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令和元年度第１回尾張旭市国民健康保険運営協議会会議事録 

 

１ 開催日時 

  令和元年１０月２４日（木） 

  開会 午後 ２時００分 

  閉会 午後 ３時００分 

２ 開催場所 

  尾張旭市役所 ２階 ２０１会議室 

３ 出席委員 

  被保険者を代表する委員（５名） 

    三浦 雅子、宮部 百合子、杉本 千登世、宮本 公隆、磯部 淳夫 

  保険医又は保険薬剤師を代表する委員（３名） 

   花井 雅志、山﨑 雅弘、加藤 富士子 

  公益を代表する委員（４名） 

   長谷川 裕子、山下 昌代、渡邉 欣聖、加藤 紘司 

   １２名 

４ 欠席委員 

  黒江 幸四郎、近藤 三博、塚本 佳子 ３名 

５ 傍聴者数 

   １名 

６ 出席した事務局職員 

  健康福祉部長 竹内 元康、保険医療課長 浅野 哲也、 

  国保年金係長 小川 由香里、国保庶務係長 森下 亜希子、 

国保庶務係副主幹 天野 佳子、国保庶務係主事 渡邉 丈 

７ 議題等 

 ⑴ 会長の選出について 

⑵ 平成３０年度国民健康保険事業状況報告について 

⑶ データヘルス計画平成３０年度実績評価について 

⑷ その他 
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８ 会議の要旨 

保険医療課長 定刻になりましたので、ただいまから令和元年度第１回国民健

康保険運営協議会を開催いたします。 

本日の会議は、委員改選後最初の会議でありますので、会長選

出までの間、わたくし保険医療課長の浅野が進行を務めさせてい

ただきますのでよろしくお願いします。 

会議に入ります前に、近藤 三博委員、塚本 佳子委員から本

会を欠席される旨の連絡がございましたことをご報告いたしま

す。また、花井 雅志委員におかれましては、所用のため途中退

席されると伺っておりますので、どうぞご了承ください。 

黒江 幸四郎委員につきましては、まだご到着されておりませ

んので、本日の出席委員数は１２名でございます。本会規則第７

条の規定による定足数に達しておりますので、ただいまより開会

いたします。 

なお、この会議は傍聴を認め、後日議事録を公表するといった

会議の公開を行うものでございます。委員の皆様にはご了承くだ

さいますようお願い申し上げます。 

それでは、開会にあたり、健康福祉部長の竹内より挨拶を申し

上げます。 

健康福祉部長 みなさまこんにちは。健康福祉部長の竹内でございます。本日は

お忙しい中、また、お足元の悪い中、国民健康保険運営協議会に

ご出席いただきましてありがとうございます。また、様々な所で

本市の市政運営に御協力をいただきまして、感謝を申し上げます。 

さて、本会議は保険事業の運営の重要事項に関し市長の諮問に応

じて審議し、又は建議するといったことを所掌事務としておりま

す。本日の運営協議会は、先ほど課長からも申し上げたとおり、

委員改選後最初の開催でありますので、会長、副会長の選出をは

じめ、前年度の事業の状況報告を議題とさせていただいておりま

す。委員の皆様におかれましては、疑問な点などありましたらご

意見をいただいて、今後の事業運営に生かしていきたいと思いま

すので、本日はよろしくお願いいたします。 

保険医療課長 本日は、尾張旭市国民健康保険運営協議会の委員改選後初の会

議でございます。 

委員の皆様におかれましては、新任のかたもお見えになります

ので、自己紹介の後、進めてまいりたいと思います。 

それでは、花井 雅志委員から御着席の順に自己紹介をお願い

いたします。 
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 ＊＊ 委員自己紹介 ＊＊  

 

