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平成２９年度 第２回 

八王子市国民健康保険運営協議会会議録 

 

 

開催日時 平成２９年１２月１４日（木）午後１時３０分 

開催場所 市役所本庁舎 第３・４委員会室 

議  題 

 （１） 新制度施行後の国民健康保険事業の運営について 

 （２） 八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画の素案について 

 （３） その他 

出席委員（１３） 

  会 長（ ９番） 青 柳 有希子（公益代表） 

  副会長（１０番） 馬 場 貴 大（公益代表） 

  委 員（ １番） 山 部 雄 三（被保険者代表） 

  委 員（ ２番） 井 上 祐 子（被保険者代表） 

  委 員（ ３番） 小野田   有（被保険者代表） 

  委 員（ ４番） 松 元 嗣 子（被保険者代表） 

  委 員（ ５番） 植 木   徹（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（ ６番） 太 田 ルシヤ（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（ ７番） 氷 見 元 治（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（ ８番） 山 田 純 一（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（１１番） 渡 口   禎（公益代表） 

  委 員（１２番） 森   英 治（公益代表） 

  委 員（１３番） 川 﨑 正 稔（被用者保険等保険者代表） 

 

欠席委員（１） 

  委 員（１４番） 鈴 田   朗（被用者保険等保険者代表） 
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市側出席者 

  医 療 保 険 部 長  設 樂    恵 

  保 険 年 金 課 長  菅 野  匡 彦 

  保 険 収 納 課 長  関 谷  健 司 

  成 人 健 診 課 長  市 川  厚 夫 

  保 険 年 金 課 

   庶 務 担 当 主 査  白 鳥  充 男 

   庶 務 担 当 主 任  島 林  保 樹 

   庶 務 担 当 主 任  橋 本  和 幸 

   庶 務 担 当 主 任  大 塚  里 奈 

   庶 務 担 当  古怒田  桃 子 

   制 度 改 革 担 当 主 査  加 藤  広 幸 

   資 格 課 税 担 当 主 査  冨 澤  知恵子 

   資 格 課 税 担 当 主 査  吉 武  成 浩 

   給 付 担 当 主 査  長 岡  友 子 

  保 険 収 納 課 

   課 長 補 佐 兼 主 査  細 田  英 史 

  成 人 健 診 課 

   成人健診・がん検診担当課長補佐兼主査  北 野    領 

   特定保健指導担当主査  金    真 弓 

公開・非公開の別  公開 

傍聴者の数     ８名 

配付資料 

《事前配付資料》 

資料１   八王子市国民健康保険運営協議会委員名簿 

資料２   新制度施行後の国民健康保険事業の運営について 

資料３   八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画の素案について 

《机上配付資料》 

 参考資料  30年度仮係数に基づく１人当たり保険料額 

 八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画（素案） 

東京の国保（No.638・639） 
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［午後 １時３０分開会］ 

 

１．開会 

○菅野保険年金課長 大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、始めさせてい

ただきたいと思います。 

 本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。改めまして、

事務局を担当しております、医療保険部保険年金課長の菅野でございます。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、本日、山部委員が、遅れておりますが、定刻で開始をさせていただきたいと

思います。 

 運営協議会の開会に先立ちまして、今回、委員の変更がございますので、ご報告をさせ

ていただきます。被用者保険等保険者代表でありました塚田淳夫委員が退任されまして、

後任といたしまして川﨑正稔様に委員をお願いすることとなりました。ここで委嘱状の交

付をさせていただきます。市長が所用のため出席できませんので、医療保険部長の設樂よ

り交付をさせていただきます。 

（委嘱状交付） 

○川﨑委員 一言ということで、皆さん、お疲れさまでございます。前任の塚田が定年退

職を迎えまして、後任として、私、被用者保険等保険者代表としまして、ＪＶＣケンウッ

ド健康保険組合の川﨑と申します。まだ初めてですので、被用者保険等保険者代表として、

いろいろ発言できたらなというように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○菅野保険年金課長 ありがとうございました。川﨑委員には、前任の塚田委員の在任期

間であります３０年４月まで、国保事業につきましてご指導、ご協力をいただくことにな

りますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、医療保険部長の設樂よりご挨拶申し上げます。 

○設樂医療保険部長 改めまして、こんにちは。医療保険部長の設樂でございます。 

 本日はお忙しい中、ご出席をいただき、ありがとうございます。また、国保事業をはじ

めとした市政にご理解、ご協力を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 さて、平成３０年４月からの新たな国民健康保険制度の施行まで、残すところ３か月余

りとなりました。新たな制度におきましては、東京都が財政運営の主体となりまして、東
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京都と区市町村がともに保険者となって、安定的な運営を図ることで、持続可能な国保制

度の構築を目指すものでございます。 

 このたび、１０月には、国から平成３０年度の納付金等の算定に係る仮係数というもの

が示されました。それを受けまして、１１月には東京都から各区市町村ごとの納付金と標

準保険料率というものが示されまして、公表をされたところでございます。詳細につきま

しては、後ほどご説明させていただくところでございますけれども、現行の八王子市の保

険税率と東京都から示されました保険料率というものを比較いたしますと、大きな乖離が

ありますこと、また、法定外繰入、赤字解消のための財政健全化計画というものの策定義

務というものもございまして、それを考えますと、今後の国保事業運営につきましては、

大変厳しいかじ取りが求められてくるかと思っているところでございます。 

 なお、仮係数ではなくて本係数の算定結果につきましては、来年１月の中旬以降に東京

都から示される予定になっておりますので、具体的な平成３０年度以降の本市の国保事業

運営につきましては、また次回のこの運営協議会において、改めて諮問をさせていただき

たいと考えておりますので、その節はよろしくお願いいたします。 

 また、もう１つの議題といたしまして、データ活用保健事業実施計画というものがござ

います。これにつきましては、国民健康保険の保険者として、健診やレセプトのデータを

分析し、課題を抽出して、医療費の適正化や健康寿命の延伸といった取り組みを行うにあ

たり、より効果的に保健事業を行う実施計画となっておりますので、こちらも後ほどご説

明をさせていただきたいと考えております。 

 本日は、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 私からは以上です。 

○菅野保険年金課長 以上で事務局の進行を終わらせていただいて、会に入りますが、本

日、お気づきかと思いますが、マイクを使用しての進行ができるような準備をさせていた

だきました。前回は事務局のほうの準備が悪く、申しわけありませんでした。ご発言の際

は挙手をいただきまして、会長の指名の後、お立ちいただいて、恐縮ですが、発言いただ

けますと幸いでございます。 

 それでは、進行のほう、会長、よろしくお願いいたします。 

○青柳会長 本日は、大変お忙しいところ、お集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。ただいまから、国民健康保険運営協議会を始めさせていただきます。 

 なお、本日は、鈴田委員から、所用のため欠席とのご連絡をいただいております。そし
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て、今、山部委員が遅れているということでありますけれども、現在、過半数の委員のご

出席をいただいており、また、各選出区分から１名以上のご出席をいただいておりますの

で、本日の会議は有効に成立いたしております。 

 それでは、初めに、本日の配付資料について、事務局から確認願います。 

○白鳥庶務担当主査 事務局の白鳥でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から、お手元に配付をさせていただきました本日の資料について確認

をさせていただきます。 

 まず、本日の次第でございます。 

 続きまして、事前配付の資料でございます。資料１といたしまして、委員の変更がござ

いましたので、１２月１日現在の本協議会の委員名簿でございます。次に、Ａ４横のもの

で、資料２でございます。新制度施行後の国民健康保険事業の運営について。続きまして、

Ａ４縦のもので、資料３、データ活用保健事業実施計画の素案についてでございます。 

 続きまして、本日、机上配付させていただきました資料でございます。まず、参考資料

といたしまして、Ａ４縦の１枚ものでございますけれども、３０年度仮係数に基づく１人

当たり保険料額でございます。次に、冊子の資料となりますけれども、データ活用保健事

業実施計画（素案）でございます。最後になりますが、東京の国保（№６３８・６３９）

でございます。 

 配付資料は以上でございます。過不足等はございませんでしょうか。 

 以上でございます。 

 

２．議題 

 （１）新制度施行後の国民健康保険事業の運営について 

○青柳会長 それでは、これより議題に入ります。 

 議題（１）新制度施行後の国民健康保険事業の運営についてを議題とします。 

 事務局から説明願います。 

○菅野保険年金課長 それでは、お手元にございます資料の２、新制度施行後の国民健康

保険事業の運営についてという、横の資料をごらんいただければと思います。 

 最初に、１枚おめくりいただきましたところの国保事業費納付金等の算定方法について

と、こちらの項目についてご説明をさせていただきます。 

 また１枚おめくりいただきまして、おさらい的になりますが、５ページのところです。
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１、平成３０年度からの新制度の仕組みということでお話しします。現行、私どもが、市

