点は、３５歳から７

４歳、それから加入者届け出６カ月、それから保険料を完納している方を対象に、人間

ドックの受診費用の７割を助成します。基本的には、私が認識しているのは、大体、半

日ドックで４万円ほど、これは一泊二日も入れているのかどうか、よくわからないんで

すが、その辺も答えられたら答えていただきたいと思います。 

  問題は、先着６００人という発想でございます。これはやはり、先ほど特定健診、大

体それは８，０００円くらいです。８，０００円から９，０００円くらい。健診受診者

を増やす意味から、私は人間ドックのほうがいいんやという方を６００人で打ち切ると

いう、その考え方がちょっとよくわからない。理解できないということですね。 

  半日ドック、４万円の助成が２万８，０００円、本人負担１万２，０００円。これは

少し本人に対して、有利過ぎると私は考えます。 

  一つ質問でございますが、平成３０年度の、同じやり方をされたのかどうかわからな

いんですが、人間ドックの助成人数は何人いらっしゃったか。助成金で簡単に考えると、

１，６８０万円くらいだと思うんです。これを人間ドック補助額を２万円ということで

すれば、まだたくさんの方を受け入れるということができると思いますので、そのあた

り、どのくらいの実績値があるのか。 

  もう１点は、早く申し込んだ者勝ちだということになると、毎年、同じ方が申し込ん

でいるんじゃないかと。このあたりも分析をどうされているのか。そのあたり、予算の

限りがある問題ですから、ここで決める問題じゃないんですが、どのような分析をされ

ているかを一つお願いします。 
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  一泊二日の人間ドックの補助額はどのような計算をされているのか。大体、一泊二日

だったら、７万円から８万円、それを７割補助しているのか。それとも特殊な計算をさ

れているのか。このあたり、少しお願いをしたいと思います。 

  最後に、話の途中で、丁寧な説明というところから考えると、少し飛ぶんですけど、

ジェネリック医薬品の使用割合というところは、はっきり薬剤全部の中でジェネリック

を７割使っているんじゃなくて、ジェネリックがある薬の中で、ジェネリックを使って

いる方が何割かをはっきり表示しておかないと、誤った情報になりますから、そのあた

りはどうですか。 

  ジェネリックのある薬の中で、ジェネリックを使っている方が何割あるかというとこ

ろが問題なところであって、全部の薬剤からしたら、ジェネリックのない薬ってたくさ

んあります。そのことは、この七十何％の中に入っていませんよということを、明石市

として丁寧な説明という形でやっていただければと思います。 

  目標は来年当たり、国は８０％ですから、ぜひ、ご努力のほう、よろしくお願いいた

します。以上です。 

○事務局    まず、佐藤委員のご指摘のジェネリック医薬品なんですけれども、ジェ

ネリックは医薬品のあるもののうち、使用率が７割を超えているということになります。 

  人間ドックの受診者の状況なんですけれども、平成３０年度で約５６０人程度であっ

たと記憶しております。 

  内容としましては、半日ドックのみを基本としてまして、その中に婦人に係る検診を

オプションとしてつけています。一泊二日のドックは行っていません。 

  補助の率に関しましては、そういった検討は今まで行っておりません。 

○事務局    管理係の浅田でございます。 

  人間ドックの助成の金額につきましては、手厚いのではないかというご意見なんです

けれども、一般検診と婦人科検診のほう、オプションでつけられるように仕組みとして

できておりまして、一般検診のほうにつきましては、先ほど申し上げたとおり、半日人

間ドックというのを想定しております。 

  検査項目のほうは、診察から血液検査、いろいろ人間ドックとして用意しておりまし

て、その検査に係る診療報酬を積算いたしまして、そこから実際の検査費用というのを、

一旦、全額で出しまして、保険証と負担割合が大体同じになるように、本人の方には約

３割をご負担いただくということで、そこから７割を助成しようということで、積算は

そのようにして金額を設定しております。以上です。 

○委員     ありがとうございます。 

  しかし、人間ドックというのは、２時間ドックというのも兵庫県で推奨しているのも

あるんですが、それは二万数千円ですよね。普通の一般のドックをやってますよと標榜

している病院さんだったら、大体、３万８，０００円から４万５，０００円くらいだと。
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私が高過ぎると言っているんではなくて、こういう特定健診を増やそうという明石市さ

