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平成２９年度 第１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７月１８日（火）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） 正・副会長の選任について 

 （２） 議席の決定について 

 （３） 現行の国民健康保険事業について 

 （４） 新たな国民健康保険制度の施行について（制度改革） 

 （５） 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（１４番） 鈴 田   朗（被用者保険等保険者代表） 

欠席委員（１） 

  委 員（１３番） 塚 田 淳 夫（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 

   制 度 改 革 担 当 主 査  加 藤  広 幸 

   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 

   主         査  飯 島  浩 幸 

   主         査  石 田  勇 次 

   主         査  森    孝 子 

  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     ２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   現行の国民健康保険事業について 

資料３   新たな国民健康保険制度の施行について（制度改革） 

参考資料１ 地域（保険者）間における格差の状況（平成２７年度）一人当たり所得等 

参考資料２  平成２９年度国民健康保険税（料）率等の状況（多摩２６市中２方式選択

１７市） 
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《机上配付資料》 

運営協議会委員のための国民健康保険必携（2017年度版） 

東京の国保（No.635・636・637） 

こくほのしおり（平成２９年度版） 
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［午後 １時３０分開会］ 

 

１．開会 

○菅野保険年金課長 それでは、ただいまから平成２９年度第１回の国民健康保険運営協

議会を開催させていただきます。 

 本来、招集権につきましては会長にございますが、今回は会長選任前に開催するところ

でございますので、出席者の皆様の同意をいただきまして、開催をしたいと思います。ま

た、会の進行につきましては、ご紹介、自己紹介やご挨拶等を除き、着座にて進めさせて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅野保険年金課長 ありがとうございます。それでは会長の選任が後になりますので、

それまでの間、事務局が進行を務めさせていただきます。 

 なお、本日は塚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が、過半数

の委員のご出席をいただいております。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、本会が有効に成立しておりますことをはじめに申し上げます。 

 ここで、本日の配付資料と議事録等につきまして、事務局から説明をいたします。 

○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、本日の配付資料等につきまして、ご説明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、事前配付資料でございます。資料１といたしまして、

「本運営協議会の委員名簿」でございます。続きまして資料２「現行の国民健康保険事業

について」、次に資料３「新たな国民健康保険制度の施行について（制度改革）」でござ

います。その他、参考資料１といたしまして、「地域（保険者）間における格差の状況（平

成２７年度）」、これは一人当たり所得等になります。それから参考資料２「平成２９年

度国民健康保険税（料）率等の状況」でございます。 

 続きまして、本日机上配付をさせていただきました資料でございます。書籍類となりま

すけれども、「運営協議会委員のための国民健康保険必携（２０１７年度版）」でござい

ます。次に「東京の国保」、これが３部ございまして、６３５号から６３７号になります。

最後になりますが、「こくほのしおり（平成２９年度版）」でございます。 

 資料は以上でございますが、過不足はございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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○白鳥庶務担当主査 続きまして、本運営協議会の会議録につきまして、ご説明をさせて

いただきます。会議録でございますけれども、本市の附属機関及び懇談会等に関する指針

の規定に基づきまして作成をいたします。この際、ご発言者のお名前を記載し作成いたし

ます。なお、作成いたしました会議録は、あらかじめ指名が行われます会議録署名委員の

方にご署名をいただいた後に、市のホームページ、図書館などで公表をいたします。また、

同指針の規定に基づきまして、附属機関等に関する事務を所掌する、私どもの行財政改革

部行革推進課に氏名ですとか、選出区分などを記載した名簿を提出し、附属機関等委員の

併任の確認に使用させていただきますので、ご了承いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

２．委員及び職員紹介 

○菅野保険年金課長 では続きまして、委員の改選がございましたので、各委員のご紹介

をさせていただきたいと思います。恐れ入りますが、お名前をお呼びしますので、その場

でご起立いただければと思います。 

 最初に被保険者を代表いたしまして、山部雄三委員です。 

○山部委員 はい。よろしくお願いします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、同じく被保険者を代表しまして、井上祐子委員です。 

○井上委員 はい。よろしくお願いいたします。 

○菅野保険年金課長 同じく被保険者代表、公募委員の小野田有委員です。 

○小野田委員 はい。小野田でございます。よろしくお願いいたします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、同じく公募委員で、松元嗣子委員です。 

○松元委員 よろしくお願いいたします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、保険医又は保険薬剤師を代表する委員をご紹介させて

いただきます。最初に植木徹委員です。 

○植木委員 よろしくお願いします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、太田ルシヤ委員です。 

○太田委員 よろしくお願いいたします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、氷見元治委員です。 

○氷見委員 お願いします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、山田純一委員です。 
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○山田委員 よろしくお願いいたします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、公益を代表する委員をご紹介させていただきます。最

初に青柳有希子委員です。 

○青柳委員 よろしくお願いします。 

○菅野保険年金課長 続きまして、馬場貴大委員です。 

○馬場委員 馬場です。よろしくお願いします。 

○菅野保険年金課長 渡口禎委員です。 

○渡口委員 よろしくお願いします。 

○菅野保険年金課長 森英治委員です。 

○森委員 森です。よろしくお願いします。 

○菅野保険年金課長 最後に、被用者保険等保険者を代表する委員をご紹介いたします。

鈴田朗委員です。 

○鈴田委員 鈴田でございます。よろしくお願いいたします。 

○菅野保険年金課長 被用者保険等保険者を代表する委員のもう一方、塚田淳夫委員は、

本日所用のためご欠席ということでご連絡をいただいております。 

 続きまして、医療保険部長よりご挨拶と職員の紹介をいたします。 

○設樂医療保険部長 皆様、こんにちは。医療保険部長の設樂恵でございます。このたび

の人事異動で、４月から着任をいたしております。委員の皆様方におかれましては、日ご

ろより国民健康保険行政におきまして、多大なるご理解、ご協力を賜りまして、誠にあり

がとうございます。本年度は平成３０年度からの制度改革により、国民健康保険の仕組み

が大きく変わることとなっておりますので、その点も含め、よろしくご協議のほどお願い

申し上げます。 

 また、国民健康保険とは別のお話で、本市のＰＲになりますが、本年、平成２９年は八

王子市制１００周年の年でもございます。市制１００周年ということで、既にさまざまな

イベントが開催されているところではございますけれども、来る９月１６日から１０月１

５日までの間は、全国都市緑化はちおうじフェアという目玉事業も予定されておりますの

で、ぜひお出かけいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続き職員を紹介いたします。初めに、先ほどから進行をしております保

険年金課長、菅野匡彦です。 

○菅野保険年金課長 菅野匡彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○設樂医療保険部長 次に保険収納課長、関谷健司です。 

○関谷保険収納課長 関谷健司です。よろしくお願いいたします。 

○設樂医療保険部長 次に成人健診課長、市川厚夫です。 

○市川成人健診課長 市川厚夫です。よろしくお願いいたします。 

○設樂医療保険部長 続きまして、運営協議会の事務局を担当いたします保険年金課庶務

担当職員でございます。庶務担当主査の白鳥充男です。 

○白鳥庶務担当主査 白鳥でございます。よろしくお願いいたします。 

○設樂医療保険部長 主任の島林保樹です。 

○島林庶務担当主任 島林です。よろしくお願いします。 

○設樂医療保険部長 主任、橋本和幸です。 

○橋本庶務担当主任 橋本です。よろしくお願いします。 

○設樂医療保険部長 主任、大塚里奈です。 

○大塚庶務担当主任 大塚です。よろしくお願いします。 

○設樂医療保険部長 次に保険年金課の各担当の職員でございます。制度改革担当主査、

加藤広幸です。 

○加藤制度改革担当主査 加藤と申します。よろしくお願いいたします。 

○設樂医療保険部長 給付担当主査、長岡友子です。 

○長岡給付担当主査 長岡と申します。よろしくお願いいたします。 

○設樂医療保険部長 次に、保険収納課の職員でございます。課長補佐兼主査、細田英史

です。 

○細田課長補佐兼主査 細田です。よろしくお願いします。 

○設樂医療保険部長 主査、飯島浩幸です。 

○飯島主査 飯島と申します。よろしくお願いします。 

○設樂医療保険部長 主査、石田勇次です。 

○石田主査 石田です。よろしくお願いします。 

○設樂医療保険部長 主査、森孝子です。 

○森主査 森です。よろしくお願いします。 

○設樂医療保険部長 最後に、成人健診課の職員でございます。成人健診・がん検診担当

課長補佐兼主査、北野領です。 

○北野成人健診・がん検診担当課長補佐兼主査 北野と申します。よろしくお願いします。 



 -8- 

○設樂医療保険部長 特定保健指導担当主査、金真弓です。 

○金特定保健指導担当主査 金と申します。よろしくお願いいたします。 

○設樂医療保険部長 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

 （１）正・副会長の選任について 

○菅野保険年金課長 それでは、会議次第に従いまして進行いたします。 

 議題の（１）正・副会長の選任に入ります。正・副会長の選任でございますが、会長の

選任につきましては、国民健康保険法施行令第５条の規定に基づきまして、公益を代表す

る委員のうちから選挙すると定められております。また、本市国保運営協議会規則第３条

にも、同様に選挙によると定めがございます。また、慣例によりまして、公益代表委員の

推薦をいただいている市議会からは、正・副会長候補者についての意見を頂戴しておりま

す。皆様のご賛成を得まして、この市議会の意見をもって正・副会長の選任とさせていた

だきたいと存じますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○菅野保険年金課長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

 それでは、会長は青柳有希子委員、副会長は馬場貴大委員、以上でございますが、よろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○菅野保険年金課長 ご異議なしと認めます。 

 正・副会長の選任につきましては、皆様のご賛成いただきましたので、ただいま申し上

げたとおり決定させていただきます。よろしくお願いします。 

 以上で私の議事進行は終わらせていただきます。それでは、正・副会長につきましては

席をお移りいただきまして、就任のご挨拶等をお願いいたします。 

○青柳会長 それでは、一言ご挨拶させていただきます。 

 このたび、国民健康保険運営協議会の会長を務めさせていただきます、市議会議員の青

柳有希子です。今回の運営協議会は、国保の都道府県化という非常に重要な課題を控えて

おります。委員の皆様から忌憚のないご意見をいただけるよう努力していきたいと思いま

す。市民の皆さんの暮らしに直結する、そういった議題となりますので、お忙しい中では

ございますけれども、一生懸命運営していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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○馬場副会長 皆さん、こんにちは。このたび国保運協の副会長を仰せつかりました馬場