町村が個別に運営している事業が、今後は財政運営の責任主体が都道府県に移りまして、

都道府県に国保の特別会計を設置することになります。この際の流れでございますが、ま

ず、都道府県は区市町村からの納付金額というもの、医療費水準、それから所得水準を反

映したものを決定いたしまして、標準保険料率というものを提示します。今回は、その仮

係数というものに基づきまして、そういったものが提示されておりますので、これを議題

としております。 

 この標準保険料率を参考に、こちらの運営協議会あるいは議会で議決を経まして、この

保険料率というものを市として決定してまいるわけでございます。市民の皆様からお預か

りする保険料、これを納付金という形で東京都に納めると、このような仕組みに変わって

まいります。 

 １枚おめくりいただきまして、６ページです。納付金の算定方法ですが、各区市町村に

納付金を配分する、これは東京都全体を、どこの区市町村には幾らずつということで配分

する際の基本的な考え方でございます。医療費水準の反映ということで、これにつきまし

ては、正直、医療費水準に地域差がございますので、この水準に見合わない保険料負担と

ならないように配分をしております。これについて、年齢調整した医療費の指数というも

ので決めておりますが、東京都内の医療費格差が最大で１.８８倍ございます。もっとも、

島嶼部など小さい自治体も含めたところでの差ですが、このような差がございますので、

これにつきましては、全て都内は反映させるということになっておりますので、各市の医

療費水準に合わせた納付金額が設定されております。 

 もう１点、所得水準の反映でございます。同じ保険料率であっても、所得水準に応じて

集められる保険料の総額には違いがございます。こちらを所得水準に応じて納付金が配分

される形になっております。この際、所得水準の低い区市町村に過度な応益、１人当たり

必ずいただく額なんですが、これを課さないよう、都の所得水準を反映した、応能分、応

益分、その方々の負担する能力に応じた分と、それから、受ける受益に応じた分を納付金

で算定することとなっておりまして、東京都においては、応能分と応益分の割合が５７対

４３ということで、多少、所得に応じた部分が多くなっております。 

 都納付金の必要額というのが下の図に書いてございます。こちらのほうはごらんいただ

ければと思っております。 

 続きまして、７ページでございます。３、標準保険料率の算定方法です。この標準保険
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料率というものには、こちらは国が言っていることですが、２つの役割がございます。１

つは、各区市町村のあるべき保険料率、標準的な住民負担というものを見える化するとい

うこと、いわゆる物差しとしての機能でございます。もう１点が、各区市町村が具体的に

目指すべき、直接参考にできる値ということで、目標とすべき額ということで示されてお

ります。 

 都道府県は、各区市町村に対し、以下の３つの標準保険料率を示すということで、１つ

は都道府県単位での標準保険料率です。全国統一の算定基準による、その都道府県の標準

的な水準をあらわすということで、ニュース等によりますと、中には大阪のように府内、

統一した設定をしようというような動きもあるやに聞いております。 

 ２つ目が区市町村の標準保険料率です。都道府県内統一の算定基準による区市町村ごと

の保険料率の標準的な水準を示すものでございまして、東京都においては、この所得割と

均等割という２つの方式でのものになっております。中には、例えば資産割や平等割と申

しまして、世帯ごとに課される分というものを計算でやっている自治体もございます。 

 ３つ目が、区市町村ごとの算定基準に基づく標準的な保険料率ということで、都内にも

あります、今、紹介した別の方法で計算しているところも含めまして、そこの区市町村の

方法だとこのぐらいが標準的だというものを示すというものになっております。 

 下の図につきましては、ご参考としてごらんください。 

 ページをめくりまして、８ページでございます。こちらは平成３０年度から、主に国か

らの公費です。公費がどのように入ってくるかということで記載しております。新制度へ

の移行に伴いまして、国は現行の定率での国庫の負担、全国で３兆ほど入れておりますけ

れども、これに加えて、３０年度は１,７００億円の公費を拡充するということになってお

ります。実は、先立ちまして、平成２７年に低所得者対策強化のため、既に１,７００億円

の財政支援を拡充しておりまして、合わせて３,４００億円というものが、今回の広域化に

際して投入されるというような総額になっており、さらに増額するという形になっており

ます。 

 この投入される公費につきましては、財政の調整機能の強化、それから、保険者の努力

支援制度、いわゆる保険者インセンティブと言われているものでございます。それから、

特別高額医療費の共同事業ということで、特に高い医療費がかかった方々の負担を、そこ

のところだけ高い負担にならないように、こちらのほうを全体で見ていくというような、

共同事業、この３つにそれぞれ配分されることになっております。 
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 右側にありますのが、今回、この１,７００億円をどのように配分されたのかという具体

的な仮係数の額が記載してございます。 

 次に、９ページでございます。９ページでは、激変緩和措置についてご説明をさせてい

ただきます。新たな制度の仕組みでは、この医療費水準、所得水準が高い区市町村が納付

金を多く負担するということになりますので、一部の区市町村においては、被保険者の保

険料がこの制度の仕組み自体で上昇する可能性がございます。この被保険者の保険料負担

が急激に増加することを回避するために、自然に伸びている医療費の給付費の分プラス

１％以上を上回る区市町村には、この激変緩和という措置がとられることになっておりま

す。 

 こちらのほう、端的に言いますと、所得水準が高くて、かなり今回の制度改革で多く負

担していただく自治体に対しまして、あまりに急激に伸びていく分を少し緩和するという

意味での激変緩和でございます。 

 こちらのほうは、下の右側のグラフにございますが、国では、おおむね６年間、このた

めに別に基金を投じまして、６年間かけて激変の緩和を図っていくというような考え方が

現在示されております。 

 ページをおめくりいただきまして、今度は八王子市におきます国保事業費の納付金等に

ついてご説明します。これまで全体像ということでお示しをいたしましたが、具体に八王

子市に示された中身ということでのご説明になります。１３ページです。 

 平成３０年度仮係数に基づく納付金等の算定結果でございますが、この３０年度からの

新制度では、東京都は市の医療費に係る医療給付費の部分、それから後期高齢者の支援金

分、そして介護の納付金を全額支払う役割を担います。その財源として、国や東京都から

の法定の公費負担などを充てるほか、この医療費水準や被保険者の所得水準によりまして、

市の納付金を算定いたしまして、徴収する。あわせて、納付金を納めるために必要な標準

保険料率が示されたというところでございます。 

 この納付金でございますが、（１）仮係数に基づく納付金額のところで、右側の総合計

のところをごらんいただきますと、八王子市は東京都に１８１億強の納付金を納めること

となっております。ここは、国からの公費ということで、保険料扱いできる、低所得者対

策分の公費というものをここからさらに差し引きますので、実際に保険税で集める額とい

うふうに示されておりますのが１６１億円強の額でございます。１８１億の下の欄にあり

ます。 
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 この納付金額を納めるために、もし、保険料で全て集めて賄うとしたらということでご

ざいますが、（２）仮係数に基づく標準保険料率というものが示されております。一番左

側、医療給付費分で言いますと、現在、所得割で５.３％、それから、均等割で２万８,０

００円お願いしているところでございますが、こちらが所得割で７.３５％、均等割で４万

１,７６９円ということで、この標準保険料率ですと、現在、私どもが設定している保険税

率の乖離がございます。合計のほうで見ていただきましても、八王子市で所得割が８.７、

均等割５万１,０００円でございますが、標準料率では１１.８４％、それから、均等割で

７万９２０円ということで、それぞれ乖離がございます。 

 ページをおめくりいただきまして、平成２８年度に収納すべき１人当たり保険税額との

比較でございます。これは、２８年度に、仮に法定外繰入による軽減、私ども、実際には

しているわけでございますが、法定外繰入というものを入れていなかった場合の保険税と、

それから、３０年度の仮係数による算定した保険税の比較でございます。ですので、２８

年から３０年にかけて医療費が上がったりした部分が反映された分がどのくらいかという

ものを見るための表になります。 

 東京都の平均、３０年度の仮係数による算定では１５万２,５１１円となっておりますが、

八王子においては１３万９,０６８円となっております。また、収納すべき保険税額、東京

都のほうでは１４万４,９３６円に対して１２万９,９５３円ということで、東京都の伸び

率１０５.２％に対しまして、八王子のほうが若干、伸び率が高くなっております。この要

因については後ほどご説明いたします。 

 その下が、参考といたしまして、法定外繰入を行った場合との比較でございます。左側

の仮係数による算定は変わっておりません。右側の２８年度保険税額、法定外繰入を入れ

たとしますと、東京都平均は１１万８,１７２円でございました。対しまして、八王子が１

０万１,７４２円ということで、この伸び率の差がなお広がっておりますが、翻って言いま

すと、平均に比べますと、八王子市は現在、法定外繰入を他の市町村に比べて多目に入れ

ているという部分の差がさらに広がっていくといったことになってございます。 

 参考の２でございます。１人当たり保険税額を仮に東京都平均とした場合の試算という

ものをしております。これは、今回示された標準保険料率に基づく平均的な標準保険料と

いう額を見てまいったときに、税の仕組みそのものといたしましては、所得が多い方がよ

り納めていただいて、所得の再配分と申しまして、所得の低い方の分も多少見たような仕

組みというか、そもそもの所得に応じたものを社会全体でお願いしていくという、そうい



 

 -10-

った仕組みがございます。 

 そういった中で、八王子において、この平均との差が１万３,４４３円、１人当たり保険

料額という欄でご説明しておりますが、ございます。こちらのほうを、もし仮に東京都の

平均１５万２,５１１円という額まで八王子が集めた場合との差ということで、その差が、

左下のイメージ図でございますが、１４.７億円となっております。ここが、表現といたし

ましては、八王子の所得水準ですと、税の仕組みからいくと１６１億円を集めればいいん

だよという、そもそもの税の仕組みとして、そういった形になっている部分と、考え方に

よっては、額面によっては、この１４.７億というのが、東京都全体からは八王子市が助け

ていただく部分という表現もできるかもしれませんが、そういった額となっております。 

 右側に、参考まで、東京都平均の１人当たり保険料額を上回る区市町村の数というのが

２３あるということでお示ししております。最高は千代田区、それから、最低は島のほう

になっております。八王子市は６２団体中４２位という位置でございまして、こちらは、

本日、机上配付でプラスいたしました３０年度仮係数に基づく１人当たり保険料額という、

縦版でごらんいただくと、各区市町村の額が出ております。左側が東京都の平均より多く

集める自治体、右側が東京都の平均よりも低く済んでいる自治体という表でございます。 

 資料のほうに戻りまして、おめくりいただきまして、１６ページです。保険税額と保険

税伸び率の要因分析ということでございます。こちらの表がございますが、下の特記事項

でご説明させていただきます。保険税の伸び率、先ほど言いましたが、都平均と比べて高

くなっております。これは、ここでご説明するのは法定外繰入を入れていない場合での比

較でのご説明ということになりますが、都平均と比べて伸び率が高くなっております。 

 この要因は、まず１つは、１人当たりの所得は都平均より低いということで、ここが上

の表で言いますと都平均被保険者１人当たり所得額７５万３,０００円余の所得があると

ころ、八王子では６７万８,０００円余ということになっております。 

 もう１つ、医療費指数も東京都の平均と比べていまして、低くなっておりますが、ここ

はほとんど一緒というか、０.０１７という差ですので、ほぼ医療費水準による差はないと

思います。 

 ３つ目が大きな要素でございまして、前期高齢者の加入率が他の区市町村に比べまして、

一番右側ですが、東京都平均３２.３％のところ、八王子は３９.４％となっております。

こちらは６５歳から７４歳の方々の加入率が他の自治体に比べて高くなっております。こ

ちらのほうは、八王子市というふうに考えますと、多少、不利に働く部分がございまして、
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東京都平均の高齢者率ということで、前期高齢者の加入率へならされる部分がございます

