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令和 2年第 1回室蘭市国民健康保険事業の運営に関する協議会 会議録

１．開催日時 令和 2年 2月 18 日（火）

開会 18 時 00 分 閉会 19 時 00 分

２．場 所 室蘭市役所 3階 議会第 1会議室

３．出席委員 山中委員、青山委員、上田委員、大竹委員、菊地委員、木村委員、

髙橋委員、中川委員、福永委員

４．欠席委員 鈴木委員、山田委員

５．市側出席者 小泉副市長、事務局（杉本生活環境部長、山﨑保険年金課長、

川端保険年金主幹、倉田国民年金係長、後藤国民年金係主査、

西村国民年金係主事）

６．傍聴者 なし

７．会議次第

１．副市長あいさつ

２．議題

（１）報 告

１．令和元年度 室蘭市国保事業の概要について

２．令和２年度 室蘭市国民健康保険特別会計予算編成の考え方について

３．室蘭市国民健康保険データヘルス計画 平成 30年度実施状況報告について

（２）諮 問

室蘭市国民健康保険条例中一部改正の件について

配付資料

資料１、資料２、資料３、資料４、資料５、資料６、資料７、資料８
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１．開会

２．副市長挨拶

３．議事

（１）報告

１．令和元年度 室蘭市国保事業の概要について

【事務局・倉田国民年金係長】

令和元年度室蘭市国民健康保険特別会計の決算見通しについて、資料１で説明。

これは、現時点の決算見通しであり、予算現額との比較を主な増減にて説明する。

初めに左側の「歳入」であるが、１の国民健康保険料については、令和元年度

の保険料においては、平成 30 年度と同じ保険料率に据え置いた。被保険者の減少

による財源不足分を予算上の収納率以上に確保することでカバーできると判断し

たものであり、12 億 708 万 2,000 円を予算計上した。予算上の収納率 94.45％に

対し 95.78％で 1.33 ポイントの上昇となる見込みで、決算見込額は 12 億 6,303

万 2,000 円と予算より 5,595 万円ほど上回る見通しとなっている。

３の道支出金については、保険給付費等交付金が 1億 3,693 万円程の減少を見

込んでいる。特別交付金は 2億 4,145 万 2,000 円を予算計上しているが、今後の

道の査定により決算において増減が生じることが見込まれている。

５の繰入金については、4,921 万円程の減となっている。総務費の人件費、物

件費の減が見込まれ、このことによる一般会計からの繰入金の減を見込んでいる。

６の繰越金については、平成 30 年度の決算収支差引額が 2億 6,820 万円程の黒

字となったため、令和元年度に繰り越したものである。

７の諸収入については、第三者納付金、被保険者返納金のことであり、予算額

に比べて 1,126 万円程の増を見込んでいる。

次に右側の「歳出」であるが、１の総務費については、人件費、物件費などの

支出減少により、2,900 万円程の減と見込んでいる。

２の保険給付費については、医療費の減少などにより 1億 3,693 万円程の減少

となっている。なお、先ほど歳入で説明した道支出金のうち保険給付費等交付金

は、こちらの保険給付費と同額が交付される仕組みとなっている。

７の諸支出金については、保険料の還付金であり、134 万円ほどの減と見込ん

でいる。

歳入決算見込額が、90 億 5,963 万 7,000 円、歳出決算見込額が、87 億 2,655

万 9,000 円。差引額で 3億 3,000 万円程が令和 2年度への繰越額となる見込みで

ある。

次に下段の左側の表は現年度分の保険料収納率の推移である。

収納体制の強化などにより年々収納率の向上が図られており、全体の数値では、

令和元年度見込みで平成 30 年度とほぼ同率の 0.03 ポイントアップの 95.78％と

見込んでいる。

次に下段の右側の医療費の状況であるが、令和元年度見込みを予算と比較する
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と、件数は増、費用額、保険者負担額、1人当たり費用額は、減少する見込みで