貴大と申します。ただいま青柳会長がおっしゃっておりましたけれども、東京都マターの

案件になります。中核市八王子が基礎自治体として、今後どういった姿勢でこの国保運営・

事業を推進していくのかという、大変極めて重要な年度になることは、これはもう申し上

げるまでもございません。国保運協委員の皆様、または行政の皆様と建設的な議論をこの

場でさせていただけるよう、委員長を補佐し、務めてまいりますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 （２）議席の決定について 

○青柳会長 それでは、会議次第に従いまして進行いたします。 

 議題（２）議席の決定をいたします。 

 特段ご意見がなければ、資料１の名簿順で議席番号を１番から１４番とさせていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○青柳会長 ご賛同いただきましたので、これをもちまして議席番号を決定いたします。 

 

 （３）現行の国民健康保険事業について 

○青柳会長 それでは、議席も決まりましたので、次に議題（３）現行の国民健康保険事

業についてを議題とします。 

 事務局から説明願います。 

○白鳥庶務担当主査 それでは私から、国保事業の概要についてご説明をさせていただき

ます。資料２の５ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成２８年度の決算見込みについてでございます。なお、２８年度決算につきましては、

議会の認定を受けておりませんので、決算見込みということでご理解をいただきたいと思

います。 

 はじめに歳入でございます。歳入総額は前年度に比べて２％、１４億３,０００万円減の

７０５億８,０００万円となりました。 

 主な増減の要因についてご説明をいたします。まず、増要因でございます。平成２８年

度は国保税率等の改正をさせていただきましたが、これにより保険税が２％、２億４,００
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０万円の増となっております。また、６５歳から７４歳までの前期高齢者が保険者間で偏

在することによる医療費の不均衡を是正する財政調整であります前期高齢者交付金が、実

績により５.５％、８億６,０００万円の増となっています。 

 続きまして、減要因でございます。被保険者数の減による保険給付費の減に伴い、一般

会計からの繰入金が２２.２％、２１億４,０００万円の減となっております。 

 次に歳出でございます。歳出総額は、前年度に比べて２.６％、１８億４,０００万円減

の６９０億９,０００万円となりました。 

 主な減要因についてご説明いたします。被保険者数の減によりまして、保険給付費が１.

５％、６億２,０００万円の減、また、実績により後期高齢者支援金等が４.８％、４億１,

０００万円の減、介護納付金が７.８％、２億５,０００万円の減となっております。後期

高齢者支援金でございますけれども、平成２０年度から開始された後期高齢者医療制度を

支えるものでございます。後期高齢者医療制度の財源は、患者の自己負担の他は被保険者

の保険料が１割、公費が５割、残りの４割が国保や健保組合からの支援金で賄われている

ところでございます。また、介護納付金でございますけれども、４０歳以上６５歳未満の

医療保険加入者である介護保険第２号被保険者が負担する費用について、各保険者が介護

納付金として負担するものでございます。 

 以上、歳入歳出の差し引きは１４億９,０００万円となり、翌年度精算となります国庫負

担金の償還金などに充てるため、翌年度へ繰り越しをいたします。 

 １枚おめくりをいただきまして、６ページをご覧ください。 

 平成２９年度予算についてでございます。歳入歳出予算の総額は、前年度に比べて１.

１％、７億９,０００万円増の７３３億５,０００万円となっております。 

 歳入の主な増減の要因についてご説明いたします。まず、増要因でございます。算定の

対象となります医療費の増により、前期高齢者交付金が１.８％、３億円の増、また、共同

事業交付金が２.９％、４億４,０００万円の増となっております。 

 続きまして、減要因でございます。被保険者数の減により、保険税が５.４％、７億３,

０００万円の減となっております。 

 次に歳出でございます。まず、増要因でございます。医療の高度化、被保険者に占める

高齢者の割合の増により、保険給付費が１.３％、５億４,０００万円の増となっておりま

す。 

 続きまして、減要因でございます。実績見込みにより後期高齢者支援金等、介護納付金
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がそれぞれ３.４％、２億９,０００万円、５％、１億５,０００万円の減となっております。 

 次に７ページをご覧ください。 

 ここからは個別の内容についてご説明いたします。平均の被保険者数の推移でございま

す。年度平均の被保険者総数は、平成２６年度には１５万８,６４４人でしたが、減少の傾

向にありまして、２８年度は１万１,６７４人減の１４万６,９７０人となっております。

年齢区分別に見ますと、６５歳から６９歳までの被保険者は増加傾向にありますが、他の

年齢区分は減少傾向となっております。減少の要因でございますけれども、景気回復に加

え、平成２８年１０月から施行の社会保険適用拡大の影響による社保離脱による資格取得

者の減少や、社保加入による資格喪失者の増加、また、後期高齢者医療制度への移行者の

増加によるものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、８ページをご覧ください。 

 医療費の推移でございます。平成２８年度の医療費は、被保険者数の減により、前年度

に比べて１０億円減の４８１億円となっております。また、医療費総額を平均被保険者数

で除した１人当たり医療費は、前年度に比べて７,６５９円増の３２万６,９７１円となっ

ております。年齢区分別に見ますと、ゼロ歳から６歳を除く各年齢区分で増加傾向にござ

います。 

 次に９ページをご覧ください。 

 法定外繰入金の推移でございます。一般会計繰入金の法定外繰り入れでございます。平

成２８年度の決算見込額は、前年度に比べて２２億４,０００万円減の４５億円となってお

ります。法定外繰入金の総額を平均被保険者数で除した被保険者１人当たり法定外繰入金

は、前年度に比べて１万３,０００円減の３万１,０００円となっております。また、２８

年度末現在の本市の人口で除した市民１人当たり法定外繰入金は、前年度に比べて４,００

０円減の８,０００円となっております。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○長岡給付担当主査 私からは医療費の適正化についてご説明いたします。 

 １３ページをご覧ください。 

 ジェネリック医薬品の普及促進のために、平成２６年２月より、保険証の交付時にジェ

ネリック医薬品普及促進シールを配布しております。また、先発医薬品を使用した方宛て

に、平成２４年７月より、年３回はがきで差額通知を送付しております。このはがきで差

額通知を送付する抽出条件は、２０歳以上でジェネリック医薬品を使用すると５００円以
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上自己負担額が下がる方になっております。ジェネリック通知送付件数は、１３ページの

下記の表のとおりになっております。 

 １枚めくりまして、１４ページをご覧ください。 

 ジェネリック医薬品の使用率については上昇傾向にあり、平成２８年４月は６２.４％、

２９年３月は６７.７％になっております。 

 次の１５ページをご覧ください。 

 削減効果額としては、平成２６年度からの累計では、通知発送により１.３億円削減にな

っております。 

 １枚めくりまして、１６ページをご覧ください。 

 柔道整復二次点検についてご説明します。施術師から届いた請求書を国保連合会で審査

いたします。そこで（１）にある抽出条件に合うものを３００件抽出し、毎月アンケート

を送付しております。この戻ってきたアンケートの回答と、施術師の請求書を突合するの

が柔道整復二次点検となっております。その回答と請求書の内容に疑義がある場合は、被

保険者に電話で聞き取りを行い、なお疑義が残る場合は、施術師から施術録の提出を求め

ております。そして、なお疑義が残る場合は、東京都に情報提供し、指導監査を依頼して

おります。 

 次のページ、１７ページをご覧ください。 

 第三者行為求償事務についてです。平成２７年１２月３日付「第三者行為による被害に

係る求償事務の取組強化について」の通知を受けて、さらなる取り組み強化を図っており

ます。これは、国の指導に基づく損保会社との覚書により、被害届の迅速な提出を求める

ことで、時効に至らないように収納を図っております。 

 医療費の適正のため、以上の取り組みを行っております。以上です。 

○市川成人健診課長 私からは、国民健康保険加入者に実施しております特定健康診査と

特定保健指導につきましてご説明いたします。 

 ２１ページをお開きください。 

 １、特定健康診査・特定保健指導、（１）特定健康診査・特定保健指導とは、です。糖

尿病などの生活習慣病は、自覚症状がなく進行し、死亡や要介護状態になるなどの主な原

因となっていることから、９年前の平成２０年度より、国が医療保険者に対し実施を義務

付けております。国民健康保険の場合は、医療保険者が八王子市となりますので、市で行

っております。特定健康診査では、自らの生活習慣を振り返る機会と位置づけ、メタボリ
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ックシンドロームに着目して実施しております。特定保健指導は、メタボリックシンドロ

ームの該当者と予備群の方の重症化を防ぐ目的で、保健師や管理栄養士による保健指導を

実施しております。 

 （２）対象者でございますが、４０歳以上の国民健康保険の加入者全員となっておりま

す。 

 （３）実施方法ですが、特定健康診査は毎年５月の下旬に対象者全員に受診券を発送し、

翌年の１月末までを受診期間として、市内約１９０の医療機関で実施しております。受診

料は無料となっております。検査項目は身体計測（身長、体重、腹囲）、血液検査、血圧

検査、尿検査、医学的検査、こちらは視診、打聴診、触診、あとは問診などとなっており

ます。特定保健指導は、特定健康診査受診後対象となった方、すなわち腹囲やＢＭＩ、血

糖、血圧、脂質の数値が標準を超える方に対し、利用券を送付し、実施しております。こ

ちらも利用料は無料となっております。特定保健指導は、本庁舎以外にも対象者がご利用

しやすいよう、八王子駅南口総合事務所や、南大沢及び東浅川保健福祉センターで実施し

ております。 

 ページをおめくりいただきまして、２２ページへお願いいたします。 

 特定健康診査・特定保健指導の実施状況、（１）実施状況ですが、特定健康診査は対象

者１０万７,４５０人に対し、受診者が４万７,１３６人、受診率は４３.８７％、特定保健

指導は、対象者３,７８５人に対し、利用者は７７９人、実施率は２０.５８％となってお

ります。なお、特定保健指導の利用は、特定健康診査受診後、およそ３か月でその結果が

出ます。２８年度としましては、６月末までとなりますので、利用率は若干この数値より

高くなる予定です。 

 （２）他市の状況でございますが、八王子市の特定健康診査の受診率は平成２７年度で

は４５.５％で、多摩２６市の中で２４位となっており、平均の４９.９％を下回っており

ます。しかし中核市、人口２０万以上での受診率では、４７市の中で４位となっておりま

す。特定保健指導の利用率は２３.１％となっており、２６市の中で４位となっております。

中核市では、４７市の中で１８位となっております。特定健康診査の受診率の向上のため

に、対象者に合わせたメッセージ開発や保険税の収納で実績を上げた自動音声電話による

受診案内を、特定健康診査においても２７年８月から現在も引き続き実施しております。

２９年度は新たな取り組みとして、がん検診において成果報酬型官民モデル事業による大

腸がん検診精密検査受診率向上事業を実施しております。また、がん検診とセット受診の
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割引、特定健康診査の検査項目を含む人間ドックを受診した場合の検査費用の一部を割り