ので、今までよりも平均で見るということから、結果的に前期高齢者の交付金が東京都全

体でならされて、その分が私どもの料率が法定外繰入を入れていないときに少し高目に伸

びた部分になるかと思います。 

 次に、１７ページ、法定外繰入の項目でございます。平成３０年度からの新制度では、

東京都が策定いたします国民健康保険運営方針のもと、決算補填を目的とする法定外繰入

につきましては、区市町村国保財政健全化計画を策定して、計画的、段階的に解消するこ

とということで、義務づけられるような形になります。 

 決算補填と申しますと、具体には、保険料そのものを低い水準で抑えるために入れてい

る額について、保険料負担増の軽減目的で入れている額について、計画的、段階的に解消

するというようなことを義務づけられております。 

 こちらのほう、国のほうの説明等を聞いておりますと、先ほど公費が今回の広域化にお

きまして、３,４００億円、国から追加投入されておりますが、全国の区市町村全体の法定

外繰入の額を足した額がおよそそのぐらいの額になっておりまして、要するに、市町村ご

とで今まで法定外繰入をしていたものを国のほうで集めた額からその分を投入するので、

市町村における法定外繰入は解消していってほしいというようなことでの義務づけでござ

います。 

 決算補填を目的とする法定外繰入の推移ということで、八王子市では２６年度には５５

億円、２７年度の決算では６２億円、これが２８年度は被保険者数の減少、社保の加入の

適用拡大ですとか、それから、後期高齢者医療制度への移行の方がかなり多くなった影響

で、被保険者が減りましたので、その関係で法定外繰入は２８年度は４０億円、現在、決

算の見込みでございますが、本年度に関しましては４２億円強の決算補填目的での法定外

繰入となる見込みでございます。 

 最後に、新制度施行後の八王子市の国民健康保険事業の運営について（シミュレーショ

ン）ということでお示ししてございます。ここにお示ししますのは、前提といたしまして、

あくまで今示されている仮係数に基づくものを単純に割り返してみたりしたらどうなるか

ということでお示ししておりますので、特に意思が反映したものではございませんので、

あらかじめお断りをさせていただきます。 

 保険税率等、保険税、法定外繰入のシミュレーションということで、左側で現在の所得

割率５.３％、均等割額２８，０００円というものを、仮に１０年で割り返して解消すると
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した場合には、３０年度におきまして、所得割率が５.５％、均等割額が２万９,０００円

ということで、所得割率が０.２％、それから均等割額が１，０００円の改定というふうな

ことが、仮に１０年で解消した場合には、このような差になってございます。 

 これにおきまして、下の表で、２９年度保険税率等の場合というところの保険税の下の

決算補填目的の額が、今、３８億強となっておりますが、こちらのほうを今回、保険税、

もし改定しますと３５億円強ということで、約３億７,０００万程度、１年当たりで解消し

ていくことになるというようなことのシミュレーションをしております。 

 ページをめくっていただきまして、２２ページです。保険税額のシミュレーション、決

算補填目的とする法定外繰入、１０年で解消する場合、これは数字で示したときに、実際

の保険料でどうなるのかということがわかりづらいところがありますので、モデルで実際

どのくらいの負担増をその場合にお願いすることになるのかということをお示ししており

ます。 

 ここで、濃い目のピンクで塗ってあるところは、均等割が７割軽減の適用となる範囲、

それから、もう少し薄いところが均等割が５割軽減、そして、グリーンの薄いところが均

等割で２割軽減を受ける範囲ということになります。 

 お示しした内容、以上のとおりなんですけれども、幾つか取り上げて申しますと、４０

歳代の夫婦で子供２人世帯の場合、この場合で、例えば給与収入が５００万である場合、

これは給与所得３４６万というふうに見ますが、この場合の増加額は年間で１万３００円、

増減率で１０２.３％、より負担をお願いするような形になる、こういったモデルで示され

ております。 

 それから、６５歳以上の公的年金収入で暮らしていらっしゃる方についての負担という

ことで、こちらを見ますと、一番多く負担していただく方、公的年金収入４００万円の場

合、増加額は年間で５,６００円、増減率１０２.８％という、１０年で解消するとした場

合は、１０年間、このような改定の割合を毎年続けていくというようなものになってござ

います。 

 最後のページに示していますのが、今後のスケジュールということでございます。一応、

現在の位置ということを確認させていただきますが、１０月２６日に国から３０年度の仮

係数というものの提示がございました。これに基づきまして、東京都が１１月８日に仮係

数に基づく納付金という、今回お示ししたものを各区市町村に示してまいりました。これ

を受けまして、１１月２１日には、東京都において、第２回の国民健康保険運営協議会が
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開催されまして、この中で、東京都としての国民健康保険運営方針の案が示され、諮問、

答申を受けたところでございます。本日、１２月１４日には、八王子市、私どもの運営協

議会、今、開催し、この内容についてはこうであったということのご報告を今させていた

だいているといったところでございます。 

 この後、国のほうでは、１２月２８日をめどに本係数というものを提示することとなっ

ております。これは、ニュース等をごらんかと思いますが、年末に今年は診療報酬改定と

いうものがございまして、こちらで最終的に、この改定を反映させた本係数というものが

出ます。あわせて赤字解消、削減の通知というものが出される予定でございます。そして、

１月中旬には、本係数に基づく納付金が東京都から示されることとなっておりまして、こ

れを受けて、私どもで下旬に第３回の運営協議会を開き、最終的に、この本係数で示され

た係数に基づけば、このぐらいのものが示されていますということをベースに、市として、

こういった内容で改定、あるいは１０年間で解消していくような、改定の案というものを

お示しするというのが、この１月下旬でございまして、そこに、その内容を諮問させてい

ただくというのが１月下旬の予定でございます。 

 最終的には、３月に八王子市の市議会定例会におきまして、その答申を受けました国保

の保険の条例案をお出しし、議決いただきまして、また、国保の財政健全化の計画も策定

いたしまして、新年度、新制度のもとでの国民健康保険事業という新制度を迎え、新しい

年度をスタートすると、このようなスケジュールとなっております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○青柳会長 事務局の説明が終わりました。ただいまの説明について、ご質問等ございま

したら、ご発言願います。なお、ご発言の際には挙手をして、私が指名した後でお願いい

たします。 

○小野田委員 質問ではなくて、意見、要望というようなことでもよろしいでしょうか。 

○青柳会長 はい。 

○小野田委員 事務局も新しい制度の改正に向かって大変ご苦労いただいているのは、今

の資料説明を受けて、うかがい知るところでございます。お疲れさまでございます。 

 それで、最後にご説明がありました決算補填目的の法定外繰入、赤字補填解消のシミュ

レーション、これについての私の個人的な考えと、それから要望というようなことで、個

人的とは申し上げましても、一応、立場としましては被保険者ということをある意味、代

表して申し上げられればと思っております。 
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 ただいまのご説明いただきましたものは、もちろんおっしゃるとおり、仮係数であり、

１つの前提によったシミュレーションということなんでしょうけれども、私の見るところ、

現時点の赤字額を前提に、これを１０年間で割り戻したもので、主として保険財政論の見

地に立った試算と感じるところでございます。 

 もちろん医療費全体の将来動向、これがかかわるわけですけれども、それぞれ増えたり

減ったりする、増減の要素はいろんな要因がございます。しかし、少なくとも医療保険政

策、あるいはその周辺部にも立ち入った、自治体としての医療費適正化に向けた見通し、

そうしたものを踏まえた、いわば決意表明、大げさに言えば哲学としてのニュアンスが感

じ取れるような、そういうふうな計画になることは一体できないのかと。これが私たち市

民のせめてもの切なる希望ではないかと申し上げたいわけでございます。 

 そう申し上げるのは、ほんの１つの例でございますけれども、市の憲法とも申し上げて

よろしいんでしょうか。基本構想、基本計画、八王子ビジョン２０２２というのがござい

ます。この例えば６３ページで、特定健診受診率を平成３４年度には現状よりも１５％程

度向上させるという数値目標が掲げられております。ここで具体的な数値を見込んだとし

ても、このような試みは部分的なため、全体計画に反映することは難しいかもしれません。

ではございますが、先日の新聞報道でこれは知ったことでございますが、これから６年な

いし１０年にわたる、がん死亡率の削減を具体的目標値として設定した都道府県が全国で

１６団体あるそうです。今の話はこれからの話ですが、過去１０年間での２３％以上、死

亡率を削減した顕著な実績を上げたところ、奈良県と書いてありましたけれども、そのよ

うなところもあると聞いております。 

 翻って、我が八王子市では、さらに全国トップとも言える道のりを歩んでおられると私

は認識しております。かねてより、かつて、そこにいらっしゃる菅野課長もかかわられた

とお聞きしておりますけれども、成人健診課を中心としたチーム八王子の尽力によりまし

て、大腸がん検診率の向上が図られまして、つまり早期発見、早期治療が進んで、結果的

に医療費削減も図ることが実現できたわけでございます。こうしたことは、厚生労働省か

らも高く評価されていると聞いております。 

 ここでは、今回の論点から見た、この有力なエビデンスと申しますか、そういう証拠に

ついて申し上げたいと思っております。それは推計データの信頼性について、最も厳しい

評価を求める。あるいは、それを判断した担当者の結果責任さえも問われる、メガバンク、

巨大銀行さえも八王子市のがん検診率向上にお墨つきを与えたという事実がございます。
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これは多分、皆様、ご存じだと思いますけれども、ＳＩＢ、ソーシャル・インパクト・ボ