ある。また、30 年度決算額との比較では、件数、費用額、保険者負担額は減、1

人当たり費用額は 6,000 円程増となる見込みである。

なお、下段にある伸び率の欄であるが、こちらは 30 年度決算と元年度見込の増

減した差分を、率で表記したものである。

真ん中の四角で囲まれた部分であるが、こちらは繰越の見込みの額であり、3

億 3,000 万円程となる見込である。こちらは今年度基金に積立をして来年度以降

に国庫返還金が見込まれている分の支払にあてる予定である。

【山中議長】

今の説明の中に、4 億 9,000 万、積立金 1 億 6,000 万とあり、今年度は 3

億 3,000 万という見込みということであった。これは返還等が出てくると

思うが、そのあたりの説明はいかがか。

【事務局・川端保険年金主幹】

1億 6,000 万は現在基金として保有しているが、この繰越額の 3億 3,000 万は、

今後令和 2年から 5年の 4年間かけて、ほぼ同額の 3億 3,000 万、単年度あたり

8,200 万円返還するので、4年の合計でこの繰越金の 3億 3,000 万は令和 5年度

末にはなくなることになる。令和 5年度末の基金は、現在ある 1億 6,000 万程度

の基金残高として残ることとなる。

２．令和２年度 室蘭市国民健康保険特別会計予算編成の考え方について

【事務局・倉田国民年金係長】

令和２年度室蘭市国民健康保険特別会計予算(案)について資料２で説明。

中段の「歳出」について、１の総務費は、人件費や物件費にかかる経費

であり、前年度に比べて 1,875 万円程の減となっている。

２の保険給付費は、医療費や高額療養費などであり、被保険者数の減少

などにより前年度に比べて 4 億 2,557 万円程減の 61 億 4,532 万 6,000 円の

予算計上となっている。

３の国保事業費納付金であるが、北海道において道内全体の医療費等の

見込みを計算し、そこから道に入ってくる歳入となる国の調整交付金や前

期高齢者交付金などを差し引いた残りが、道内市町村が道に納める国保事

業費納付金となり、室蘭市が道へ納付すべき金額 19 億 5,476 万 6,000 円の

予算計上となっている。被保険者数の減少などにより、前年度に比べて

3,822 万円程の減となっている。

６の保健事業費は、短期人間ドックや特定健診等の事業に係る経費であ

り、受診率の上昇などは見込んでいるものの、被保険者数の減少などによ

り 182 万円程の減となっている。

次に上段の「歳入」について、１の保険料は道が示した国保事業費納付
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金を基礎に算定しており、令和２年度は 12 億 548 万 3,000 円の予算計上と