引く制度なども、継続しております。 

 次に、Ⅳ、データヘルス計画、１、データヘルス計画です。 

 ２５ページの図をご覧ください。 

 １、データヘルス計画とは、です。データヘルス計画は、健康づくりの環境整備や効果

的な保健事業の実施、持続可能な国保制度の安定経営という保険者の役割を果たすことで、

健康生活の維持・増進を目指す計画です。具体的には医療（レセプト）情報、健診データ、

介護データなどをもとに、保健事業の対象者を絞り込み、個々の健診や医療費データの分

析をします。その分析結果をもとに、効果・効率的な保健事業を行い、疾病の予防、早期

発見、早期治療につなげることで、健康寿命の延伸及び医療費の適正化に取り組みます。

特定健診の受診率、特定保健指導の実施率等、設定した成果指標に基づき実施する事業が

効果的であるか検証し、見直しを図るＰＤＣＡサイクルによる事業の最善化を行ってまい

ります。 

 ページをおめくりいただきまして、２６ページをご覧ください。 

 データヘルス計画掲載項目（案）です。データヘルス計画は今年度中、２９年度中に素

案を作成するため、現在、策定作業を進めております。掲載項目としては、２６ページに

記してありますように、八王子市における保健事業等の現状と課題、目標設定、具体的な

事業、計画の推進体制です。 

 ３、策定スケジュール（案）です。本日の国保運営協議会でいただいたご意見を反映し、

１０月の素案策定に向け作業を進め、１１月に庁内の意思決定をとる予定です。１２月の

議会報告後、１２月から翌３０年１月にかけてパブリックコメントを実施し、３０年４月

に公表とします。 

 説明は以上です。 

○関谷保険収納課長 では引き続き、Ⅴ、保険税の収入状況について、私のほうからご説

明させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、２９ページをご覧願います。 

 収入状況の表です。平成２８年度の収入状況ですが、現年課税分の調定額、すなわち２

８年度中に新たに課税した総額ですけれども、１２６億４,３２７万円に対して、収入額は

１１３億８,４３１万円で、この割合、収入率が９０.０４％でした。その右隣、滞納繰越

分、これは２７年度以前に課税されて、滞納として２８年度に繰り越されたものになりま
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すが、３９億９,７９１万円の調定額に対して、収入額は９億７,９１２万円、収入率は２

４.４９％となりました。現年と滞納繰越を合わせた合計額では、１６６億４,１１８万円

の調定に対して１２３億６,３４３万円の収入となり、収入率としては７４.２９％でした。 

 お手数ですが、先ほど説明のあった５ページの決算の状況のところを確認いただきたい

のですけれども、歳入１款の国民健康保険税の２８年度決算見込額ですが、１２３億９,

０９２万円になっています。今、保険税の収入額として申し上げた数字とは、２,７４９万

円ほど差がございます。これは２８年度中に保険税として一旦収納しているもののうちに、

納税者にお返ししなければならない、お返しすることが決まっている税額、還付未済額と

言っていますけれども、年度をまたいでお返しする額がございますので、その差が出てお

ります。決算のほうはとりあえずお預かりしているので、収入額に計上しておりますが、

収入率のときには、もうこれはお返しすることが決まっているので、この還付未済額を除

いた純収入額で表示をさせていただいております。 

 ２９ページにお戻りいただければと思います。 

 ２８年度は前年度と比較して、先ほどもありましたが、加入者が減少しています。それ

から滞納繰越額も減少がありましたけれども、税率等の改定によって現年課税の調定額が

４億４,６４９万円ほど増加しましたので、合計収入額は２億３,６７６万円の増加とはな

りました。下段の（２）の収入状況は過去３年、２６から２７、２８と、減って増えてと

いうことを表しております。 

 次のページをおめくりください。 

 （３）で過去３年間の収入率の推移をグラフにしました。各種徴収努力は前年以上に取

り組んだところですけれども、現年課税分においては前年度比０.２９ポイント減の９０.

０４％にとどまりました。また、滞納繰越分においても、１.５７ポイント減の２４.４９％

にとどまったところです。なお、一番右側になりますが、現年、滞納繰越を合わせた合計

額で見ると、０.５９ポイント増の７４.２９％になったところです。 

 （４）下段のグラフですが、過去１０年間の滞納繰越調定額の推移をお示ししました。

平成１９年度は５０億７,０００万円の滞納繰越があったのですが、これを減少させてきて、

平成２８年度ではようやく４０億円を下回る、表では４０.０になっていますが、３９億９,

７９１万円まで圧縮してきたということを示させていただきました。 

 次のページ、２、滞納処分等の状況をご覧ください。 

 国保税の未納者に対しては、納付期限のおおむね２０日後、翌月に督促状をお出しして



 -16- 

います。その後も随時文書による催告を郵送したり、収納促進員による臨戸訪問を実施し

ています。また、平成２６年度の途中からですが、自動音声電話催告システムを導入し、

休日や夜間も含め、随時電話での催告も行い、滞納者との接触から納税相談へと導くよう

に努めています。平日の納税相談が困難な方には、毎週日曜日に本庁舎において休日納税

相談を実施しています。こうした取り組みを通して、滞納者それぞれの生活状況、担税力

に応じた滞納解消に努めているところですが、納付も連絡もない、納税誠意の見られない

滞納者に対しては財産調査を行い、積極的に差し押さえもしてきました。ページ中ほど、

（１）差し押さえ件数の表をご覧ください。２８年度は預貯金を中心として、１,１１４件

の差し押さえを実施しました。差し押さえた上で、また納税交渉となりますけれども、必

要に応じてその預貯金であったり、生命保険であったりを換価、取り立てを実施していま

す。２８年度においては、前年より約２,０００万円ほど多く、７,２２１万円を換価、取

り立てして滞納税に充当したところです。 

 下段の（２）の表は、平成２０年度以降の不納欠損額の推移を示しています。地方税法

において、税の時効は５年と定められていますが、一方で滞納者の実情に応じて、処分の

執行停止が規定されています。執行停止と同時に不納欠損処分することもできます。額が

少額なのでグラフとしては見きれないところで、数字だけ記載させていただいているよう

な形になっています。それから執行停止後３年で不納欠損になります。また、執行停止３

年経過する前に、もとの５年の時効が成立するものもあります。こうした分類に基づいて

このグラフをつくりました。一番上の紫色の部分が、執行停止することもなく５年時効を

迎えたものになります。平成２０年度ではこの５年時効が約２億円ありましたが、財産調

査や納税相談を経て、執行停止を実施することで、この手つかず５年時効というのが４,

０００万円まで圧縮することができました。無所得であったり、低所得でも納税義務が発

生する国民健康保険税においては、担税力に応じた滞納整理が必要となります。これまで

のさまざまな徴収努力により、２７年度までは徴収率が向上してまいりましたが、先ほど

も説明したように、２８年度は収入率を落としてしまいました。２９年度からは新たにコ

ンビニ収納も実施し、納税環境の整備に取り組みましたけれども、さらなる徴収努力で滞

納整理に取り組み、税の公平性を高め、収入額の確保に努めていく所存です。 

 以上、保険税の収入状況の説明とさせていただきます。 

○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、質問がございまし

たらご発言願います。なお、ご発言の際は挙手をして、指名の後にお願いいたします。 
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○渡口委員 説明ありがとうございました。確認をさせていただきたいんですけれども、

最初の７ページのところで、被保険者数の推移ということで、被保険者総数は減少傾向に

ある。減少の主な要因は、社保離脱による資格取得者の減少、社保加入による資格喪失者

の増加、後期高齢者医療制度への移行者の増加ということで、大きく分けてこの３つが主

要な原因だということなんですけれども、今、政府のほうでもいろいろ経済状況も踏まえ

た働き方改革ということで、いわゆる社保に移行していく方が増えているというのが現実

だと思うんですが、今後、３０年度に広域化ということで改正になりますけれども、この

１年間でそういうことも踏まえた中で、市としてはその辺の変動というんですか、どうい

う認識を持っているか、確認させください。 

○菅野保険年金課長 ただいまご質問いただきました被保険者の減ですけれども、この後

も基本的には減少はしてまいります。これはやはり少子高齢化ということで、人口全体が

本市においても減っている。ただ、今後もまだ高齢者の割合としては、いわゆる団塊の世

代が全員７５歳以上となる２０２５年度までは増え続けますので、被保険者は減るんです

けれども、医療費はそれほど減るかというと、そういうふうにはならないかなというふう

に私どもとしては見ております。 

○渡口委員 ありがとうございます。確かに人口減少というのは大きな１つのポイントと、

また、今、２０２５年というお話がありましたけれども、そこで一挙に負担されている方

が減っていくということで、非常に状況的には厳しいというのが目に見えるところですの

で、確認をさせていただきました。 

 次に１４ページのところで、それに対する対策というか、ジェネリックのこともここで

書かれてありますけれども、ジェネリックについて、私もお医者さんに通ってジェネリッ

クにしますかとか、お話をしながら利用させていただいています。この１４ページの４月

からの経緯で見ますと、４月が６２.４％、で、１年超えて３月には６７.７％という推移

で来ていますけれども、当然この医薬品の製造のジェネリックになり得る商品といいます

か、そういうものが普及してくる過程でのパーセンテージの比率ということにもなり得る

かと思うんですけれども、市としてはどの辺までしていこうという目安というか、計画を

お持ちかお伺いをしたいと思います。 

○菅野保険年金課長 はい。そうですね。ジェネリックの使用率につきましては、ご覧の

とおり１年の中でもかなり大きく使用割合が増えているところでありまして、私どもの考

えということの前に、国民皆保険制度ということで、国のほうにおいては、現在これを８
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０％まで上げていこうということで進んでおります。診療報酬改定が２年に一度、１２月