ンドという公共性も踏まえた極めて斬新な金融手法が八王子の事業に対して適用されたと

いうふうに聞いております。 

 このたびのシミュレーションは、１つの長期計画でございます。長期計画には、時間の

進行に伴って、つまり情勢変化によって、同じ内容をローリング、つまり変化させていく

宿命といいますか、そういう性質がございます。まして、来年度からの新しい国保制度で

は、先ほどのご説明もありましたとおり、医療費適正化分として、全国で８００億、東京

都分で１０６億でございますか、その補助が予定されております。 

 これらの有効活用策も含めて、本市が予定するさまざまな健康増進策、あるいは疾病予

防策なども、これを視野に入れたシミュレーションとして、成長、進化させていくという

んですか、そういったスタンスをぜひとっていただきたいと願うものでございます。 

 もちろん我々市民も、自助、共助、公助の精神に基づいて、日々の生活習慣病予防など

に努力をしていくことは言うまでもないことと考えております。 

 長くなりましたけれども、以上、ご要望を申し上げます。 

○菅野保険年金課長 ご意見、ご要望ということで、ありがたいお話もいただきました。

幾つかお答えできることもございますので、お答えさせていただきます。 

 今回、示された納付金でございますが、今、ご紹介がありました保険者インセンティブ

というものは反映された、差し引かれた後の額で示されております。ちなみに、２９年度

と３０年度につきましては、八王子市は平均を上回る保険者インセンティブを獲得できる

ことが既に決まっておりまして、ご紹介いただきました保健事業等の評価を高く受けまし

て、平均以上の保険者インセンティブが反映した形になってございます。 

 それから、仮にということで、１０年間のシミュレーションをお示ししましたが、委員、

ご指摘のとおり、１０年の間には、言われているところでは、医療費はまだ高齢化の進展

に伴いまして、１人当たりが少し伸びていくというふうにも言われております。一方で、

今年の年末の診療報酬改定のニュースなどを見ますと、社会保障費の増大を政府は６,７０

０億円程度、来年上がるものを５,０００億円に抑えるということで、薬価等の改定という

ようなことも言われております。 

 そういう中で、上振れする可能性も、それから、下振れする可能性も、両方の可能性が

ございます。こういった中で、今回は意思を示さずと申しましたが、単純に割った額でし

ておりますが、翻って言いますと、医療費の伸びというものがあった場合には、その分は
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保健事業で吸収していくという視点で医療費の抑制を私どもとしてもしていきたいという

ふうには考えております。 

 また、ご紹介いただきましたとおり、大腸がん検診におけるソーシャル・インパクト・

ボンドという仕組み等を活用するというお話がございましたが、そういった断片的な効果

は、私ども、確かにある病気に絞って、早期発見できた方と、それから、ある程度、進行

してから見つかった方の医療費の差はこのくらいあって、八王子市のがん検診において、

これほど効果がありましたというようなことを社会に広く認めていただいて、そういった

税金を１円も投入せずに、成果報酬型で、もしそれ以上伸ばすことが民間の知恵を使って

できたときにはお支払いするというような、そういう大腸がん検診の受診率向上の仕組み

というものがここで、今年度、成人健診課のほうの主導でスタートしたところでございま

すけれども、こういった、ある部分では効果がある程度、見えてきたところがございます。 

 この後、保健事業のデータの活用の保健事業実施計画の中で、あるところはそこについ

て説明させていただきますが、おっしゃられるとおり、今後もその内容について、やって

いく中で、なおデータで明らかになって、ローリングしていく部分もあると思いますので、

これにつきましては、そういったことを今後もブラッシュアップを重ねながらやっていく

ということで、本日お示ししたものに関しては、そういった意思はとりあえず示していな

いものでございますが、市としてはそのような決意でやっているということで、お話をさ

せていただきます。 

 ありがとうございました。 

○井上委員 被保険者の代表として、すごく現実的なお話をさせていただきます。 

 まず、自分の納める国民健康保険税がどれぐらいになるんだろうかというのが一番、現

実的に気になります。ここのシミュレーションの２２ページの（２）ですけれども、公的

年金収入の場合、まさに私、これなんですが、１人世帯ということで出ておりますけれど

も、健康保険税というのは世帯主にかかってくるものですので、１人世帯というシミュレ

ーションでいいということでしょうか。 

 例えば、私も少し、ささやかな収入があるものですけれども、そうすると、やっぱり変

わってきますよね。その辺を伺いたいと思います。 

○菅野保険年金課長 ご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。こ

ちら、今回、例ということでお示ししましたが、確かに公的年金収入で、例えば夫婦お２

人の場合、単純に申せば、プラスして均等割の分がさらにここに乗っかってくるというよ
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うなことは少なくともありますし、また、所得がほかにもあれば、その分も増した形にな

りますので、そこはシミュレーションすれば、計算すれば出せますので、そういったこと

ももう少し具体に出したほうがいいよというところがございましたら、今後、そういった

シミュレーションもして、お示しするような形にしてまいりたいと思います。 

○井上委員 やはり公的年金で生活している人たちは、１人よりも夫婦２人とかのほうが

多いのかなと、実際の数字はわかりませんけれども、そんなことを思ったものですから、

やはり多い割合の例を出していただけるとありがたいなと思ったものですから、ありがと

うございます。 

○松元委員 今回の赤字額を１０年間かけて減らしていくという計画、厳しいなと思って、

じっと見ているんですけれども、これは医療費の増加が、どのくらい押さえ込まれるんだ

ろうかというのを非常に感じていまして、関係するページなんですが、１６ページの２８

年度の前期高齢者の加入率というのがあって、これが八王子市の場合は多いんですよね。

この数字を見ていると、普通に考えて、あと５年後、１０年後には、前期高齢者が皆さん、

後期高齢者になるんですよね。そういう中で、そういう医療費の増加の可能性みたいなも

のは、どのくらい入れて、削減計画というのができているのか。ちょっと現実的でないな

というのを感じました。 

○青柳会長 この赤字削減計画というのがほんとうに現実的なのかというご質問でござい

ました。 

○菅野保険年金課長 今回、ご質問いただいたお気持ちもよくわかりますし、これはあく

まで、確かに特段の意思を示さないもので、今後の被保険者の数というものがどうなって

いくかということには、確かに今後の納付金がどうなるかということにかなりかかわって

まいります。人口的なお話で言いますと、２０２５年までは、この前期の高齢者の数が増

えていくということになってございますので、ただ、そこをピークに、その後は高齢者の

割合はかなり高いままですけれども、その推移で徐々に、その後、約４０年ぐらいかけま

して、私ども、第２次ベビーブームの世代まで、高齢者の割合はある程度、高い水準で推

移するものというふうに見ております。 

 その中で、今回、仮にシミュレーションしたらこうだというふうにお示ししましたが、

この２０２５年という段階において、一番、高齢化率が高い段階、端的に言うと、医療費

が、おそらくなんですけれども、一番かかる年の段階において、ある程度の運営ができて

いれば、その後も持続可能な制度運営ができるのではないかという、今回、持続可能な国
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民健康保険のための法律改正というふうに、わざわざ持続可能なという言葉がついてござ

います。ですので、この一番厳しい時期にしっかり運営できるというものを、今回、それ

は財政的な面で言えば、そういう運営をすれば大丈夫だということでお示しされたものと

いうふうに考えておりますが、なおのこと、加えて、現在は医療の高度化ですとか、私ど

もの保健事業の成果というものも出てまいりますので、そういったものに加えて、これは

しっかりした安定的な運営をできるような仕組みということで、今回、我々もここで厳し

い事業運営ですが、こういった考え方でお示ししているといったところでございます。 

○青柳会長 私も、そのことに関連して、２１ページの下のところです。赤い字で、３.