んが目標を掲げている中で、受けられないようにしているというのは何ですかというこ

となんです。 

  去年の平成３０年度の実績、５６０人、６００人までいかなかったのかどうかは別と

して、やはり、そのあたりは、先ほど難しい計算式を言われたから、私もちょっと理解

できなかった。診療報酬に戻してって、人間ドックに診療報酬なんかありませんから、

もっと簡単にされたらよろしいん違いますか。３万８，０００円のＡ病院だったら２万

円、４万４，０００円の半日ドックのところも２万円、そしたら、何も頭を使わなくて

もいい。６００人に２万円ずつ補助したらということでね。 

  一人一人何も違う金額、婦人科のがん検診とかはそれは別問題です。それは、一旦本

人さんが払っていただいて、明石市が保健事業として、がん検診として補助をしている

んであれば、別に全額補助してあげたらいいわけです。 

  私が言っているのは、いつも楽しみにしている広報あかしでは、後期高齢者は抽選１

００人、３５歳から７４歳の加入者は先着６００人と書いている。 

  この３５歳以降の方が先着６００人というのは、私が考えるには、６００人上限で７

割の補助をしているという有利性を考えて、同じ方が、毎年したらだめと言っておるわ

けじゃないんですけど、取った者勝ちみたいにされて、実際に他の市町村から移ってこ

られた方がこういうものを見て、受けようかと頼んだら、いや、もう年度で終わりまし

た、予算がなくなりましたという対応はできるだけやめてほしいということを言ってい

るわけです。 

○事務局    佐藤委員にご指摘いただきましたが、ご想像のとおりの状況です。 

  定員を６００人に制限していることによって、昨年度は７月の半ばで、もう人数に達

しました。よってそれ以降にお申し込みに来られた方については、お断りするような状

況になっていたところです。 

  定員を６００人とするのはなぜというところですが、やはり、予算枠によるところが

最大の要因です。ご提案の対応にすると確かに、助成の割合を削ることによって、一人

一人受診された方のご負担は増えることにはなってしまうんですけれども、その人数は

拡大できるというメリットがあります。あと、毎年同じ方が受けているんじゃないのと

いうところなんですが、確かにその傾向が非常に強いと感じております。 

  ですから、ご指摘いただいた部分につきましては、今年度はもうこれで進めていると

ころなんですが、今後の課題として、検討を進めてまいりたいと考えています。それが

実現できるかどうかというのは、また別の話なんですが、そういった貴重なご提案をい

ただきましたので、検討をしてまいりたいと考えております。 

○委員     ありがとうございます。 

  保健事業で予算がある範囲の中ですけど、他市町から７月に、明石市さん、特に人口
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増の見本となっているような、兵庫県内、また全国でも見本となっているような明石市