ごろございますが、その際、先発医薬品の特にすぐれた、利用率の高かったものについて

は、診療報酬改定をして、そちらのほうの薬価を下げるというような話もありますけれど

も、そういったことを経て、ジェネリックの医薬品の割合は今のところ８０％程度まで上

げていくということで、私どもも同じように取り組んでいこうというふうに考えておりま

す。 

○渡口委員 ありがとうございました。８０％目安ということで、その周知というか、ジ

ェネリックがあるというのはもうテレビでも、いろいろなところで理解をしていると思い

ます。ただ、お話を聞くと、このジェネリックの医薬品に変えたがゆえに、ちょっと体調

が思わしくなくなったとか、そういう話も若干耳にするところがありますので、この辺に

ついてはどういう認識をお持ちですか。 

○菅野保険年金課長 確かにジェネリックのほうになると、今までの効き目がというお話

を耳にすることがございます。ジェネリック医薬品自体につきましては、少なくとも有効

成分と言われている、医薬品の中に含まれるものの割合は同じように入っているものの、

例えば加工の際のコーティングとか、それから錠剤の大きさとか、そういったものが異な

っておりまして、飲みやすさという点は、まず変わるということはございますし、それか

ら一般にジェネリックを、これは捉え方なんですが、私どももジェネリックを案内すると

きに、新しい薬が出ましたというふうなご説明をすると、新しいほうがいいと。これイメ

ージの話なんですけれども。ですが、以前からの薬のジェネリックですと言うと、どうも

効き目が悪いというイメージがあるというのが事実でございまして、ここは病は気からと

いうこともございますが、ジェネリックの医薬品につきましても、しっかり有効成分が入

っていて大丈夫なんだということにつきましては、私どもとしては今後通知の際などには

言っていきたいというふうに考えております。 

○渡口委員 ありがとうございます。知っていただくことがまず先決かなという気もしま

すので、ぜひいろいろな形でお願いしたいと思います。 

 最後にデータヘルス計画について、お伺いさせていただきたいんですけれども、基本的

には医療（レセプト）情報と特定健診の情報ということで、それをリンクさせて各市町村

それぞれにおけるデータヘルス計画というものをこれからつくるという話です。それは議

会でも質問させていただいたときに、このレセプト情報と特定健診の情報というのは、い

わゆるシステムによって簡単にリンクできるものなんですか。その辺についてお伺いした
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いと思います。 

○市川成人健診課長 ご質問のあったレセプト情報と特定健診の情報については、成人健

診課で管理しております医療費分析システムに全てデータが入っておりますので、特定の

方の検索をすると、その方が受診されたレセプトですとか、健診のデータがシステム上で

確認することができます。 

○渡口委員 それはもう既にできているわけですよね。そこから抽出したデータをどう具

体的に、八王子市としてはデータヘルス計画にデータを生かしていくかというのがポイン

トだと思います。 

○市川成人健診課長 どのように具体的に生かしていくかということですけれども、わか

りやすい例としましては、糖尿病の重症化予防というのはよく言われるんですが、糖尿病、

人工透析までいってしまうと大分費用もかさむということで、それを未然に防ぐというこ

とで、既に糖尿病に、透析に不幸にもなってしまった方がどんな経過を経て透析まで至っ

てしまったかというようなことも、このレセプトと健診のデータを使って分析することが

できますので、その前にある方、予防の段階で働きかける対象の方をきちんとデータを分

析して絞って、そこに重点的にアプローチしていくというのが糖尿病の重症化予防なんで

すけれども、例えばそんな形で分析を行って、糖尿病になる前の方々に重点的に施策を展

開していきたいというふうにも考えております。 

○渡口委員 すごく大事なことだと思います。また、国ではＫＤＢデータとか、エイリア

ン・データとか、いわゆるビッグデータと呼ばれるようなこともあると思いますので、本

来であれば国保だけのデータではなく、健保やそういったところのデータもリンクしてい

くと、八王子市の全般的なデータも共有できるかなという気がして、私はほんとうは国保

に関係なく、そういったデータがリンクできると、ほんとうの意味でのこの八王子市のデ

ータヘルス計画が具体的になってくるのかなという気がしているので、その前段階として、

ぜひこのデータヘルス計画が具体的に財政に、どう医療費を削減していくかということは、

もうジェネリックとプラスアルファ、この計画を具体的にどうしていくかということがほ

んとうに八王子、ちょうど今年１００周年を迎えますので、そういう意味ではいろいろな

健康に関するポイント制度とか、そういったものも各地域で行われているので、非常にこ

のデータヘルス計画はやりようによってはいかにでも展開できるのではないかなというこ

とを思っています。ぜひその辺も来年から具体的な計画、今年がほんとうに情報を収集し

ていって、どうピックアップして、具体的にどう展開していくかという非常に大事なとこ
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ろになると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○小野田委員 質問を２つさせていただいてよろしいでしょうか。１つは、まず今、渡口

委員がおっしゃったことと関連したことで、データヘルス計画のこの図にも出ていたこと

でございます。どのような点に着目して、どういうふうに糖尿病を予防していくかという

話になろうかと思います。今年の２月になりましょうか、南多摩地区の市を対象とした前

年度のこの運営協議会の委員に対する研修が日野市でございまして、そこで日野市の、全

国都市部初めてという糖尿病予防対策が紹介をされました。そこで聞きましたのが、やは

り重症化する前の糖尿病予防の具体的な施策について、初めて日野市が手をつけたという

ことで、尿中の微量アルブミンですか、それの量を特定健康診査でＨｂＡ１ｃの６.０％に

達した方々を対象に拾い出して、微量アルブミンの尿中の検査をやることを今年度から始

める、今もう始めたということだと思うんですが、非常に画期的な事業を始められるとい

うことを聞きました。 

 これはやはり市民にとって生活習慣病の中でも大きな苦痛になる糖尿病の予防と、それ

からもう一つは市の保険財政上も非常にこれからも問題になるだろうと思われる糖尿病関

連の医療費ですね。財政上の問題。ＷＨＯとハーバード大学の合同リサーチによる結果を

文献で見たんですけれども、日本の２０１０年度の国民医療費のうち、何と約４分の１程

度ですか、８兆円が糖尿病とその合併症、関連合併症で重症の心疾患、悪性新生物等々あ

るんでしょうけれども、それも含めて、それだけの金額の経費が費消されているという報

告を見ました。そうすると、それが重症になる前の段階である程度チェックして予防する

ことができるとすれば、こんなに市民にとっても、あるいは地方自治体の財政にとっても

いいことはないと思うんです。 

 幾らかかるのかということを私は実はそのとき聞きました。そうしましたら、尿中の微

量アルブミンの検査をする機械は、消費税込みで１１万円だと言っていました。日野市で

はそれを全部の医療機関、３６と言っていましたけれども、そこへ配付するというふうに

言っていました。ですから、八王子の場合は人口も全然比較になりませんから、そうはい

かないでしょうけれども、仮に特定健康診査の実施率が、今約半分近くですか。その中で

血糖値の異常を持っていらっしゃる方が何十％あるかわかりませんけれども、そういうふ

うに段階的に絞り込んでいって、そのうちのチェックが必要な人々に対して、仮に１台１

１万円で試行的に、今年度は試行だから、例えば市内の東西南北４か所でやるというよう
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なことで始めたとしても、相当費用対効果という面で見込めるんじゃないかと思うんです。

ですから、今、市川課長がご説明になりましたけれども、およそそういう方向を示唆され

ているというふうに私は拝聴いたしましたのですが、市のほうで日野市の後塵を拝するの

は少し嫌かもしれませんけれども、そのような具体的な計画がおありになるのか、このこ

とについて、まずお聞きしたいと思います。 

○市川成人健診課長 ご指摘ありがとうございます。現在、微量アルブミン検査の実施に

ついては、調査研究中ですので、日野市の事例等も参考にしながら、今後調査研究してま

いりたいと思います。八王子市としては、今現在も糖尿病重症化予防ということで、Ｈｂ

Ａ１ｃの方の値で成人健診課が予防事業を行ったり、あとは３つの保健福祉センターでも

実施していますので、そちらの事業とあわせて効果・効率的に展開できるように、今ご紹

介いただきました、研修には私も参加させていただいたんですけれども、微量アルブミン

の検査の実施については、今後調査研究してまいりたいと思っております。 

○小野田委員 はい、わかりました。残りの１問は簡単にいきます。 

 この国保の特別会計の決算と予算の話です。最初の５ページと６ページの話なんですが、

被保険者の減による保険給付費の減ですね。決算見込みでは６.２億円減になっております。

それに対して２９年度予算では、歳出でそれが５.４億円の増とされているんですね。これ

はちょっと素人的な感覚で大変申しわけないんですが、やや違和感を持っております。と

いうのは、減要因というのはご承知のとおり、これも説明があったとおり、被保険者数の

減少ということで、相当数の減少があります。それに対して増要因として、ここにも書い

てあるとおり、医療の高度化、高齢者の割合の増というものがあって、この相殺の結果だ

と思うんですね。すると、ここのところそういった減要因と増要因の中長期的な動向とい

うのは、ほとんど同じだと思われるのにもかかわらず、ここでは決算では６.２億円減、予

算では５.４億円の増というのに対して、それぞれの増と減に関してどのような見積もりを

つくられたか、簡潔にご説明いただければありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

○菅野保険年金課長 ご指摘ありがとうございます。これにつきましては、２８年度の決

算と２９年度の予算ということで、１つは２８年度に、この２９年度予算を編成した段階

での考え方ということがございます。これにつきましては、前々年度１年間の保険給付費

と、それから前年度、その段階で半年分までわかっていましたので、その間の伸び率を見

まして、ここにある程度の余裕といいますか、調整をかけた数字で見たというのが実際の
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２９年度の予算にはなるんですが、ただ、この要因ということで考えますと、１つは主な