７億円、改定による増減で、一般会計の繰り入れ、法定外繰入を減らせるというふうにシ

ミュレーションですけれども、されているんですが、この０.２％上げるだけで、ほんとう

にこんなに解消できるのかという見通しです。昨年度、２８年度の決算を見ますと、２８

年度には９％、税率が改定されております。結局、集まったお金というのが、これまでよ

りも２.４億円しか多く集まらなかったんです。それの理由としては、社保加入が増えたと

いうことと、後期高齢者が増えたというふうに先ほどお話がありましたけれども、そうい

ったいろいろな事情がこれからもあるし、ほんとうに集まるという状況では、今、加入者

の状況、所得の状況を見ても、担税力、納める能力を見ても、なかなかこれは、幾ら上げ

ても厳しいんじゃないかなというふうに私は見ているんですけれども、その３.７億という

ふうに出した、その見通しです。どう考えていらっしゃるのかお聞かせください。 

○菅野保険年金課長 ２つ、お答えさせていただきます。 

 １つは、こちらの２１ページで法定外繰入の減、３億７,９００万円強についてです。仮

に医療給付費分で所得割率０.２％、均等割額１，０００円の改定をした場合に、そのぐら

いになるのではないかというふうに言っておりますが、保険税として集まる額は、その上

の欄、３億２,９００万円程度でございます。この差は何かと申しますと、いわゆる低所得

者対策で、基盤安定繰入金というのがおよそ５,０００万ぐらい入ってまいりますので、そ

こも保険税扱いできますので、結果的に集める額よりも多く解消できるというふうなとこ

ろが、これはその最後の５,０００万のところでございます。 

 この額自体、今、ご紹介がありました、前回、９％ということでしたが、前回、ちょっ

と誤解はないと思うんですけれども、所得割率を９％上げたというわけではなく、増減率

で９％ということで、今回の増減率と保険税のほうは１０２.８ということでございまして、

少し増える形になるんですけれども、被保険者の数、保険税を負担していただく方の数自
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体が、ここのところは低下傾向にございますので、実際の決算の段階でどのくらいの影響

額があるかというのははっきりは申せませんが、これに見合った解消ができるというふう

に試算しております。 

○青柳会長 ほかにご質問ありますか。 

○渡口委員 今のお話をお伺いさせていただいて、何点か確認と、その対応というか、そ

の他を挙げさせていただきたいと思います。 

 今、これから診療報酬の議論が国のほうでも０.５％アップするとか、いろんな言い方を

されております。また、先ほどの委員のお話の中で、市が取り組んでいるＳＩＢとか、そ

ういった形での今後の医療費の削減ですとか、また、今まで挑戦していただいているジェ

ネリックとか、そういったことも踏まえて、確認させていただきます。 

 先達て、新聞にも掲載されたんですけれども、医療器具のリサイクル、私も不勉強で申

しわけないんですけれども、非常に高価な部分と、また、それがリサイクルできるものと

できないもの、また、そういったものもリサイクルをして、また企業が回収をして、それ

でまた、新たに提供をしていくということも手法として今後考えていくということの報道

がありました。そういった意味では、直接的な診療報酬の削減プラス２次的なそういった

ものを踏まえて、少し後の話になるのかもしれないんですけれども、まずは、この医療機

器のリサイクル、この辺について、ちょっと所見というか、お伺いできればと思います。 

○菅野保険年金課長 これは、もしかすると医療側の植木委員や太田委員にお答えいただ

いたほうがいいのかもしれないんですが、聞き及んでいるところでは、やはり感染症対策

等の点から、ディスポといいますか、使い捨てのものもある一方で、現在、消毒によって、

もう１回使うとか、そういったことが技術的にできるようになってきていて、導入もして

いるところがあるというふうにお伺いはしています。その程度の知識しか、今のところな

くて、大変申しわけないんですが、以上でございます。 

○渡口委員 前後しちゃいましたけれども、先ほどの診療報酬について、今後の考えとい

うか、なかなか言葉にするのは難しいかもしれないんですけれども、それがプラスアルフ

ァ、かさんだときの考え、今、国のほうで誘導されているところ、どれぐらいの感覚で見

ていらっしゃるかというのを、所見をいただければと思います。 

○菅野保険年金課長 改定の動向ということで、国は、この後、プライマリーバランスを

とるために、毎年の社会保障費の伸び、全体を５,０００億円程度にというふうに言ってお

りますので、これは社会保障費と言っていますから、例えば介護報酬や、それから診療報
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酬や、そういったところを言っていることもあるかと思います。 

 ここで、例えば出ています、先ごろ報道された中身を見ておりますと、今回は診療報酬

の中で薬価が主に改定というふうに聞いておりますが、実際の価格と保険診療点数で出す

価格が約９％程度、実際の流通価格のほうが低かったということを受けて、それをちょう

ど計算し直すと１,７００億円ぐらいになるというような報道を見ました。 

 最近の中で言いますと、２年前になりますか、例えばＣ型肝炎ウイルス、それから、が

んの特効薬のような薬が、すごい効くのが出て、一時的にすごく逆に金額が増えたんです

が、その後、流通量が増えることによって薬価が抑えられて、その分、逆に２８年度はす

ごく下がったというようなこともございますので、この動向は大分、変わってきますが、

国のほうは、そういった新薬創出のインセンティブを効かせながら、そういう医療費を減

らす一方で、医療側からは、診療報酬本体の部分では、経営的に、看護師さんとかお医者

さんとか、少し上げてほしいというような話が国においてされているふうに聞いておりま

すが、一定、抑えられた中で進んでいくのではないかというふうに考えてはおります。 

○小野田委員 今まで幾つか出てきた論点に対して、参考情報と申しますか、参考意見と

申しますか、若干、申し上げてよろしいでしょうか。 

 当初、これからどんどん高齢化率も、それから前期高齢者、後期高齢者も増えていく中

で、一体、医療費をどういうふうに抑えて、これだけで済むのかどうかというのが議論の

中心だと思うんですけれども、実は、現状でも、八王子よりも高齢化率が３ポイントほど

高い市がこの近くにございます。多摩市なんですけどね。そこは、ここの仮係数に基づく

もので見ていただいたとおり、当市よりも医療費を低く抑えることに成功しております。

それは、どういうふうなことかと、いろいろ私も外からウオッチさせていただいているん

ですが、結局、私たちは今、国民医療費、４０兆円のその中だけで議論をしているきらい

がどうしてもあるんです。実は、そこの４０兆円以外の話をやっている先進的な市町村も

多い、あるいは都道府県も多いということをぜひ念頭に置いていただきたいというふうに

思っております。 

 それはどういうことかといいますと、例えば、これも先日のテレビで知ったんですけれ

ども、冬の死亡率が通年よりも、冬期死亡率増率というんですが、それが一番、実は少な

いのは何と北海道なんです。一番多いのは鳥取県です。そうすると、当然、それは因果関

係はよくわかりませんけれども、一般に言われているのが、セントラルヒーティングが完

備しているから、いわゆるヒートショックがないからだというふうな通説になっています。
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そうすると、４０兆円の中だけで議論するんじゃなくて、それ以外のいろんなところで、

やはり健康維持なり予防なり、健康寿命の対策とか、そういうところを地方自治体が総合

的なまちづくりから始まった政策、例えばコンパクトシティで、富山市は医療費を減らし

ました。そういうような４０兆円以外のところの議論をこれから我々、一緒になって進め

ていきたいということを願うものでございます。そのことによって、たとえ高齢化率が上

がっても、前期高齢者加入率が増えても、私は、我々の健康と幸せと、それから医療費、

そういうものを適正化していくことが絶対にできるというふうに考えて、自分でも、今、

市民活動の一環として少しやっているつもりでございます。 

○青柳会長 医療費適正化のご説明もありますので、ぜひ、そこで議論をまたしていただ

きたいと思います。お時間も限られてきているので、この保険税のほうの今回の改定とい

うようなシミュレーションも出ていますので、皆さんのご意見も今度の答申に反映させて

いかなければならないかなと私は思っているんですけれども、そこのところに関してのご

質問、またご意見がありましたら、お願いいたします。 

○森委員 意見ということではなくて、今日、ご説明をいただいたことについて、３点ほ

ど聞かせてください。確認の意味で。今日は、これが決定ということではなくて、国や東

京都から示されたモデルの形で、シミュレーションで八王子にはこういう形で示されます

よと今言われている。その範囲を今日は報告ということですよね。 

 その中で、先ほどの説明があって、法定外で一般会計からの繰入金がかなりある。これ

を解消するんだというのが１つ。そのために、説明では、国は１,７００億円をプラスして、

その市町村の赤字を解消するんだというような目的で１,７００億円を出したとおっしゃ

られたんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。 

○菅野保険年金課長 １つ目は、お見込みのとおり、あくまでモデルということで、示さ

れたものをもとにしたものでございます。 

 ２点目の法定外、３０年度の１,７００億円と２７年度の１,７００億円、合わせて３,

４００億円をもって解消していってもらいたいというふうに国では考えているということ

でございます。 

○森委員 そういう説明ですか。だから、今度はこの後、ご説明いただくようないろんな

手法を使って医療費を削減というか、健康寿命を延ばそうとか、そういうふうにお金を使

っていこうというのが次に出てくるんだとは思うんです。 

 そうしますと、八王子でも５０億、ここのところは４０億ということですが、かなりの
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金額を一般会計から繰り入れています。これをなくすのに、この２１ページのご説明では、

所得割率０．２％、均等割額１，０００円上げたシミュレーションでいくと３億幾ら。こ

れは３０年度の話であって、これが４０億とか５０億が削減されていくと、ゼロになって

いくというときは、１０年間、これを続けていかなければならないと思うんですが、この

率、額でいくんじゃなくて、これを毎年、１年ずつ上げていかないといけないんじゃない

かと思うんですが、そういう考え方なんですか。 

 これが１０年間、例えば、改定による増減が１,０００円ということで、年間で１,００

０円上がったと。これをただ、ずっと固定に、１０年間、１,０００円上げれば解消される

ということじゃないという感覚があるんですが、毎年１,０００円上げていかないと解消さ

れないというふうな認識なんですが、どういうことでしょうか。 

○菅野保険年金課長 今、ご指摘いただいたとおり、来年、１,０００円改定したら、翌年

もさらに１,０００円とかという改定をしていかないとということで、また、これは平らに

ならして、あくまでやっているだけですので、この先の納付金の推移によって、多少、そ

の率も変えないといけないというようなこともあるかもしれないというふうに考えており

ます。 

○森委員 あと１点。これがいいとか悪いとかという議論ではない。今日はそうじゃない。 

 もう１点、確認なんですが、ページで言うと１６ページになるんですが、わからないか

ら聞くので、お許しいただきたいと思うんですが、１人当たりの所得が八王子では都の平

均から比べると７万幾ら少ない。医療費指数というのも若干低い。変わらないけれども、

同じぐらい。よくわからないのが、医療給付費が平均より八王子が高いんです。１万幾ら

も高いんですが、これはどういう理由なんですか。八王子の市民の方が年齢も高くて、医

療費を１人当たりたくさん使っていると単純に考えてよろしいんですか。 

○菅野保険年金課長 お見込みのとおり、単純に前期高齢者の加入率が高いということか

ら、医療費水準が金額にすると少し高くなっているということでございますが、ここで出

ている医療費指数は年齢調整というものをしておりますので、年齢調整というのは、仮に

人口構造がどこの自治体も同じだとしたらば、八王子市は平均よりも医療費がかからない

まちだということでございます。ですので、今、この額として出ているのは、主に前期高

齢者の加入率が高いことなどによる医療費が高い方が多いということになっております。 

○森委員 確認は終わります。 

 次のときの話になるのかもしれませんが、私、個人的には、一般会計から繰入金があっ
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てもいいんじゃないかというふうに、法定外があってもいいんじゃないかというふうな思