が、７月に来たら、中核都市として、来た人は権利はないよというようなことが、でき

たら防げるようにお願いしたい。 

  ７割というのは、健保組合でもここまで手厚いところはないと思います。大きい組合

でも約２万円位だと思います。参考に、私どもの組合は１万円ですので、ずっと前に７

割って聞いていて、確かに大きな手厚い助成やなと思っていたんですけど、これだった

ら皆さん、取り合いという表現はぴったりじゃないですけど、申し込んだ者勝ちという

ような形のケースがやはり、正直にお答えいただいたんですけど、ぜひ、内部で、たと

え２万円にしても、３万８，０００円のドックが１万８，０００円で受けられるわけで

すよね。それに、高いところで４万４，０００円くらいのところでも、２万数千円で一

年間の安心が買えるということなんで、ご理解は得られると思いますよ。予算ももうち

ょっと広げてほしいですね。 

○事務局    そこも合わせて考えてみます。 

○委員     何もすぐ結論を出してくれということじゃなくて、ちょっと広報を見て

いて、あれ、こんなやり方してるんかなということで、ちょっと疑問に思っただけでご

ざいますから。また、改善のほうでも、またご審議、よろしくお願いいたします。以上

です。 

○事務局    ありがとうございます。 

○委員     協会けんぽの北原と申します。 

  特定健診が始まりまして、もう１０年くらいたちます。かなり、私どもも保険者で、

なかなか受診率が上がらなくて苦労しているところは一緒なんですけれども、もしご存

じでしたら申しわけないんですけど、厚労省のホームページの「明日から使えるナッジ

理論」という書類、ハンドブックがありまして、今、通知をたくさん、何万件とか、何

千件とか出されていらっしゃって、なかなか効果が上がらないというお話があったんで

すが、この中には、多分、ちょっとした工夫をすることで、受診率が上がりますよとい

うような市町村の事例が載っていたりしまして、「今すぐできる受診率向上施策ハンド

ブック」とかいうものもありまして、がん検診と特定健診を同時に実施したケースとか、

そういうものも載っておりますので、いいところの情報を活用しながらやっていく必要

があるのかなと。 

  ご苦労されているとは思うんですけれども、引き続き、頑張っていただきたいなとい

うところと、それからあと、糖尿病の重症化予防のところなんですが、今年度、平成３

０年１０月から本格的に実施をされているということで、昨年、県の保険者協議会は、

いろんな保険者さんが集まって、もちろん市町の担当の方も来られたりしている県の保

険者協議会の糖尿病の重症化予防の事例発表会というのがありまして、そのときの資料

で、その際、事例発表されたのが尼崎市さんなんですけれども、明石市さんのほうの職
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員の方も何名か参加されていると思うんですが。 

  その中で、尼崎市さんはもう早くから重症化予防に着手をされておりまして、やっぱ

り長く介入することで、人工透析の導入の割合とかが減ってきているというようなとこ

ろのデータを出しておられます。 

  一つ、その資料の中でこれはいいなと思ったのが、糖尿病の、なかなか医療機関を受

診したいんだけれども、自己負担もあるので受診しづらいという方が、恐らくいらっし

ゃるんだろうと思われるんですけれども、条件をつけて、病院にかかる際の窓口の自己

負担を助成しているという事業をされていらっしゃるようなんです。 

  その辺も、今後ちょっと検討していただくと、病院にかかりやすくなるのかなという

ふうに感じましたので、一応、情報提供をしておきたいと思います。以上です。 

○会長     はい、どうぞ。 

○委員     一市民としてね、特定健診というのは、すごく私たちはありがたいんで

すね。２年前までは会社へ行ってたから会社でしてたんですが、やめてから、特定健診、

去年初めて受けたんですが、すごく役に立ったなって思うことと、この中で骨密度とか

血管年齢を入れるということはできないんでしょうかね。 

  やっぱりね、私たち、そういうのを見て、これだけ骨密度があって頑張れるとか、年

より上だなと思ったら、それに関して、栄養のほうもとか、バランスとか運動を考える

と思うんですね。やっぱり、その特定健診の中にそういうのを入れていただいたら、私

たちはありがたいんですけど。 

○会長     そうですね。検査するだけじゃなくて、その先の、どうやったら、それ

が維持できるかというところまで、わかりやすく伝えられればということですね。 

○委員     そうなんです。そうやって、血管年齢でもこういう食べ物を食べたらい

いですよとか、そういうように発信していただければ、すごくありがたいんですけどね。 

○会長     はい、どうぞ。 

○事務局    保健予防課長の小林でございます。 

  骨密度測定なんですけれども、医療機関に委託する個別健診のほうはメニューには入

ってないんですけれども、集団健診のほうでは、骨密度測定を無料で実施しておりまし

て、ただ、健診の日ではなくて、結果説明会の日に無料で実施しております。 

  趣旨といたしましては、受けっ放しでは意味がないので、その部分に力を入れるとい

うことで今、実施しておりまして、そのインセンティブというか、ぜひ、骨密度測定も

あるので来てくださいねということで、結果説明会のほうを毎回、開催しております。

次、いらしていただければうれしいです。 

○会長     市民の側からも受けてよかったという、今みたいな声をもっと広めても

らいたいですね、この４分の１しか受けてない人たちの、残りの４分の３の人にも、ぜ

ひというところです。 
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○委員     そうなんですね。私がこういう場にいるのも、やっぱり私の友達とか近