要因ということで、この辺も代表的なものを挙げていますけれども、２９年度予算におけ

る説明のほうで医療の高度化、それから被保険者に占める高齢者の割合の増ということで

説明しておりますが、これ単純に考えますと、１人当たり医療費が増える要因なんですね、

両方とも。医療の高度化、それから被保険者に占める高齢者の割合が増えると、高齢者は

どうしても医療費がかかりがちだということで、１人当たりの医療費が増える増要因を主

にこの２９年度挙げさせていただいております。 

 ただこれ以外に説明していない、ここで説明が足りない事項だと思いますが、国民健康

保険の予算を立てる際には、実はインフルエンザ等、いわゆるはやり病の対策として、そ

れなりの予算をまず用意しております。一般に言われるのは、インフルエンザ流行ります

と１日１億円ぐらい医療費がかかるということがございまして、仮に十日ぐらいはやると

１０億円というような規模で、それが２８年度につきましては、たまたまインフルエンザ

の流行がそれほどなかったということがございまして、その分は２９年度にはまた用意を

しているということが１つございます。 

 それからもう１点は、ベースでの被保険者数の減がやはりございます。これは、先ほど

も説明したんですが、企業における好業績や、それから制度のことで、国の社保適用が動

いたプラス、あるいは後期高齢者医療にどんどん動くということで、これでかなりベース

の被保険者数が変わる。それから、まだはっきり数字としては言えないんですけれども、

先ほど成人健診課長から説明もありました予防の事業が少し効いてきたという面も、これ

は減の要素ですけれども、あったかと思います。 

 少し長くなってしまったんですが、２８年度の決算との一番の違いはということで見ま

すと、１つはやはりインフルエンザ等の対策と、それから予算編成段階での給付の見込み

が、被保険者が減っているんですけれども、見込むときというのは、人口は減ってきてい

るんですが、高齢者の割合が増えるので、もう少し国保の加入の割合というか、高齢者の

割合としてはまだ増えていくだろうということを見ています。これが、先ほど言いました

少なくとも２０２５年まで、団塊の世代が後期高齢に移るまでは、どうしても医療費の増

があるというふうに考えておりますので、その前々年度１年からと前年度の半年分の伸び

を見て、２９年度の予算についてはこのように立てております。ただ、ご指摘のことはそ

のとおりでございますので、今後、給付費の伸びを年度の中でも見ながら、場合によって

は補正予算をかけるというようなことになるかと思います。 
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 以上でございます。 

○小野田委員 そうすると、毎年予算の段階ではインフルエンザと特例的なものを見込む

と。それは特別調整交付金等で、歳入ではまた入ってくるんでしょうけれども、これは関

係ないですが。したがって、それを見込んだけれどもないから減になったと。主なものの

説明としてはよくわかりました。ありがとうございました。 

○青柳会長 他にご発言は。 

○太田委員 健診のときに、がん検診もあるんですけれども、以前もここで申し上げたこ

とがあるんですが、男性特有の前立腺がんというのがありまして、５年後ぐらいには男性

のトップになるんじゃないかと言われているんですけれども、いまだに八王子市は検診の

項目に入っていない状況なんです。データによると、全国の自治体の中では、もう８割以

上検診の項目に入っているとも言われているんですけれども、中核市の八王子市としては、

まだ大分遅れをとっている感じなんですが、今後も検診の項目に入れる予定がないのかど

うかというのをお聞きしたいのと、あと、これは質問じゃなくて意見なんですが、先ほど

ジェネリックの話が出たんですけれども、私の経験でもジェネリックの副作用はかなり出

ておりまして、実際ジェネリックにしたところ頸動脈の狭窄が悪化してしまったりという

ようなこととかありまして、ただ問題点としては、ジェネリック会社にそれを調査する、

調査して発表する義務がない。先発品の会社はそれを公表しなければ、調査する義務があ

るという、そこの違いなんですね。なので、データがないので、我々も、どこの会社の薬

がそういうことが多い、少ないということがわからないというのが問題点というのが１つ

あるので、それは政府がそれでいいというふうに言ってしまって、許可を出してしまって

いるのが問題になっているのが実情なのは、皆さんも了承しておいて、安ければいいとい

うわけではなくて、安物買いの銭失いということになりかねない。実際、血圧の薬をジェ

ネリックを使ったら血圧が上がってしまったり、たまたま脳梗塞とか起こさなかったから

よかったですけれども、そういう方が実際いらっしゃるんですね。そのパーセンテージは

少ないかもしれないんですけれども、データがないのでわからないです。 

 先ほどのデータヘルスですけれども、糖尿病のデータだけではなくて、その後の、腎臓

病にしても糖尿病にしても、運動療法とか、栄養管理とかのほうが大事なんですが、我々

医療機関でもそれをやっていただけるところが少ない。大学病院に紹介しないと栄養指導

をやっていただけなかったりとかというところがありますし、保健所のほうも今熱心にや

っていただけているとは言えない状況ですので、そういうデータよりも、その先の栄養指
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導とか、ひとり暮らしの方だったら宅配のほうのこととかまで含めたところまでをデータ

に入れて、指導を計画していただけたらなと思います。 

○市川成人健診課長 冒頭にお話しいただきました前立腺がんの検診についてお答えしま

す。八王子市は、国の指針に定めます科学的根拠に基づく検診ということで、５つのがん

についての検診を実施しております。前立腺がんにつきましては、お話のあったとおり、

がん発見の方が多いというお話は聞いているんですけれども、がん検診の目的の１つとし

ては早過ぎる死を防ぐ、八王子市ではがん予防推進計画というのを立てておりますが、早

過ぎる死を防ぐ死亡率の減少というところを最終的に目標としてとっておりますので、国

の指針に基づいて、科学的根拠に基づくがん検診を５つ実施しています。その指針の中に

前立腺がんが、まだ国のほうでは含まれていないというのが１つの理由になりますけれど

も、医師会の先生方からも前立腺がんの検査につきましては、いろいろお話伺っています

ので、そういうお話を伺いながら、また国の動向を見ながら、今後、調査研究というか、

現段階では、国の指針に基づいて５つのがんの検診を実施しているということについて、

変更の予定はありません。 

 以上です。 

○植木委員 私、専門外でわからないんですが、皮膚科なものですから。尿中の微量アル

ブミンの測定というのは、これは普通僕らテステープでやると思っていたんですけれども、

そういうことじゃなくて、１台１１万円という機械ですか、それがあるということはよく

わからなかったんです。僕らでもたまにアルブミンをテステープで検査するものですから、

ほんとうにその項目を入れるだけであれば、特定健診なりでやるようにすれば、それほど

の金額はかからないような印象を受けるし、実際、糖尿病の専門の先生はテステープを使

っているんじゃないですか。ですから、あえて特定健診なり何なりの中で、何万円かの機

械を買うなり、そういう予算をつけるなりということは、要するに糖尿病にかかっていな

い４０代、５０代であまり健康に熱心じゃなくて、特定健診とか、そういうものにかかっ

ていない患者さんのスクリーニングとして何か無理に、特定健診をやった際に微量アルブ

ミンの量を測定するという意味なのか、僕わからなかったんですけれども。 

○小野田委員 私も全く門外漢でございまして、専門の先生にお答えする立場にはないん

ですけれども、ただそこの研修で、かなり身を乗り出して聞いていましたので、かなり記

憶をしております。それによりますと、やはりそういったパッチテープみたいなものじゃ

なくて、特定の機械を買うと言っていました。しかもそれで、実際にスクリーニングなん
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ですけれども、特定健診で、先ほど申し上げたとおりＨｂＡ１ｃが６.０以上、これはＪＤ

Ｃでしょうけれども、それに対してピックアップして全部の医療機関、３６機関あると言

っていましたが、実施するからご希望の方はどうぞという形で募集して、それで測ると言

っていましたね。ですから、特定の機械というふうに明らかに説明をしておりました。 

○植木委員 どうもありがとうございます。 

○市川成人健診課長 今、小野田委員からご説明あったんですけれども、私もその研修に

参加しましたが、日野市立病院の内科の先生の方に説明していただいたんですが、今、委

員のおっしゃった、多分試験紙法というのがあるけれども、目視による判定には誤差が生

じやすいので、検査機器による測定に変えていこうというような話で、その機械のリース

のお金ということで、先ほど小野田委員が約１１万というお話をされていたと思います。 

○植木委員 なるほど。ありがとうございます。 

 それから、先ほどのジェネリックのお話なんですけれども、戻ってしまって申しわけな

いんですが、もちろんジェネリックで、予算が限られる中でその費用を安くするという効

果はあるんでしょうけれども、太田委員も言われていたんですが、やはり先発品を僕らは

ほんとうは使いたいんですけれども、どうしても決められた枠の中で使うということにな

ると、ジェネリックというほうになるというのは、考え方としてはわかるんですが、やは

り僕らは処方するときには、変えちゃいけないものというのは処方箋の中で変えないよう

な指示はできていますが、できるだけ先発品は使うようにはしているんですね。ですから、

その先発品のほうの価格、薬価をだんだん下げるような方向で働きかけていただけると、

非常に助かるなとは思っています。特に来年からは都と一緒に国保運営されるということ

なので、そういうことも念頭に入れられたらすごく助かるなとは思いました。 

○菅野保険年金課長 植木委員のご指摘ありがとうございました。また、太田委員からの

ご指摘もありがとうございました。おっしゃることもわかります。確かに私ども、基本的

にはエビデンスで医療の世界というのは進んでいることかと思いますので、そのような証

拠の積み上げがない中で、どんどんただジェネリックが進行するということ自体をよしと

しているわけではございませんので、植木委員おっしゃるように、国のほうでも実際に診

療報酬改定の中では、先発品の値段、薬価を下げるという意味でも、ジェネリックのほう

がこういう値段だからということで話があるやに聞いておりますので、そういった動向を

見据えながら、私どもも意見等を考えていきたいと思います。 

○植木委員 頑張っていただきたいと思います。 
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○山田委員 今の植木先生のお話ですが、今、ジェネリックの中にはオーソライズドジェ