いは個人的に持っています。議会でそれが承認されるかどうかは別として、思っています。

行政側、市側の考え方というのは、あくまで国がそれを解消させようという方針ですが、

それはそうだから、やらざるを得ないよという話なのかもしれませんが、その思いは、ど

んなふうに感じられているのか、お尋ねして終わります。 

○菅野保険年金課長 法定外繰入という意味でご質問をいただきましたが、この１７ペー

ジの表で言いますと、下に保健事業分等の法定外繰入というのがございます。これは端的

に言いますと、上が、先ほど言いましたが、保険料負担を低くするために、額面として直

接入れるための額、下が将来の医療費を下げるために健康診断ですとか、保健事業に入れ

る、その法定外繰入でございます。ですので、バランスといいますと、法定外繰入として

は一定あり続けるということが１つと、こういった将来の医療費を下げる部分での法定外

繰入というのは、どうしていくか。少しは増やしていいんじゃないかとか、そういった考

えはあるかと思っております。 

○設樂医療保険部長 では、私のほうからも、今までの皆様のご意見もちょっと整理をさ

せていただきたいことがございますので、お話しさせていただきます。 

 まず、４０億を１０年で解消した場合のシミュレーションということで、今、お示しを

しているものは、仮の係数というものが出てきましたので、あくまでも仮に試算した結果

ということでお示しをさせていただいたものでございます。その中で、委員の皆様からは、

例えば医療費適正化にもっと取り組めば、医療費がもう少し下がるのではないかですとか、

あとは赤字の解消を１０年間で解消していかなくてはいけないのかというお話をいただき

ましたけれども、あくまでも今回の都道府県単位化という新たな制度におきましては、こ

れまでは２年に１回の見直しということで、八王子市の中だけの議論で、今のお話のよう

に４０億をどうやって減らしたらいいのか、または、医療費適正化を頑張れば、その分、

その４０億も少なくなるんじゃないかという議論だけで済んだかと思うんです。 

 今後の４月からの制度といいますのは、まず、東京都が東京都全体の医療給付費がどれ

だけかかるかというものを試算いたしまして、それを各区市町村に、あなたの市町村はこ

れだけの納付金を払ってくださいということを配分してくるんです。その配分に当たりま

して、年齢ですとか所得の水準ですとか医療費の水準というものを加味して配分をされて

くる。その納付金というものは、八王子市としては必ず払わなくてはならないものになり

ます。という中で、八王子市だけが、例えば医療費適正化に頑張ったとしても、その分が、
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先ほどの前期高齢者の交付金が、これまではその分もらえていたものが、東京都全体でな

らされてしまったがために、本来もらえるものが、逆にならされたので、少ない金額にな

ってしまったというお話がありましたように、同じように、八王子市だけが頑張った分が

そのまま１００％、納付金が減らされてくるかというと、そうではないというところが１

つございます。 

 あともう１つは、今回、別紙で、Ａ４、１枚でお配りしましたものについてですが、東

京都平均のそれ以上、多く集められている自治体が左側ですという話を課長のほうからし

ましたけれども、結局、所得水準が高いところは豊かな自治体ということで、それらの豊

かな自治体は、我々、所得水準が低い自治体のために、納付金を多く集めてもらっている

というのが実態としてあるんです。 

 ですので、そういった広域化という制度全体の中で、八王子市だけの事情で、法定外繰

入というものはこのままの状態でいいということは、なかなか難しさがあると。各自治体

の判断に委ねられている部分もあるんですけれども、その辺も加味して、国は財政健全化

計画というものをつくらなくてはならないというふうに言っております。つくらなくてい

いんでしたら、それでいいんですけれども、その中で、八王子市としては、こういった計

画でゼロにいたしますよということをお示ししていかなくてはならないというところもご

ざいますので、当然、市民の皆様にご負担が急激にかからないよう、どのような形にした

らいいのかという議論もあるかと思いますけれども、制度全体が、今までの八王子市の中

だけの議論ではないというところだけは、どうかご理解をいただければと思います。 

○青柳会長 ほかにご意見ございますか。 

○植木委員 先ほど機械のリサイクルというお話が出たので、少し説明させていただきま

すと、消耗品等はリサイクルというのは無理なところがありまして、例えばＣＴの機械な

んかですと、被曝量の問題もあって、少し前のＣＴと現在のＣＴ、また最新のＣＴは被曝

量が全然違うので、そういうものを求めていくとなると、どうしても高額医療費というこ

とになると思います。ですから、意外とリサイクルできる医療機器というのはある程度、

限定されていますので、費用が少なくなるということはどうなのかなということが１点。 

 それから、消化管のがん検診の話なんですけれども、現在、八王子市医師会は、造影と

内視鏡をやってくれる先生の区分といいますか、そういう人選を進めていますけれども、

どうしても内視鏡というと、痛みを伴うものですから、嫌がる人も多くて、経鼻内視鏡で

も少し痛みがあるという人がいますから、そうすると、造影になると、造影は精度として
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は低くなると思うんです。がん検診の精度としては。そういうこともありますし、また、

果たして内視鏡検診のドクターを多く抱えてやっていると、１人当たりの検診者の数が少

なくなるものですから、できるだけ絞ってといいますか、数を少なくして、多くの症例が

集まる、多くの患者様を診ることになったほうが、その１人のドクターとしての精度は高

くなるといいますか、技術が落ちないといいますか、そういう面もあります。 

 それと、下部消化管に関しては、もちろん内視鏡がベストなんですけれども、ただ、便

潜血による発見というのも結構、最近は注目されていまして、それは回数を追うごとに、

２回、３回、４回、５回と回数を重ねるごとに発見率がかなり、七、八割まで上がるとい

うふうに言われているんです。 

 ですから、そういうがん検診受診の動機づけといいますか、ぜひ、市役所のがん検診の

担当の方に頑張っていただいて、そういう情報とか、がん検診に対する受診率を上げると

いうようなことを積極的に進めていただけると、結果的に医療費が抑えられるというよう

な方向ではないかと思っています。 

 それから、医療費を抑え込むとおっしゃいますけれども、実は、東京都ですか、３分の

１ぐらいの病院はもう既に赤字です。それはどこから来ているのかというと、人件費がか

なりの部分を占めていまして、今までも介護とか医療職の方たちは低賃金であるために離

れていくんです。特に高齢者の尿やふん便の始末とかということをどうしても嫌がる、誰

でもそうなんですけれども、そういった場合に、低賃金で、夜まで働いて、給料を上げな

いでというところが果たしてやっていけるのかどうかということが問題だと思うんです。

だから、ある程度、予算をいただかないと、医療、介護というのは進まない面があるもの

ですから、ぜひ、そこのところは、全部、理想論ではいかないのじゃないのかなというふ

うには、私自身、個人としては思っています。 

○青柳会長 今、植木委員からの、病院や、運営する上で、いろんな予算が必要だという

ことでご意見をいただきました。このことは、診療報酬などにもかかわってくることだと

思います。今、保健事業運営についてということで、この後も保健データ活用のところで

も、こういう議論ができるかと思います。この保健事業計画の具体的な数字のところでの

ご質問等ありますか。 

 そうしましたら、私のほうからも、少しこのことについて意見を言わせていただきたい

と思いますけれども、まず１点、質問ですが、先ほど森委員からあった法定外繰入の考え

方についてなんですけれども、解消について、国は求めているんですが、国の答弁などを
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突き詰めると、各自治体で判断されるということは、最後にそういう答えが返ってくるん

です。禁止することは考えていないというようなことも言われております。 

 先日の都の運協も、私、傍聴させていただきましたけれども、委員の質問に対して、会

長自身が法定外繰入はしないということはあり得ないというふうにはっきり断言されてお

りました。この保険料率というのは、試算はあくまで試算なんだと、決めるのは自治体だ

というふうに強調されておりましたけれども、そういった中で、今、保健事業と、今度、

計画を立てるというふうなスケジュールがあるんですが、赤字解消のためのスケジュール

というふうにあるんですけれども、何か市が法定外繰入をした場合にペナルティーという

ものが都のほうで用意されているのかどうか、そこのところだけ、確認させていただきた

いと思います。そういったことはないというふうに思っているんですけれども。 

○菅野保険年金課長 法定外繰入を解消しないこと、そのものによるペナルティーはござ

いません。ただ、２つ、影響があるかと思っております。 

 １つは、この赤字解消をしていくというような計画を立てなかった場合には、一自治体

でも立てないと、東京都が保険者インセンティブを受けられないということがございまし

て、そこが半義務的につくることが義務づけられているというところなんですが、要する

に、マイナスはないんですけれども、プラスでもらえるものがなくなるということはあり

ます。それが１つ。 

 あと、法定外繰入を行うということについて、最終的には各自治体の判断になるかと思

いますが、先ほど私どもの部長からも言いましたように、今回の東京都の中での八王子と

いうことも考えてやっていかなきゃいけないという、言葉として適切かわかりませんが、

いささか道義的な部分はあるかとは思っております。 

 以上です。 

○青柳会長 今、道義的ということで、半義務づけというお話もあったんですけれども、

これは仕組みとしては、私のほうではないというふうに考えております。納付金が試算で

１８１億円で、低所得者対策分と保険税分として１６１億円、市が完納しなければならな

いと、絶対、おくれてはいけないというふうな締めつけがあります。これを払うには、保

険税が主になってくるんですけれども、例えば２８年度決算では１２３億９,０００万円と

いう額が保険税で集まってきているんです。だから、この差はどうしても何かで埋めなけ

ればいけないし、それは繰り入れしていくべきだと思います。 

 もう１つ、指摘というか、お願いしたいのは、これは納付金は医療費や所得水準を東京
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都は加味していますよというふうに言っているけれども、東京都が具体的に保険税軽減の