保険医療課長 では、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

本日の資料は、事前に送付いたしました、次第、「尾張旭市国民

健康保険運営協議会委員名簿」、資料１、参考資料、そして、机上

に配付いたしました、座席表、資料２「データヘルス計画平成３

０年度実績評価」と「データヘルス計画（令和元年９月修正）」、

正誤表、国保の事業概要３０年度実績という冊子でございます。 

不足しているものがございましたら、事務局へお知らせくださ

い。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

議題⑴の「会長の選出について」説明させていただきます。 

参考資料「尾張旭市国民健康保険運営協議会規則」をご覧くだ

さい。 

第４条に、｢協議会に会長のほか副会長１名を置き、公益を代表

する委員より選出する｣と規定されております｡ 

「尾張旭市国民健康保険運営協議会委員名簿」をご覧ください。 

公益を代表する委員は、 

塚本 佳子（つかもと よしこ）委員、 

長谷川裕子（はせがわ ゆうこ）委員、 

山下 昌代（やました まさよ）委員、 

渡邉 欣聖（わたなべ よしきよ）委員、 

加藤 紘司（かとう こうじ）委員の５名です。 

この５名の中から、会長と副会長を選出していただくことにな

ります。 

会長、副会長の選出につきまして、どなたかご発言はありませ

んか。 

花井委員 はい。 

保険医療課長 花井委員どうぞ。 

花井委員 会長には、前年度も協議会の会長を務められた、 

渡邉 欣聖委員を推薦いたします。 

副会長につきましても、前年度も協議会の副会長を務められた、 

加藤 紘司委員を推薦いたします。 
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保険医療課長 ただ今、花井委員よりご発言がありました。 

会長に渡邉 欣聖委員、副会長に加藤 紘司委員を推薦するご意

見がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

 ＊＊ 異議なしの声 ＊＊  

保険医療課長 ありがとうございます。ご異議もないようですので、 

会長には渡邉 欣聖委員、副会長に加藤 紘司委員が選出され

ました｡ 

渡邉委員、加藤委員のお二人は、会長、副会長のお席に移動を

お願いします｡ 

 

＊＊ 会長・副会長席に移動 ＊＊  

 

それでは、ただ今、会長に選出されました、渡邉 欣聖委員に

代表して就任のあいさつをお願いいたします｡ 

 

会長 ただ今、会長に選任を賜りました、渡邉 欣聖でございます。 

公平、中立を旨としまして、頑張ってまいりますので、皆様、

お力添えをよろしくお願いいたします。 

 

保険医療課長 ありがとうございました。それでは、以後の議事につきまして

は、渡邉会長にお願いいたします。 

 

会長 では、議題の⑵に入ります前に、運営協議会規則第１３条の規

定により、２人の委員を議事録署名者として指名させていただき

ます。 

議事録署名者には、 

宮部 百合子委員、山﨑 雅弘委員のお二人にお願いしたいと

思います。 

なお、議事録については、後日事務局が作成し、署名をいただ

きますのでよろしくお願いします。 

それでは、議題⑵の「平成３０年度国民健康保険事業状況報告

について」、事務局よりお願いします。 

 

国保庶務係長 ＊＊ 資料１により説明 ＊＊  
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会長 ただいまの事務局の説明に対して、ご意見等はございませんか。 

副会長 ２点お伺いしたいと思います。 

まず、資料の１ページ目で国保の加入者数が低下しているのは、

要因がありますでしょうか。 

もう１点は、２ページ目になりますが、収納率が向上したのは

何か理由がありますでしょうか。 

 

事務局 

（国保庶務係長） 

加入率が低下しているのは、毎月 1,000 人近くが後期高齢者医

療に移行しているのが、一つの大きな要因です。また、平成２８

年度から社会保険の加入要件が緩和されたことも、２番目の要因

としてございます。 

収納率の向上は、収納課の努力によるものと認識しております。 

 

副会長 国保税の収納については、市税と合わせて収納課が関わってい

る結果であるということですね。 

健康福祉部長 補足させていただきますと、加入者が減少しているのは、一つ

の大きな要因として、政府の方針というのがあります。高寿命化

に伴い７５歳以上に多くの方が移行していく、また定年を迎えた

後も、できる限り働き続けていただきたいという政府の方針に従

って、６５歳以降も仕事をされる方が増えている。そういった要

因で国保の加入者は減っております。 

 