ネリックといって、いわゆる製造過程までは全て同じで、製品にするときにそれがジェネ

リックであるというような、例えば血圧の薬ですと、今、武田から出ているブロプレスな

どは、あすかという武田の関連会社から全く同じものが出ていますし、そういうチョイス

もあるんだろうと思います。先発品の薬価をジェネリック並みに引き下げればいいのかと

いうと、これもちょっと暴論になると思います。ジェネリックメーカーがこの先どうやっ

てやっていくかということにもなると思いますし、その辺は現行の制度といいますか、ジ

ェネリックは先発品薬価の０.５、５０％ですね。それでそれが１０品目以上になると、た

しか４０％というふうな薬価のつけ方になってくると思うんですけれども、多分それは崩

れないんだろうなと思っています。 

 ですから先生方が、我々は８０という数字を掲げられていますので、３２年、もう平成

はないので２０２０年までになると思いますが、の早い時期に８０％を達成しなさいと。

それが諸外国のジェネリックの使用率ですよということで、多分その８０％以上を求める

ことはないんじゃないかという話は聞いていますが、それに向けて薬局は薬局なりに努力

はしていますし、薬剤師は薬剤師なりにですね。ですから、採用にあたってはやはり先生

方との連携の上で適切なチョイスをしていくことが必要かなというふうには、私たちは考

えております。 

○植木委員 僕らも全て同じように先発品にしろと言っているわけではないんですけれど

も、できるだけ自由な、フリーハンドといいますか、処方するときの選択肢の中にはちゃ

んと自分たちが使いたい薬を使えるという手段だけは残しておいてほしいなと思います。 

○山田委員 そうですね。先発品に対する変更不可は処方箋上に記載できると思いますの

で、それは先生方にとっては必要な手段ではないかなと考えています。 

 もう一つ、よろしいですか。このデータヘルス計画の中で、多剤重複服薬への取り組み

というのがありましたが、これ実際には、今、市としてはどんなことをお考えになってい

るのかお伺いしたいと思います。 

○菅野保険年金課長 いただきました多剤重複服薬対策の取り組みについてですが、こち

らにつきましては、現段階ではこうしていこうというところまでは固まっておりません。

国のほうでも、多剤重複服薬の対策を進めてはどうかというふうに言われておりますので、

このデータヘルス計画の中で、分析する中で、そういった取り組みができるものなのかと

いうことで、考えていきたいと思っております。 
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 ただ、中には薬と薬の効果が競合してしまっているようなケースがあって、何錠も何錠

も飲んでおられる方もいらっしゃるということですので、そういった分析が実際にこのレ

セプトデータの上で可能なのかどうかということ、それも含めまして今後検討し、できる

ようであれば何らかの形で取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○山田委員 薬局側としてはその重複投与、今言った同種同効薬が処方されている場合に

はお薬手帳などでチェックをして、疑義照会するという方法をとりますが、やはり、特に

高齢者の方が多剤投与されている場合には、かなり残薬がある。いわゆる飲み残しです。

これは年間に４００億から５００億ぐらいになるといわれています。今、ジェネリックの

採用がこれだけ進んできまして、一定の、医療費の削減には寄与していると思いますが、

この多剤重複服薬の取り組みというのは、これから非常に重要な問題になってくるのでは

ないかと思います。それを見つけること、そしてそれが本当にその患者さんにとって必要

なのかどうかというのも、医療機関の先生方との連携の中で考えていかなきゃならない問

題だと思いますので、ぜひそれは進めていただけるといいのかなと思います。 

○青柳会長 他にご質問はございますか。 

○井上委員 特定健康診査なんですけれども、私は毎年受けておりまして、必ず皆さん受

けているものだと思っていて、この数字を見てびっくりしたんですね。これしか受けてな

いんだと思ったんです。友人がここで重度の腫瘍が見つかりまして、「八王子市の特定健

康診査を受けてないの」と言ったら、「一度も受けてない」と言ったんですよ。どうして

と思ったんですけれども、そういう受けない方のために、どのような勧める方法というの

をとっているか伺いたいんですが。 

○市川成人健診課長 ご質問ありがとうございます。特定健康診査につきましては、先ほ

どご説明申し上げたとおり、国保加入の方、４０歳から７４歳の方に全て受診券を発送し

ております。その後、年度途中になりますけれども、勧奨通知ということで、また受診を

お勧めするはがきですとか、あとはご説明した国保の収納のほうで、保険収納課の方で効

果を上げている自動架電という、コンピューターが自動的にどんどん電話していくんです

が、そのような形の勧奨はしております。ただ、通知のほうも、単に健診が大事だから受

けましょうということだけではなくて、中身もソーシャルマーケティングというような形

で、民間が購入意欲をかき立てるようなそういう文言、ちょっと役所らしくないようなも

のを使ったり、圧着はがきを使ったり、いろいろな工夫をして行動変容を、行動を変えて

いただくような工夫する取り組みはしておりまして、健診ガイドのほうも毎年全戸配付と
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いうことで、５月１日にシルバー人材センターに投函のお願いして、ホームページですと

か、いろいろな方法で周知は図っているところなんですが、ご指摘のとおり受診率はこの

ような状態になっておりますので、引き続きいろいろなことにトライしていきたいなと思

っております。 

○井上委員 ありがとうございます。毎年受けている人間から、そういうのは大事だよと

周りの人間に言うことも必要かなというのを今感じたんですけれども、やはり文書とか、

活字のもので来ると、また来たという感じで開かない方も多いと思うんですよね。だから、

人間の口からの勧める力というのも大事かなというのは感じました。ありがとうございま

した。 

○小野田委員 関連していいですか。今の井上委員のご発言なんですけれども、実はすご

く大切なことだと思うんですね。要するに調査によりますと、健康に無関心層は全体のお

おむね７０％だそうです。これに行動変容を促すためには、やっぱり身近な人からの働き

かけというのが最も効果があるというふうに聞きます。このため、名前を出しますけれど

も、スマートウェルネスコミュニティ協議会という全国団体がありまして、これに対して

は全国の自治体、企業、公益団体等が参画しているんですが、八王子からは唯一、全国の

唯一の公益団体として商工会議所が参加をしております。 

 それでどういうことをやろうかということですけれども、端的に答えだけ申し上げます

と、健康アンバサダーという人間の資格、民間資格ですが、それを養成をして、平成３０

年までに２００万人かな、そういう計画を持っておりますけれども、昨年度は１,０００人

養成しました。例えば自治体では多摩市なんかが、もう既に先行してやっているんですけ

れども、そういう人間を身近に養成をして、口コミで働きかけをしていこうという全国的

な運動が、まさに昨年から開始をされました。いずれまた、これは当然商工会議所だけで

は決してできる話ではございませんから、市のほうの医療保険部等々にもお願いを申し上

げまして、八王子の大学都市という産学公連携を視野に入れて、いろいろな形で協力をお

願いして、そういった方を多く養成していきたいというふうに考えています。余計なこと

で申し上げなかったんですけれども、ここで付言をさせていただきます。 

○青柳会長 他にご発言ありますか。 

○森委員 ３点ほど伺います。最初に決算、予算のところで１点、法定外繰入金について

ですが、通常決算、予算ですと、この資料の５・６ページにもありますように、繰入金と

いうのが約７０億から９０億ぐらいあるんですけれども、９ページでご説明をいただいた
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法定外繰入金というのは４５億ということであります。この違いがよくわからないのです

が、一般会計から繰り入れているというのは、８０億前後は繰り入れているという認識で

いたので、その違いを教えていただけますか。 

○菅野保険年金課長 法定内、法定外の違いでございますが、法定外といいますと、端的

に言うと、いわゆる赤字繰り入れと言われているものに当たる部分になりまして、法定内

といいますと、保険基盤安定のための繰入金、保険税軽減分ですとか、それから保険者支

援分ですとか、その他出産一時金などの一般会計の繰り入れというものでございます。法

定外というのは、端的に言いますと保険税だけでは賄い切れない医療給付費を賄うために、

一般会計からいわゆる赤字繰り入れという形で繰り入れるもの、これが法定外になります。 

○森委員 ２点目ですが、これは渡口委員や、他の委員からも出ていましたけれども、今

後つくるデータヘルス計画、非常に期待をしております。目標値をしっかり定めてという

ことがいいと思います。その実現に向けてはいろいろなやり方があろうかと思います。健

康のことでポイント制度があったりとか、いろいろな事例があろうかと思います。いろい

ろご意見もいただいていますけれども、地域のコミュニティーなんかも、先ほどおっしゃ

っていた委員の方は、地域の中で民生委員さんや町会のところで、見回りの中で健康管理

について声かけしてもらうとか、そういうものが必要だと思います。いろいろなことで、

やはりこの成果の指標というのをしっかり定めて、具体的にどう進むのかというのをしっ

かり議論してつくっていただけたらという要望をいたします。 

 あと１点、税の収入についてです。お話にあったんですけれども、現年度の収入率を上

げるというのが、繰り越しさせないというのが第一で、ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。現年度が減ってくるということは繰り越しに回ってしまうということですから、そ

こは頑張っていただきたい。お尋ねしたいのは、市には税の収入ということで、税務部納

税課があります。全部が市税ということではないと思うんですが、連携とか、調整し合う

ことが、収入率を上げるにはいいんじゃないかと思っているんですけれども、その辺はど

のように対応されているのか、お聞かせいただければと思います。 

○関谷保険収納課長 おっしゃるとおりです。実は組織的には滞納解消対策本部という形

で、税以外の債権も含めて情報の共有を図って滞納解消に実質的には取り組んでいるんで

すが、そこの二大看板的なのが納税課と保険収納課になろうかと思っています。ですから、

その対策本部という組織を使いつつ、今、納税課とも連携をして、力を借りながらやって

いければということで、調整は日ごろからしているところです。 
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○青柳会長 他にご発言はございますか。 

 なければ次に進みます。 

 

 （４）新たな国民健康保険制度の施行について（制度改革） 

○青柳会長 次に、議題（４）新たな国民健康保険制度の施行について（制度改革）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 それではもう１点、資料３とあります「新たな国民健康保険制度の