ために入れている予算というのは、今回、ゼロなんです。全くこれに対しては入れていな

いんです。ですので、やはりこれは保険者としての責任を東京都も果たしてもらいたいな

というのは、自治体として、ご意見として、上げていただきたいというふうに思っており

ます。 

 その上で、八王子市はどうするかということになってくると思うんですけれども、今の

市民の暮らしというところで見ますと、市税白書を見て、市民の暮らしを見ますと、個人

市民税の額、推移は横ばいなんです。１３万２,０００円ということで横ばいです。１０万

円以下の納税義務者は、前年度、８,８９５人から、２８年度は９,４４８人というふうに、

低所得の方が増えてきております。国保加入者を見ますと、８割が３００万円以下の加入

者で、２００万円以下の所得の方は６７.２％というふうになっていまして、この３００万

円以下の所得の方が年々増加傾向にあると思いますので、こうしたところで保険税率を上

げるというのがほぼ限界にきているのかなというふうに感じております。 

 今回、都の法定外繰入を入れない場合の試算で言いますと、１４０％ぐらい上がるとい

う試算でありますけれども、こうした増を行ったときに、もし行った場合に、今度、保険

税率を上げると、徴収率というのが必ず下がってきます。これは２３区が今でも高い保険

税のところで、同じ人口比率で見ても８０％台にとどまっている。八王子市は今、９０％

を保っているところなんですけれども、それが上げることによっての税収が減するおそれ

があるということも１つは見ていかなければならないというふうに思っております。 

 こういったことからも、私は、法定外繰入を一定保てば、保険税率を保持して、市民の

皆さんがきちんと払っていけるような保険税というのをしていく。その間に東京都への責

任と、もっと言うと国への責任。１,７００億円入ると言っていますけれども、保険税軽減

になかなか直接、実感がないことが多いですので、すみませんけれども、なるべく法定外

繰入をしていきたいと思います。 

 長くなりましたけれども、私からは、以上、意見としてお願いをしていきたいと思いま

す。すみません。 

○設樂医療保険部長 東京都のほうからの激変緩和への要望というお話を伺いましたけれ

ども、市長会を通じて、東京都としてもしっかりと激変緩和の措置としての軽減に取り組

んでほしいということは要望として実際には上がっているところでございます。 

 実際、法定外繰入は残るであろうという運協の会長さんのご意見、それにつきましては、
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資料で今、ご案内いただきました１４ページにありますように、もし、一気に解消したと

なると、１３６％ということで、一気に３６％分も値上げするということになってしまい

ますので、それは本市においてもあり得ないと思います。 

 ただ、ページで言いますと、先ほども私としては制度の仕組みのことで申し上げたいと

思ってお話ししているんですが、１３ページ、前のページを見ていただきますと、今回、

東京都のほうで八王子市としての所得水準や年齢調整、医療費水準を加味した上で、東京

都全体の医療給付費を賄うには、八王子市はこの保険料率になりますよというお示しをい

ただいたものがこの１３ページになります。総額で言えば、先ほど来から１８１億ですと

か１６１億というのがございますけれども、（２）のところを見ていただきますと、医療

給付費分で言いますと、東京都から示されたものは７.３５という所得割率です。ただ、現

行の八王子市は５.３と。その開きが２.０５ある。この前段で、先ほどの所得水準も加味

した結果ですので、その所得水準が低いところに豊かな自治体から既に少し納付金の部分

が来ているということになりますと、本来、２.０５以上の開きがあるという制度の仕組み

になっています。 

 これは、低くなるところも、もしかしたらあるかもしれませんけれども、どこの自治体

も同じように、東京都から示された、そこの保険料率と実際の保険税率、この乖離をどう

やって埋めていくかというところが、まさに財政健全化計画をどうするかということにな

りまして、当然、これを一気に解消するというのは、どこの自治体も激変になってしまい

ますので、それをいかに市民の皆様にご負担がない形で、乖離を少しずつ縮めていくかと

いうのが持続可能な国保制度の構築であるという、そういったことが今回の広域化の制度

改正になっております。 

 そういった意味での、こちらはお示しの表になっておりますので、なかなか複雑で、こ

の表の見方等がわかりにくいかと思いますが、この仮係数に基づく標準保険料率と実際の

八王子市の差、ここがもう既に乖離があって、これをどう縮めていくかというところがこ

れからの厳しいかじ取りになると私も認識しているところでございます。 

 以上です。 

○青柳会長 ほかに、このところでご発言はありますか。よろしいですか。 

 

 （２） 八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画の素案について 

○青柳会長 次に、議題（２）八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画の素案
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についてを議題とします。事務局から説明願います。 

○市川成人健診課長 お手元に資料３をご用意ください。八王子市国民健康保険データ活

用保健事業実施計画の素案の概要とパブリックコメントの実施について説明いたします。 

 １ページの１、報告の趣旨は、今、申し上げたとおりでございます。 

 次に、２、報告内容、計画の位置づけです。本計画は、２５年６月１４日に閣議決定さ

れた日本再興戦略及び平成２６年３月３１日に一部改正された国の指針に基づき定める保

健事業の実施計画です。なお、この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条に

基づき定める第３期特定健康診査等実施計画を包含しています。 

 （２）計画の位置づけ図です。第３期保健医療計画の分野別計画として、下にお示しし

ておりますとおり、位置づけております。 

 それでは、資料２ページをお開きください。計画期間です。平成３０年から３５年まで

の６カ年としております。下の図では、関連の計画の期間を図でお示ししております。 

 （４）パブリックコメントです。期間、周知方法、提出方法は下にア、イ、エに示して

いるとおりです。閲覧場所につきましては、資料６ページ、閲覧場所一覧にございますと

おり、本庁舎、図書館、市民部事務所など、市内７９カ所になります。なお、パブリック

コメント募集期間中に、開始から１５日目と終了１週間前にいただいた意見の中間報告を

２回、ホームページで行います。 

 （５）計画の公表ですけれども、３０年３月を予定しております。 

 資料３ページをごらんください。計画の主なポイントです。計画の主なポイントは４つ、

データ分析による課題の明確化、特定健診受診率、特定保健指導実施率の向上、生活習慣

病ハイリスク者への重症化予防策、適正受診、服薬推進事業の取り組みです。これについ

ては、後ほど詳しくご説明いたします。 

 次に、４、計画策定の背景及び趣旨についてです。本計画は、まず、健康、医療情報の

分析データに基づき、現状を把握します。そこで明らかになった課題から、取り組むべき

対策について３つ掲げました。４ページの体系図にございます、中央に掲げております３

つの基本対策がこれに当たります。 

 それぞれの施策について、ＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営を行い、各事業に管理指

標を設定することで、実効性を高めていきます。 

 ５、計画の目指すものです。生活習慣病は、生活習慣の改善を促すことで、発症や重症

化を予防することが可能な疾患です。また、生活習慣病対策を講じることは、健康寿命の
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延伸だけではなく、結果として医療費の適正化につながる重要な取組にもなります。被保

険者の健康を守り、ひいては国民健康保険の制度を持続可能とするために、健康寿命の延

伸と医療費の適正化を目指します。 

 ４ページ、６、計画の体系図をごらんください。計画の全体像をお示ししております。

先ほどお話ししました取り組むべき対策として３つ掲げた基本対策、特定健診受診率、特

定保健指導実施率の向上、生活習慣病重症化予防、医療費適正化事業の推進を掲げており

ます。 

 続きまして、５ページ、７、３つの基本対策と実施事業です。ここでは、３ページに掲

げました計画の主なポイント４つについて、抜粋して説明いたします。 

 １つ目、本計画のベースとなるレセプトや健診データを分析し、課題を明確化するです。

国保データベース、いわゆるＫＤＢのデータの疾病別の医療費から、医療費を押し上げて

いる疾病を調べてみますと、八王子市は糖尿病や高血圧の重症化疾患である慢性腎不全が

上位に位置し、医療費が突出していることがわかりました。お配りしました計画素案の医

療費の分析の中で、３０ページにございます図表２８でそのことをお示ししております。 

 また、特定保健指導の判定値を超える項目が１つでもある、特定健診有所見者のうち、

特定保健指導だけではフォローできない非肥満高血糖の方が１１.４％を占め、全国と比べ

て多くなっています。こちらは素案の４１ページにあります図表４０、特定健診有所見者

の検査項目別の人数割合でお示ししております。 

 主なポイント２つ目、特定健診受診率、特定保健指導実施率の向上については、毎年受

診している方に継続受診を促す勧奨に加え、全く受診していない人や、ほとんど受診しな

い人に対する勧奨も行い、新規受診者の開拓を行っていきます。特定保健指導が生活習慣

病予防に効果的であるということが認められていることから、健診後のフォローとして、

今後も未実施者の特性に応じた保健指導の利用勧奨を行っていきます。 

 １つ目の主なポイントでお話ししたような分析をもとに、主なポイント３つ目、生活習

慣病ハイリスク者への重症化予防対策に取り組みます。これについては、資料５ページ（２）

ア、糖尿病重症化予防に記載しております。糖尿病が重症化する可能性が高い対象者グル

ープの選定方法を検討し、特に、治療中あるいは治療中断者については、医師会や医療機

関と連携し、受診につなげます。また、先ほどの分析でもお話ししたとおり、特定保健指

導の対象外となってしまう非肥満高血糖の方の割合も高いため、こうした対象者への予防

策も展開します。 
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 ４つ目の主なポイント、適正受診、服薬推進事業の取組です。健康被害の防止と医療費