所の方にでも、こういうのがあるよって、この特定健診でも少ないですよね。だから、

こういう面でいいですよって広めているんですけど、なかなかね。 

○会長     はい、どうぞ。 

○委員     今と全く同じ意見で、骨密度と血管年齢を目的に受診を希望する人が多

い。ただ保健所が大久保へ移動したために、東部の健診が減ったような感じがすると言

う人もいますが、減ったんですか。 

○事務局    保健センターが東部にありましたので、地域の出前健診と保健センター

の定期的な健診をしてたんで、その保健センター分が市の中央部の大久保の保健所に移

転しましたもので、実際、東部のほうは回数が減ったのは事実なんです。 

  それを踏まえまして、今年度は東部のほうで市民会館の会議室を借りたりとかして、

回数のほうを増やしてまいります。 

○委員     骨密度を測りたいので申し込みたいが回数が少ないと言われていました。 

○事務局    アスピアとかですね。 

○委員     それと、その健診のことですが、健診日を毎月の市の広報で周知されて

いますが、見落とすことが多いので、できたら、受診券を配布する際に、年間スケジュ

ールを示していただければありがたい。 

○事務局    一応、今の段階で、９月までの、前半の半年分は入れているんですけれ

ども、後半については、ちょっと日程調整が全部できないので入れていない状況です。

後半については、広報あかしとかホームページで掲載しているだけになりますので、残

りの半年分の広報というのは、ちょっと多少課題としては感じているところなんですけ

れども。出前健診とか、地域の健診というのが、地域のほうから申し込みいただいて随

時決まるものですから、どうしても年間のスケジュールというのが、今のうちのやり方

ではできていない状況になっております。 

○委員     それと、疾病別の医療費で見たら、入院にかかる医療費では、統合失調

症が第１位になっていた。中核市になって、精神の関係の業務が県から移管されて、明

石市で行われることになったが、取り組みはどうでしょうか。 

○事務局    データヘルス計画で統合失調症が１位になっておる要因につきましては、

データヘルス計画作成の集計の際に、悪性新生物、がんなんですけれども、がんを胃が

ん、大腸がんというふうに部位別に細かく分類したこともあって、１位に浮かび上がっ

てきているという面もあります。 

  統合失調症の医療費が高いということは事実で、入院が長いことが一番の要因かなと

思いますので、国保と保健所と連携してデータヘルス計画をつくってますので、統合失

調症に係る医療費の推移なども情報共有していきたいと考えています。 

○委員     取り組みを充実強化することで、患者さんの症状が改善されて、退院し
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て社会復帰されれば、ひいては医療費の削減にもつながるわけです。これは受け皿の充