施行について（制度改革）」という資料、こちらの１ページおめくりください。 

 国保制度改革の目的でございますが、平成２７年５月に持続可能な医療保険制度を構築

するための国保法の改正というものがございました。これにより、３０年４月から新たな

制度になります。国保は制度的に構造的な課題を抱えております。１つは年齢構成が高く、

結果的に医療費水準が高い。それから２つ目が、財政基盤が弱くて安定性等に欠ける部分

があるといったようなことでございます。 

 これに対しまして、国のほうでは２つの対応をとることにしておりまして、１つは国の

財政支援の拡充ということで、毎年３,４００億円財政支援が入ってまいります。現在、国

保税、国全体で３兆円ほどですので、その１０％を超える額というものが入ってまいりま

す。こういった支援があることを前提としまして、都道府県単位化ということで、都道府

県が財政運営の責任主体という形になりまして、八王子の場合は東京都とタッグを組んで

国保を運営していくという形に変わってまいります。 

 １ページおめくりください。 

 制度の見直しということですが、これまでは下の表を見ていただくとわかりますように、

八王子市は八王子市の中での国民健康保険の運営ということでしたが、今後は一旦集めた

保険税につきましても全て東京都に集めまして、東京都から、また八王子のほうに必要な

医療給付費が流れてくるという形になってまいります。単にお金を集めて流れてくるとい

うだけではないというところは、後段ご説明してまいりますが、下の図を見ていただきま

すと、そうすると東京都が全てやるのかと申しますと、基本的にはお手続等はこれまでと

変わらず八王子市でやることになりますが、そのお金を集めてまた交付するというところ

は東京都の役目になってまいります。 

 １ページおめくりください。 
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 ここでは現在八王子市の会計の中に国民健康保険の特別会計というのがあるわけですが、

今後は、東京都においても国民健康保険の特別会計を新設することとなっております。こ

こは細かくなりますので、今度は下の図、保険料の設定方法の見直しの効果（イメージ）

というところでご説明をさせていただきたいと思います。この際、あわせまして今回、配

付した別の資料で参考資料の１、縦判になりますけれども、参考資料１の１ページ目に、

地域（保険者）間における格差の状況１人当たり所得というのもあわせてご覧いただきた

いと思います。この参考資料１の１人当たり所得で見ますと、１人当たりの課税標準額と

いうのが、八王子はここでいうと順位３９位ということで、およそ８０万円となっており

ます。これに対しまして、その八王子などの一番下のところに東京都とございまして、東

京都の１人当たり課税標準額はおよそ１００万円でございます。そうしますと、この差が

実は東京都にお金を集めるというときにかなり出てくる差になりまして、それについても

う一度資料にお戻りいただきまして、先ほどの資料の７ページですね。見直しの効果とい

うところでご説明をいたします。 

 最初に右側、医療費水準が保険料に与える影響というところですが、各市、各自治体ご

とに医療費が、日本の平均に比べて高目か、低目かというのがございます。これはやはり

医療資源がどれだけ整っているかということもございますし、一般に西日本のほうが医療

費が高い傾向にあると言われておりまして、この医療費水準が高いところは高いなりの、

医療費水準に見合った保険料の設定をしましょうというのが右側の図になります。左側が、

所得水準が保険料に与える影響ということです。ここで先ほどの参考資料１が少し生きて

くるんですが、保険料というのは均等割と申しまして、どなたからもお一人お一人同じ額

を取るという均等割というものと、それから所得割と申しまして、その方の所得、いわゆ

る担税力と申しますか、税金を納める能力に応じていただく部分がございます。この所得

割については、同じ保険料率１０％というのが仮にこの図では書いてありますが、１０％

を設定した場合、所得水準が高い自治体では、結果的になんですが、たくさんの保険料が

集まることになります。所得水準が低いと、それなりの保険料が集まります。この例でい

いますと、八王子は所得水準が低い市町村、都内平均の０.８倍というのがたまたま１００

万に対して８０万ですので、ここでいいますと八王子では同じ１０％でも０.８しか集まら

ない。ただ、この表でいうところの上のところ、主に区部になりますけれども、所得水準

の高いところで多く保険料が集まってまいります。これにつきまして、東京都に全て集め

た後に各市にもう一度配ることになりますので、結果的に他の自治体の分が八王子に少し
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回ってくる部分があるというのが、今度の国保制度改革の大きなところです。 

次のページをご覧ください。８ページです。 

 国民健康保険と申しますのは、前期高齢者の交付金という６５歳以上の方の医療費の部

分を除いた残りを公費と、それから保険税で賄うというのが原則です。おおむね公費と保

険税で半分ずつ医療費、医療給付費を賄うことになっておりますが、現在の八王子、２７

年度の決算ベースでいいますと、保険税では７３億円集めることができておりますが、そ

れでも医療費、全ての医療費には足りませんので、先ほど森委員の質問にもございました、

いわゆる赤字繰り入れという法定外で一般会計、広く皆さんから集めた税金をここに投入

することで、何とかやりくりしているというのが現在の状況になります。これが今度東京

都のほうの単位になりますと、ここでは仮に八王子の保険税を２３区並みに見直すとした

らという図、あくまで仮の数字でイメージですので、実際そうかどうかという話ではない

んですが、そうすると保険税は今の１.４倍ぐらいに上げなければならないことになります。

ただし、それでも集め切れない部分が、結果的に他の団体で集めた保険税が八王子に流れ

てまいりまして、収支がこれでようやく均衡するという形になります。ですので、八王子

ではたまたまですが、今回の例でいいますと、どちらかというと広域化によって保険財政

が助けられる団体になるのかなということをお示しをしております。 

では、実際の保険税がどうなるかというモデルケースが次の９ページからになるんです

が、この９ページ、少し細かいのでめくっていただきまして、１０ページ、１１ページ、

１２ページとモデルケースがございます。１つ目が単身の世帯、それから２つ目が夫婦２

人の世帯、それから３つ目が夫婦２人、子２人で、また夫婦が４０代ということで、介護

保険の納付金も集めている世帯ということで算出しておりますが、これは仮に、しつこい

んですが、２３区並みに保険料率に見直すとした場合には、このようにどれも１.３倍程度

には保険税を設定しないといけないというような、こういったモデルケースになっており

ます。 

 続いて１３ページ、その際一緒に求められるのが、保険者努力支援制度とありますが、

いわゆる保険者インセンティブというふうに最近言われております。これは、例えばとい

うことでそのページの下に書いてありますが、今日、ご指摘の特定健診や特定保健指導等

の実施状況、これを高めるというようなことをした場合に、その分国のほうで少し余分に

お金をくれるというような制度になります。あるいは後発医薬品の使用割合を高める努力

をした場合、それから収納率の向上を図る努力をした場合、こういった場合に保険者イン
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センティブという形で、ある程度国から出されることになりますので、こういった努力を

した場合には、その分保険税を集めなくていいというふうに結果的になりますので、努力

を市としてはしなければならないということも同時に求められております。 

 続きまして１４ページ、１５ページには国民健康保険の運営方針ということで、こうい

ったものを、今、説明した内容を含めまして、医療費、財政の見通しですとか、それから

医療費の適正化に関する事項等、運営方針を毎年定めるというふうになっておりまして、

これを東京都においても今後は定めることになります。 

 ちょっと駆け足になって申しわけないんですが、最後、１６ページ、１７ページで今後

の制度改革のスケジュールということでお示ししております。１６ページが国における今

後流れていく動きになりますけれども、国、東京都における動きになりますが、現在、国

のほうでは、先ほどの３,４００億円という額を決めたのもここですが、厚生労働省と、国

と地方との協議の場というものも設けておりまして、こういった中で政令等を制定してい

くというような話し合いが行われております。これが２７年から行われておりました。今

年度につきましては、具体に東京都と八王子市、あるいはこの２６市や２３区が、東京都

と今後どのように都内の国保の運営をしていくかということにつきまして、現在話し合い

をしておりまして、その中では都道府県のところの、真ん中から少し右寄りになりますが、

平成３０年度の各団体の標準的な保険料率というものが、東京都から今後示されてまいり

ます。この示された保険料率というのは、その保険料を集めれば、先ほど申し上げました、

いわゆる赤字繰り入れというものを１円もしないで運営できるでしょうというものが示さ

れます。その示された標準保険料率について、じゃあいきなりそこまで保険税見直しをす

るのかどうかといったようなものにつきましては、赤字解消計画というのを立てるように

というふうなお話が来ておりまして、何年とか段階的にこれを、赤字を解消する計画とい

ったようなものを、今後保険税率や赤字解消計画というものを今後の国民健康保険のこの

運営協議会の場においても、諮問等というような形で出させていただく考えでございます。 

 そういったことを経まして、平成３０年度に、４月から新しい制度ということになりま

す。今、申し上げたところが、今後のことということで、もう少し具体に下の１７ページ

の表でお話ししますが、かいつまんだ話になりますけれども、赤字で書かれております第

３回試算というのが一番下の枠にあります。これが７月下旬から８月にかけて、第３回試

算というものが上がります。これはどういうものかと申しますと、平成２７年度の決算を

もとに東京都が仮の試算をいたしまして、２９年度の場合だったらこのぐらいの標準保険
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料率というものをとれば赤字にならないよというようなものを東京都が八王子に対して示

してくるのが、この第３回試算の段階でまず１回試算が示されてまいります。これにつき

まして、東京都のほうでもこういった運営協議会の場がありますので、今後設けられます

ので、この試算、こういう計算方法でいいのかとか、そういったようなことが話し合われ

まして、その後最終的には、今度はもう一つの赤い表示ですね。１１月からのところの枠

組みで、仮係数（１０月提示）、本係数（１月提示）とございますが、こちらは２８年度

の決算をもとに、実際に３０年度にこのような保険料率を設定したらどうかという標準税

率というのが、この１０月の段階でまず仮になんですが、示されます。で、その後、１月

に本係数というのは、２年に一度、１２月に診療報酬の改定というものがございますので、

これを受けまして最終的に１月に本係数が提示されるという形になります。 

 雑駁ですが、説明については以上となります。 

○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、ご質問がございま

したらご発言願います。なお、ご発言の際は挙手をして、指名の後でお願いいたします。 

 広域化のところで最初の説明なんですけれども、かなり複雑な制度でして、いろいろわ

からない点もおありかと思います。 

○小野田委員 新しい制度でなんですが、言ってみれば今、都と特別区の間で行われてい

る特別区財政調整制度の個人版みたいな気がするんですね。そうすると、都区財調は団体

対団体の問題だからあまり、いろいろ異論はありますけれども、最後はおさまるわけだけ

れども、これは個人間の財政調整になるわけです。我々八王子市民としてこんなありがた

いことはないんですが、同じ収入であってこれだけ、数万円の違いが出てくるということ

で、２３区のほうはこれで収まるんでしょうか。その辺の感触はいかがですか。 

○菅野保険年金課長 小野田委員がおっしゃるとおり、確かにかなり２３区のほうは議論

が沸騰しているやに聞いております。これはそもそも、まず１つは２３区は統一の保険料

率というものを設定しておりまして、今度は各区ごとに示されますので、せっかく統一し

たのにばらばらになってしまうということについてかなりあると聞いております。もう一

つが、今、申されたように所得水準が高いので結果的にということなんですけれども、こ

れにつきましては、今回、激変緩和措置というものもとられることになっておりまして、

その中で負担割合の高い区市町村については、一気に上がらないようにというような措置

がとられるということが１つございます。もう一つは、結局これは、自治体間で見ますと

確かに区部等の所得の水準の高いお金が八王子市のほうに流れてくるというふうに見えま
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すが、実は一人一人の保険料なんですね。たまたま所得が高い方が多く集まっているとい