の適正化を目指し、資料５ページ中段、（３）イにお示ししたとおり、適正受診、服薬推

進事業につきましては、医科、調剤レセプトの分析を通して対象者を特定し、同一の傷病

名で複数の医療機関に通ったり、高い頻度で通う対象者に適正な受診を促す、重複、頻回

受診対策や、飲み合わせの悪い薬や同じ薬効の薬、また、複数の医療機関に通い、薬の過

処方につながる対象者には、通知及び電話による勧奨を行う併用禁忌、重複、多剤服薬対

策に取り組むことを検討します。 

 なお、計画策定においては、本計画が国民健康保険被保険者を対象とする実施計画であ

ることから、部内の職員で構成する検討会や、計画策定業務委託先事業者や関係所管と個

別の協議、調整を月１回は行うことで策定作業を進めました。 

 説明は以上になります。 

○青柳会長 事務局の説明が終わりました。ただいまの説明について、ご質問等がござい

ましたら、ご発言願います。何かご質問等ありますか。先ほど皆さん、委員の中でもお触

れになっていた部分もあるかと思いますけれども。 

○川﨑委員 我々、被用者保険のほうも、保健事業をやる上では、費用対効果というもの

が求められるということで、そのような指標を設けて、ほんとうにその事業に対して、こ

のぐらいのお金を使って、このぐらいの効果があったということを被保険者の方にお示し

をしないと、どんな保健事業をやっているんだというふうに言われかねない。 

 国保についても同じで、保険税を使って保健事業をやっているわけですので、そこら辺

の費用対効果についてはどのような形で被保険者の方にお示ししていくかを伺いたいので

すが、よろしくお願いします。 

○市川成人健診課長 どうやって費用対効果をお示しするかということで、先ほど説明の

中でも申し上げたとおり、実施すべき保健事業ということを現状の分析から挙げまして、

管理指標を設定するというのが今回のデータ活用計画の肝になるかと思います。 

 お配りしました素案の冊子の７３ページ、第４章から実施すべき保健事業と管理指標の

設定ということで書いてございまして、その中に、例えば７５ページに特定健診の受診率

向上事業ということについては、特定健康診査の受診率や継続未受診者の割合とか、数値

をはっきり示せるように管理指標を設定しております。具体的には、表になりますと、ペ

ージ数としましては、８０ページから、小さくて申しわけないんですけれども、各年度の

目標の設定をいたしまして、各年度でどういうふうに達成したかということについては、
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中間年度の３カ年たったときには必ず見直しというのを行うんですけれども、その途中経

過、年度においては、年度が終わった時点でどのような形か、議会の方にもご報告したり、

どのような進捗状況かご報告していくような形をとっていく予定でいます。 

○山部委員 まず最初に、私、時間を間違えて遅刻してしまいました。おわび申し上げま

す。どうも申しわけございませんでした。 

 質問なんですけれども、こちらのレジュメのほうの５ページの一番下のウのところにあ

ります給付の適正化の取組というところで、柔道整復レセプトの二次点検等についてもと

ありますが、柔道整復の合計支給件数、合計支給額は、作業実施効率の改善とともに年々

数値が改善していますとありますけれども、この改善の意味というのはどういうことなん

でしょうか。 

○菅野保険年金課長 柔道整復レセプト二次点検の改善の意味ということでご質問いただ

きました。柔道整復と申しますと、一般にけが等をしまして、その治療に当たる部分で柔

道整復師の施術を受ける部分と、それから、リラクゼーション効果を求めて、いわゆる保

険適用にならない範囲で受ける部分がございまして、こちらの区分が曖昧なために、保険

事業のほうでなされるというようなことがございまして、こちらのほう、私どもでは、具

体には施術を受けられた方にアンケート調査をしまして、どういったことがあって受けら

れたのかという確認をさせていただき、その後、その施術をしたところで、原因がどうも

保険適用にならないようであるというようなことで、その目的を受けられた方にお伝えす

るとともに、施術所にも、特に塊でリラクゼーション目的のが、どうも保険のほうに流れ

てくるようなところも正直、見受けられますので、そういった適正化をしてほしいという

ことで、これは平成２４年から継続している取り組みの中では、毎年、金額としましては

３,０００万円程度ずつ適正化が図られておりまして、現在、通算で１億５,０００万程度

は適正な使われ方ができるような、実際、効果額として出ている、そういった事業でござ

います。 

○山部委員 どうもありがとうございました。すごく効果が大きいということに驚きまし

た。ほんとうにその努力に敬服いたします。 

 そもそも、これは逆説的な意味で、私、感じていたんですけれども、いつもなら、私、

税理士をやっておりますが、お客様に柔道整復師さんがいらっしゃいまして、なかなか保

険報酬がおりてこないんだよと。何回も書類の差し戻しがあると。その後で、効果という

のはどういうことなのかなと思ったのでお聞きしたまでなんですが、税金の保険税の使わ
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れ方としては非常にいいものなのかなと思います。 

 ただ、先ほどのお医者様の植木先生のお話もありましたけれども、保険報酬が少ないと

いうことで、施術等をする側が疲弊してしまうと、元も子もないなというところも感じて

おりますので、そういったところとバランスをとりながらお願いしたいというふうに思い

ました。 

○青柳会長 ほかにご発言ありませんか。 

○森委員 今日、この計画の素案があるので、具体的な目標数値とかが書かれているので、

これはそれがないと計画をつくれないので、目標もないと。よかったと思っています。 

 少し話が違うのかもしれませんが、感じるのは、食育、表にもあるんですが、１点、も

う１つ感じるのは、生涯学習プランというのとスポーツ推進計画、これと連携機能してい

く。社会に貢献とは言いませんが、社会参加とスポーツ、健康維持というのだと思うんで

す。それが重要なことかなと感じるんです。 

 あくまで保健事業実施計画ですから、その面には触れてはいない。よく読んでいないか

らわからないんですけれども、項目にはなさそうなので、これを関連して、連携をしてい

くべきだというふうには思うんですが、この辺をもう少し強調して、アピールしてほしい

と思うんですが、いかがですか。 

○市川成人健診課長 ありがとうございます。上位計画のほうの運動、生活習慣の関係に

つきましては、データ活用計画の上位計画であります保健医療計画のほうにも生活習慣病

の発症と重症化の予防ということで、運動等も生活習慣が大事だということもお話しさせ

ていただいております。データ活用計画の中でも、特定保健指導や、今後、生活習慣病重

症化予防として特定保健指導に該当しない方々に対しても、例えばヘモグロビンＡ１ｃだ

けがちょっと数値が有所見者ということで超えてしまった場合は、きちんと生活習慣や健

康とか食生活等のご相談にも応じられるようにということで、個々の事業に取り上げさせ

ていただいておりますので、そこら辺もしっかりアピールできるように、今後、概要版等

でもお知らせしていきたいと思います。 

 

 （３）その他 

○青柳会長 ほかにご発言がなければ、次に、議題（３）その他に入ります。事務局から

説明願います。 

○白鳥庶務担当主査 それでは、事務局から、次回、第３回の運営協議会の開催について
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ご説明をさせていただきます。東京都からの本係数による納付金、標準保険料率の提示は、

年明けの１月中旬ごろとされているところでございます。第３回目の運営協議会の開催に

つきましては、これが示された後、１月２９日の月曜日ないしは３０日の火曜日に開催を

させていただきたいと考えております。日程の調整につきましては、改めてさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○青柳会長 事務局の説明が終わりました。ただいまの説明について、ご質問等がありま

したら、ご発言願います。 

○氷見委員 歯科から代表で来ていますけれども、学校保健会とかで以前、委員をやって

いました。医療関係者は木曜が休みなんです。月曜、火曜だと、患者さんを普通に診療し

ているので、今日なんかだと、わりと遅くまでいてもいいんですけれども、ふだんは診療

をしているのを休めと言われても困るので、曜日に関して、ご要望したいと思います。 

○菅野保険年金課長 氷見委員からのご要望、ごもっともということで、私ども、なるべ

くそういった日程設定について考えているところでございますが、今回は、この制度の本

係数というのが、国から１２月２８日に提示されるというふうに聞いておりまして、東京

都は納付金等の提示は１月中旬と言っておりますが、予測では、これまでですと１月２０

日とか、そういうぎりぎりで出てくるかと思います。その後の議会の日程等を考えますと、

なかなか正直、日程調整の幅が、我々に与えられた選択自体が少ない中で、現在、調整を

しております。 

 もし、日程的に、もう少し早いうちに示され、日程を組めれば、できる限りの時間の設

定と曜日の設定をしたいと思っておりますが、現段階では、一番きついスケジュールで、

これまで、そういうきついスケジュールで来たことが多いですので、まことに心苦しいと

ころですが、こういう設定を今は案として示させていただいております。ご了解、難しい

ところかと思いますが、私どもも、なるべく事前に、もしものときはご意見等を拝聴する

という形でフォローもしながら、なるべく開催の日程と、それから時間について、できる

だけの工夫はしたいというふうに思っております。申しわけございません。 

○青柳会長 よろしいですか。 

 以上で本日の議題は終了いたしました。 

 

３．閉会 
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○青柳会長 ここで会議録署名委員を指名いたします。署名委員は、議席番号順に指名し

てまいります。本日の署名委員は、２番、井上委員にお願いしたいと思います。後日、会

議録への署名をお願いいたします。 

 これをもちまして本日の運営協議会を終了いたします。本日はお忙しいところ、ご出席

いただきましてありがとうございました。 

 

［午後 ３時１０分散会］ 