宮本委員 今後の見通しも、減少していくということでしょうか。 

健康福祉部長 今後も、団塊の世代がだんだんと後期高齢者医療に移行していき

ますので、当分の間はその傾向にあると考えております。高齢者

が最も多くなるのが２０４０年と言われておりますので、頭打ち

がいつかは来ると思いますが、近い時期の見通しとしては、この

状況が続くと思われます。 

 

会長 ありがとうございました。他にございますか。 

磯部委員 昨年度、財政の主体が県に変わって、医療費を各市町に割り振る

形となったとのことですが、それによって、国保税が増えるとこ

ろも減るところもあると思います。尾張旭市はどうなんでしょう

か。 
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保険医療課長 平成３０年度から制度が変わり、事業費納付金にあたる部分を、

国民健康保険税と繰入金で負担していかなければならなくなりま

した。この事業費納付金が、予想以上に高かったため、平成３０

年度から段階的に保険税、または保険料を上げていっている市町

村が県内で半数以上という状況でございます。 

本市としても、事業費納付金は予想以上に高かったのですが、

今年度におきましては、基金を取り崩すことで税率は据え置くこ

ととしました。しかし、今後も医療費が増加していくのであれば、

税率を上げていくことも検討しなければなりません。 

そのため、今後の医療費の動向や、国の財政支援の在り方を検

討し、税率を上げる時期や上げ方、基金の持ち方などの方針につ

いて、現在内部調整しております。 

方針案が固まり次第、この運営協議会でお諮りさせていただく

予定でおりますので、またその時にはよろしくお願いいたします。 

 

会長 質問者、よろしいでしょうか。他にございますか。 

加藤委員 質問というより、感想になります。私と夫は６５から７５歳の間

で、国保に加入する年代で、国保に加入したいのですが、会社が

社会保険に入って、いつまでも厚生年金を払うようにと言ってき

ます。払わなくてもよい年齢のはずなのに、社会保険に加入して、

セットになっている厚生年金を払うように言われています。 

また、パートの社員も、以前は国保でしたが今は社会保険に入っ

ています。国が社会保険に入るようにして、国保の加入者はどん

どん減るように、国がしているのだなと、この資料を見て改めて

思いました。 

 

会長 ただいまのご発言は、ご意見として承ります。この件について、

事務局から何かあればお聞きします。 

特にないようでしたら、次の議題に移ります。 

議題（３）「データヘルス計画平成３０年度実績評価について」、

事務局よりお願いします。 

 

国保庶務係長 ＊＊ 資料２により説明 ＊＊  

会長 事務局の説明に対して、ご意見等はございませんか。 
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三浦委員 １ページ目の特定健康診査などで、受診勧奨した方のうち受診し

た方が分かるのは、何かシステムがあるのでしょうか。あるとす

れば、費用などはかかっているのでしょうか。 

 

国保庶務係長 １ページの特定健康診査につきましては、１万人以上の方に受診

勧奨をしておりますので、そのリストをシステムに入れると、受

診した方の人数が出てくるシステムがあります。それは国保連合

会から提供されているシステムですので、特に費用は掛かってお

りません。 

５ページの簡易脳検診については、システムで判定することがで

きないため、一人一人レセプトデータを目で確認するため、時間

と手間がかかります。そのため、臨時職員の手も借りていますの

で、人件費が多少かかっております。 

 

会長 質問者、よろしいでしょうか。 

それでは、次の議事に入ります。 

議題（４）「その他」につきまして、事務局よりお願いします。 

 

保険医療課長 事務局からは、次回の会議の日程をお伝えさせていただきます。

年度末になりますが、１２月２５日の水曜日、今日と同じ時間で

開催したいと思っておりますので、どうぞご予定ください。 

事務局からは以上になります。 

 

会長 それでは、ほかに委員の皆様から、総合的に何かご意見、ご質問

等があればお伺いしたいと思います。 

 

会長 特にないようですので、本日の日程は、以上で終了といたします。 

長時間にわたりご協議をいただき、ありがとうございました。 

これをもちまして、令和元年度第１回尾張旭市国民健康保険運営

協議会を終了します。 

ありがとうございました。 

 

                          午後３時００分閉会 

 

 

 

 

 