実とか地域を巻き込むといったトータル的な取り組みも必要だと思うのですが、今後と

も、保健所におかれては精神疾患の方に対して、個人個人に合ったきめ細かな取り組み

をお願いしたいと思います。 

○事務局   健康推進課長の浅見です。 

  ちょっと補足のほうで、一言説明させていただきます。 

  新たな長期入院の予防ということで、早期介入、早期治療の促進ということを掲げま

して、保健師、精神保健師が、患者の方の退院時ではなくて、もう入院時の段階から、

退院後の地域生活を見越した支援というのを現在のところ行っております。 

  また、障害福祉課と連携いたしまして、長期入院中の精神障害者への地域生活のイメ

ージを持っていただくために、そういうサービスを使いながら地域生活を送っておられ

るピアサポーターの方の地域生活報告会なども実施をしております。 

  統合失調症という病気は、現在のところ、長期入院が解消するという特効薬のような

取り組みというのは見当たらないところなんですけれど、入院患者、病院スタッフ、地

域住民への地道な啓発を続けていくことが重要なことかなと考えておりますので、ご理

解のほうよろしくお願いいたします。 

○委員     今、小林課長のほうから話があった出前健診ですけど、明石の中に２８

小学校区ありまして、まちづくり協議会の会長が出前健診等を行っておるんですが、私

も江井ヶ島校区で今年、小林課長、今度４年目になるんですかね。 

○事務局    はい。 

○委員     この後、ちょっと予定を入れる予定でおるんですけど、２８校区全部が

出前健診をやればいいんですけど、なかなかね、いろんな格差がありまして。結構、待

ち時間等もなくスムーズにいくんで、この出前健診は、私ども江井ヶ島校区にあっては

いいかなと思っていますので、またよろしくお願いします。 

○事務局    ありがとうございます。 

○会長     どのあたりが協力してくれない地域の問題なんですかね。人がいないと

か。 

○委員     小林課長がまず、役員会に来ていただいて、その後、理事長、理事会、

いわゆる会長会ですね。２８校区の会長会がある席で出前健診を進めてくれはるんです

けどね、なかなか乗ってこられない。 

  私どもも、３年前に知って、ことしで４年目、出前健診を１１月か１２月ごろにやる

予定でおるんですけど、校区でやっぱり３０から４０、５０名なかなか超えないですけ

どね。やる予定でおりますけど。 

○会長     はい、どうぞ。 

○委員     高血圧の薬をいただいているんだということで、この間、お話ししてた
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んですけど、７種類も飲んでるって言うんですけど、高血圧でそんな７種類のお薬、私、

薬のあれを見せていただいたらよかったんかなと思ったり、後で思ったんですけど、７

種類飲んでて、血圧幾らって言うたら、１４０くらい。飲んでてその数値ということで

すね。 

  それと、もう１０種類以上飲んではる方が、目まいを起こしたりするので、それを病

院に持っていって、先生に診てもらって、目まいがすると言ったら、２種類減らしてい

ただいて、目まいがとまったというお話も聞いたりしましたし。 

  その高血圧で、私はそれだけのお薬を飲むんかなと思ったことと、それと、この同じ

病院じゃなくて、あちこちの病院で、ここに載ってますよね、２番に同じ薬をいっぱい

処方してもらって、その方はそれを飲んでいるんかなと。それをどこかへ持っていくと

か、そんなんしているんかなと一瞬思って、自分でそれだけの薬を飲んだら、自分の体

がだめになると思うんですけどね。 

  その調査は後になるわけですか。この３月以降にということ。 

○会長     これはレセプトを見て通知を出すという流れだから。何かできたら、本

当は窓口で発見できるような体制が必要ではないかと思います。 

○委員     システムがあればいいんですけど、お医者さんによって、一つのお医者

さんで全部飲まれているのかどうか、わからない。患者さん自身がお薬手帳って今ある

んですけれども、そのお薬手帳を、先生によって何冊も持っていて、時たま間違って、

ほかのお薬手帳を出されたり、自分だけじゃなくてね。ご主人様のを出されたりして、

患者さんが仕分けされておられたりしたら、なかなか発見ができないということもあっ

たり。 

  あと、先生のところに、できるだけ言っていただいて、減らしていただくようには、

私たちも薬局のほうでも節約バッグとかいうものもお渡しさせていただいて、余ってお

れば、そこに入れて、家にあるもの全部を持ってきてくださいとかいう取り組みはさせ

ていただいているんですけど、なかなか。持ってきていただける方は数を減らせるんで

すけど。 

○委員     ７種類飲んでる方は、一つの病院しか行ってないんです。だから、先生

に聞いてみたらとは言ったんですけどね。 

○委員     我々の責任はあるんですよ。 

○委員     いや、そんなつもりじゃないんですけど。 

○委員     いや、これはね、フルメディケーションというんですね、そういうのを

ね。７種類、１０種類飲まれている方ね。 

  高血圧っていうのは、一つの原因で血圧が上がらないけど、何十種類もの原因がある

わけなんですね、高血圧にかかわる原因というのは。この薬が効かなかったら、じゃあ

こっち飲もうか。じゃあ、これやめて、こっち飲もうかじゃなしに、これ効かなかった
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ら、これ飲んで、これ効かなかったら、これも追加して、これ効かなかったら、これも