うことになりますので、２３区でも所得の低い方というのは、所得の多い方からの分で医

療費を賄っているという構図がございまして、これは集めたからこうなりましたので、そ

の所得割と言われる部分は、そもそも税金の考え方が所得の再配分ということで、助ける

力がある方から社会全体で支えていこうというところに出す趣旨だということで、これは

そういった本分で説明するということしかないというふうに見ております。 

○小野田委員 ただ同じ３６０万円の給与収入でもこれだけ差が出ると、みんな八王子へ

転居したくなっちゃうんじゃないですか。確かに港区は外国人の企業経営者と億万長者が

たくさん住んでいますけれども、それにしてもすごい差が出てきますよね。特に質問では

ありませんので、また何かそういう動向があったら、ぜひ教えてください。八王子のため

に頑張ってください。 

○青柳会長 他にご発言ありませんか。 

○設樂医療保険部長 再度の説明になってしまうんですが、所得の水準だけを見ますと、

所得水準の高い区部から、結果的に所得水準の低い八王子市にお金が回ってくるというよ

うな仕組みの構図になっているということで、今、説明がありましたけれども、現時点で

はまだ八王子市がどれぐらいの納付金を支払わなければいけないですとか、どれぐらいの

保険料率になるということは示されていない段階です。市町村の努力次第で変わるもので

はない、例えば、もともとそこにお住まいでいらっしゃる被保険者の方の年齢構成ですと

か、所得水準ですとか、医療費水準、それによって、東京都がこれから東京都全体の医療

給付費を賄うために必要な市町村ごとの度合いに応じた納付金の金額と、赤字を解消した

場合の保険料率というものを示してくる予定です。おそらく八王子市は赤字がかなりある

わけですから、保険料率が示されて、それをではいきなりそのとおりにするには、保険税

を一気に上げることになりますので、その分どういった計画をもって赤字解消を行ってい

くか、また、努力の部分で特定健診ですとか、ジェネリックですとか、そういったものも

当然問われてくるという厳しい状況にあることだけは、皆様のほうにもご認識をいただけ

ればと思います。その辺りは今後、具体的な数字が示されてきた中で、具体的にご議論い

ただければと思っております。今日の段階ではあくまでも、こういった仕組みになってい

ますというシミュレーションになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○青柳会長 他にご質問ありますか。 

○渡口委員 勉強させていただきましてありがとうございました。 
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 今の、部長お話しいただいた内容というのが、最終的には激変緩和措置ということにつ

ながっていくんですよね。そのことの確認です。 

○菅野保険年金課長 激変緩和措置なんですが、実は激変緩和という言葉は誤解を受けや

すいので、もう一度お話しすると、激変緩和というと一般に保険料が、主に所得が低い方

から、それが保険料が上がるのを緩和するために激変緩和というふうなイメージなんです

が、今回の場合は、実は所得が高い方が結果的にかなり負担が、保険料率になりますので、

料率ということは金額にするとものすごく上がる方がいらっしゃいます。この上がる方に

ついて激変を緩和するという激変緩和なんですね。ですので、２３区のほうの、逆に上が

るほうの方への説明のために激変を緩和しますという、そういう激変緩和措置であるとい

うことでなっております。 

○渡口委員 わかりました。では、スケジュールを確認させていただきますけれども、今

後提示をされるということで、１７ページでしたか、最後のページに赤字で、今年の７月

には簡易算定版というのが実際金額提示がされる。これが２７年で、その後ですか、今年

の１０月と来年の１月に仮係数と本係数ということで、３回提示をしていく中で、最終的

に結論を出していく予定という認識でよろしいですか。 

○菅野保険年金課長 はい。基本的にはその認識でございます。この１０月、それから来

年１月というのが、実際に示されるというとここの部分になります。第３回の簡易算定版

というのは、現在、東京都においてこれを公表するかどうかというのを悩んでいるという

ことがありまして、というのは、計算式はこれでいいかというふうに見てほしいんですと。

それが金額が出ると、その部分がひとり歩きすることがほんとうにいいのかということで、

ただ東京都の運営協議会、９月に開かれる予定でございますが、そちらの場では公表する

ものとして、そこではオープンにして出すということで聞いておりますけれども、この７

月末から８月の段階での簡易算定版については、現在のところ東京都は非公表の考えであ

ると。非公表ですね。一般には出さないというようなことで考えているというふうに聞い

ております。私どもからは、そういうわけにはいかないでしょうということで、ぜひそれ

は公表すべきだということで働きかけはしておりますが、現在のところはそのような、協

議の中でそのような状況になっております。 

○渡口委員 よくわかりました。ぜひ公表していただいて、ある意味でいうとそこから予

算の反映ということもありますし、考え方ということもあると思いますので、また先ほど

のデータヘルス計画なんかも、最終的には、もっと大きい意味で言えば地域包括ケアシス
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テムのほうにも関連していくような内容だと思っているんです。ここがほんとうに横との

連携とか、さっきおっしゃっておりました特定健診を受けていないという人たちも、その

横の連携があることによって非常につながってくる部分があると思いますので、地域包括

ケアシステム自体も八王子版地域包括ケアといってもなかなか内容が見えてこないという

か、そういった部分もあると思いますので、１つこのリーダーシップをとれるような形で

データヘルス計画、また、この金額改定とか、こういったものがうまく、何というんです

か、悪影響じゃなくて、そういった意識変えができる、いい意味での周知ができたらいい

かなと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○青柳会長 他にご質問ありませんか。 

○井上委員 質問ではないんですが、先ほどのことに関係して、私１２年間民生委員をし

ておりまして、一度もひとり暮らしの高齢者の方とか、老老の方とか、特定健康診査を受

けていない方に勧めるという、上からのそういうことをしたらどうという話は一度も聞い

てなかったんです。ですから、民生委員の会長会とか、そういう席でもぜひそういうこと

を提案していただいて、民生委員一人一人ではなかなかそういうことに気がつかないんで

すね。私も今日この場に座らせていただいて初めて、私１２年間の間にもっとできること

あったんだと、今、ちょっと反省しているんです。ですから、そういう機会をぜひ利用し

て、重い病気になって医療費がかかるのを防ぐということで、横のつながりをもう少し持

ったらいいとつくづく思いましたので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○設樂医療保険部長 貴重なご意見をありがとうございます。ちょうど本年は保健医療計

画という、このデータヘルス計画の上位計画を、複数の所管にまたがる部署で今、策定、

検討中でございますので、ぜひそういった中でも、今、頂戴いたしましたご意見というも

のを反映していきたいと思っております。ありがとうございます。 

○青柳会長 他にご質問ありませんか。 

○森委員 参考のためにお聞かせいただきたいんですけれども、やはりデータヘルス計画

というのをしっかりやって、つくって実現できるような体制にしていただければというふ

うに希望しています。 

 １点だけ、わかる範囲で結構なんですけれども、１人当たりの保険料、医療費というと

ころが、八王子が２４番目、１人当たり３２万１,０００円ぐらい。区部で少ないところは

豊島区か、新宿、港区あたりですと２５万、２６万というところがあるんですが、どうし
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てそんな違いがあるのか、何か調査しているようなことが、違いがもしわかれば、何か取

り組みが違うとか、健康にこうやっているとか、何でこう違いが出るのか、わかる範囲で。 

○菅野保険年金課長 ただいまの森委員からのお話は、参考資料１の２ページ目にありま

す地域（保険者）間における格差の状況、１人当たりの保険料・医療費の表の中で八王子

市が２４番目のところにあって３２万円とあるけれども、もっと安いところ、２５万円と

か、そういうところもありますよねというご指摘だったと思います。 

○森委員 そうです。 

○菅野保険年金課長 これにつきましては、１つは年齢構成の違いです。先ほど私が申し

上げました医療費水準に基づく保険料率の調整というお話なんですけれども、そうときは

年齢調整というのをかけます。具体的には、５歳区分ごとに仮に同じ人口構成だったらど

のくらいの医療費なのかという計算をそういう場合はします。こちらの表は、単純に年齢

調整等がかかっていない状態での金額の表になっていますので、そうするとおのずと若い

人が多く住んでいる自治体のほうが、どうしても安く見える、そういった傾向が出てくる

かと思います。 

○森委員 はい、いいです。 

○青柳会長 他にご質問ありませんか。 

○小野田委員 １点だけ、私もこれには疑問がありまして、いいですか。 

 例えば、港区あたりだけちょっと調べたんですけれども、高齢化率１７.２８％、２８年

１２月ですね。八王子と５％以上違いますから、当然これだけ、やはり医療費が違ってく

るということですね。 

○青柳会長 他にご発言ありませんか。 

 

 （５）その他 

○青柳会長 なければ、次に、議題（５）その他に入ります。 

 まず今後の日程について、事務局から説明願います。 

○白鳥庶務担当主査 それでは、今年度の運営協議会の開催日程についてでございます。

本日、第１回の運営協議会を開催させていただきましたが、今後につきましては東京都か

ら納付金、標準保険料率が示された後、１２月に第２回を、年が明けまして３０年１月に

３回の運営協議会を開催させていただきたいと考えております。開催に当たりましては改

めてご案内をさせていただきますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。 
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 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、ご質問等がござい

ましたらご発言願います。 

（「なし」の声あり） 

○青柳会長 続きまして、その他ご意見などがございましたら、ご発言願います。 

（「なし」の声あり） 

○青柳会長 ないようですので、以上で本日の議題は終了いたしました。 

 

４．閉会 

○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、１番、山部委員にお願いしたいと思います。後日、議

事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２０分散会］ 