追加しようかという、そういう医療をおやりになる方もおいでになるんですよ。順繰り、

順繰り変えていくんじゃなしに、追加方式で、いわゆる投薬される方もおいでになるわ

けですね。そしたらもう、高血圧の薬から、もう血管の薬から、それから肝臓の薬と、

薬これだけ飲まないかんと。もうご飯のかわりに薬飲んでいるような人、おいでになり

ますよ。もうお薬手帳を見たら、蛇腹みたいな人ありますよね。 

○委員     そうみたいですね。 

○委員     それが数年じゃないみたいですわ。それがずっと続いているっていう話、

この間も言ってました。 

○委員     それはね、やっぱり我々が、管理責任って誰があるかっていったら、現

場のドクターが責任をもって投薬調整をしてもらわないと、その処方をやられる方の態

度でしょうね。それは、我々の責任じゃないかと思います。 

  それと、田原先生のところで、そういうふうな、いわゆる多種類に当たるフルメディ

ケーションの患者さんが来られて、処方せんをお持ちになったときに、もう一度、病院

のほうに問い合わせをするという、そういうこともしていただければいいんじゃないか

と思います。それで防げると思いますね。 

○委員     そのようには言ったんですけどね。 

○委員     一部の患者さんによりましたら、お薬を聞くと、飲まれてないと。飲み

にくいからと言って、そのことをドクターに、お医者さんのほうに言われてない。先生

は、これ飲んでも、先ほども言われたように、効かないから、次、また足すとかいう形

とかもありますので。 

  できるだけ私たちも、必ず、来られた方にはお聞きして、そのときに、そういう場合

には、疑義照会させていただいて、減らさせていただくとかいうこともあるんですが、

なかなか飲んでないということをおっしゃらない患者さんも。言うと先生に怒られると

かね。やはり、いまだに先生を神格化されておられる患者さんなんかもありますので、

その辺もできるだけ、これから。 

○委員     その方は律儀に飲んでおっての方みたいやから、その７錠いただいてい

る方は。だから、一回相談してみてと。 

○委員     やはり、できるだけ患者さん自身も自分の症状を薬局か、それこそお医

者さんのほうに言っていただけるような環境も、これから私たちもつくっていきたいな

と思っております。 

○委員     私も、もう一度、話はしてみます。 

○委員     できるだけ先生のほうに言って、先生がだめであれば、薬局のほうか、

どちらかに、言いにくければ、どちらかのほうに、ぜひ言っていただくようにお話しし

ていただいたら。 



－ 29 － 

○委員     これは、現在の風潮かもしれませんけど、パソコンでデータをこう見な

がら、患者さん、ここにおって、横にいて、そうですか、なるほど、はい、はい、はい

というのは、これね、どうしてもデータ上で薬、ぽんと追加しちゃうわけですね。今、

電子カルテですから。ああ、それ効かないなら、もう一つ追加しておきましょうかって、

パソコンのキーを押せば、ここ追加できるわけですよ。 

  ところが、患者さんの顔を見て、あんたふらつくかいな、食欲がないんかいなって、

この薬飲みにくいんかいな、粉薬嫌いかと、そういうふうなことをマンツーマンで、対

面でお話ができるようなドクターであれば、それはできると思いますわ。それは医者の

姿勢ですわ。だから、我々が努力すべき点は、その辺じゃなかろうかと思いますね。 

○委員     よろしくお願いします。 

○会長     ぜひ、明石市としても、レセプトで調べて、ピックアップできるという

ところに来ているので、これは、本人に服薬通知をするのみになってますけれど、それ

だけではやっぱり足りなくって、関係機関に、できたらそういう情報を共有して、みん

なで対策していくという流れに持っていかないと、ちょっと個別に本人に言っても無理

なのかなとは、ちょっと思いますので、ぜひ、そういう広げて、この問題を検討できる

ようにしていただければと、みんなで情報共有すると、まずって感じかなと思っていま

す。 

○事務局    今後も検討を進めてまいります。 

○会長     大分時間のほうが押してしまいましたけど、皆様、議論のほうはよろし

いでしょうか。大体、議論できましたでしょうか。 

  それでは、さまざまなご意見をいただきまして、ありがとうございました。 

  それでは、事務局の方、何か連絡事項など、ありますでしょうか。 

○事務局    ございません。 

○会長     それでは、被保険者の健康保持増進と医療費の適正化は、国民健康保険

制度の安定化や被保険者の保険料負担の抑制に大きな影響を与えます。今後も保健事業

の実施状況や成果などを適宜、ご報告いただきたいと思います。 

  それでは、これをもちまして、本日の議事につきましては全て終了いたしましたので、

議長の務めを終わらせていただきます。 

  長時間にわたり、議事進行にご協力いただきまして、まことにありがとうございまし

た。 

  以上をもちまして、令和元年度第１回明石市国民健康保険運営協議会を閉会させてい

ただきます。 

  本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 

（閉会 １５：１１） 