なっている。前年度に比べて 159 万円程の減となっている。

３の道支出金のうち保険給付費等交付金は、歳出２の保険給付費の全額

が交付されることから、保険給付費と同額の計上となり、4 億 2,557 万円程

の減額となっている。同じく道支出金のうちの特別交付金は、主にインセ

ンティブが働く仕組みとして交付される保険者努力支援制度などがあるが、

経営努力分の交付金が道から市町村へ交付されなくなったことなどにより、

前年度に比べて 1 億 2,600 万円程の減額となっている。

５の繰入金のうち一般会計からの繰入金は、8 億 7,281 万 5,000 円の予算

計上となっており、前年度に比べて 976 万円程の減となっている。

また平成 28、29 年度の 2 年間に室蘭市へ交付された前期高齢者交付金の

精算が行われ、道へ 3 億 3,000 万円程を令和 2 年度から 5 年度までの 4 年

分割にて返還することとなったため、その返還のために基金からの繰入金

8,183 万円を予算計上している。基金については、令和元年度繰越金を財源

に 3 月補正を行う予定である。

予算総額は 84 億 2,614 万 3,000 円で、前年度比で 4 億 8,424 万円ほどの

減額となっている。

３．室蘭市国民健康保険データヘルス計画 平成 30 年度実施状況報告について

【事務局・山﨑保険年金課長】

室蘭市国民健康保険データヘルス計画 平成 30 年度実施状況について、

資料３で説明。

１の第 3 期特定健康診査等実施計画目標値であるが、30 年度は特定健診

40％、保健指導 43％であった。

２の平成 30 年度実施状況であるが、①特定健診は対象者数 12,640 人、

受診者数 4,831 人、受診率 38.2％、②保健指導は対象者数 463 人、終了者

数 188 人、実施率 40.6％である。

３の平成 30 年度実施概要について、①特定健診については、肺がん検診

の自己負担無料化の継続や、医療機関から生活習慣病治療中者の検査デー

タを受領し、受診者として加えることで受診率増加を図ったが、前年度よ

り 0.5 ポイント低下した。9 月の健診受診者数が例年よりも少なく、胆振東

部地震によるブラックアウトの影響と考えている。

②保健指導については、6 か所の会場で 111 回、延べ人数 264 人に実施し

た。また、集団指導は試食付の教室が 6 回で 28 人、運動教室が 6 回で 19

人、血管年齢・骨密度測定付の指導には 95 人が参加したほか、従来の教室

より運動強度を増した教室「楽軽トレーニング」を 48 回実施し 23 人が参

加した。利用者が減少傾向にあるため、訪問による指導の回数を増加して

行い、保健指導実施率は前年度より 6.8 ポイント上昇した。

③未受診者対策については、受診勧奨はがきを送付し、その後電話で個
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別に勧奨を行っている。受診勧奨はがきは 2 回で 16,784 件、電話勧奨は 2

回で 9,322 件実施した。

④ＰＲ関係では、パネル展を実施し、啓発パンフレット等の掲示や、受

診勧奨用のポケットティッシュの配布を行った。市内商店街振興組合等へ

のポスターやパンフレットの配布・道南バス背面ステッカーによる広告の

ほか、「広報むろらん」への折込を実施し、また「食と健康のまつり」や「こ

くほ健康出前講座」を利用しての受診勧奨の実施、土曜日受診可能な医療

機関の情報提供も受診券送付時に実施している。「ＦＭびゅ～」を活用して

の周知や、受診率の低い若年層を対象とした「ＳＮＳ」を活用した周知活

動も実施している。

４の令和元年度の取組について、平成 30 年度から変更した部分について

説明する。

①特定健診においては、ＬＩＮＥによる予約専用アカウントを作成し、

若年層の受診率向上を図る。

②保健指導においては、実施回数を拡大し、特に訪問による指導件数を

増加して実施している。

③未受診者対策では、受診勧奨業務を委託し、人工知能を用いて受診確

率を分析し、その分析結果のグループごとに最も効果的な資材を送付し、

受診勧奨を実施している。また、加入手続や保険料の納付相談での来庁時

にリーフレットを配布するなど周知活動を実施している。

④ＰＲ関係では、30 年度に引き続き、パネル展の実施や、ＦＭびゅ～・

ＳＮＳを活用した特定健診の周知活動を実施した。

特定健診のより一層の受診率向上を目指すと共に、受診機会の拡大を図

り、また保健指導についても訪問による実施や開催日数を拡大するなど、

目標値に少しでも近づけるよう努力してまいりたい。

【山中議長】

特定健診の受診率それから指導の実施率についての目標値、30 年度は

40％に対して 38.2％、そして 43％に対して 40.6％ということで目標値に届

かないものの全道・全国から見ると高い受診率、実績になっているかと思

っている。一方で国の参酌基準が 60％となっており、あまりにもかけ離れ

ているが、まず最初に聞きたいのは国の参酌基準値 60％について今後も国

はこれを求めていくのかそれとも見直しをかけていくのか。何年もこの数

値変わってないはずであるが。

【事務局・山﨑保険年金課長】

今のところ、国のほうで変えるというようなことは聞いておらず、今の

ところはこのままいくものと思っている。
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【山中議長】

なかなかここの数字は非常に厳しいものがあるかなと思う。ただ室蘭市

の場合、実績としては全国・全道よりもいいということは理解できるが、

令和になってからまたそれぞれ数字が上がっていくにあたって、一つの目

標値はよいが、より実績を近づけていく方法として新たな方策、太字の部

分が結構強調されている。その中で③の未受診勧奨の委託という形で実績

があったという報告があったと思うが、これについてはどうか。効果的な

ことが期待できるのかどうなのかお聞きしたい。

【事務局・山﨑保険年金課長】

今年度から民間に委託をしており、まだ結果は出ていないが、LINE の予

約アカウントというのも委託業者にお願いしている。LINE の予約アカウン

トができたということで対象の方にはがきを送付したところ、LINE のお友

達登録をした人数としてはそんなに大きな数ではなかったが、そのはがき

を送ったことでその後電話の問合せ等が多くあったことから、LINE に限ら

ず受診勧奨という意味ではやはり効果があったものと思っている。

人工知能を用いた分析のほうも今までは同じはがきを全員にお送りして

いたものを、今年から４つのグループにわけて中身の違ったものをお送り

している。はがきのサイズも今までは通常のはがきのサイズよりもっと大

きいサイズにして送ったが、それが届いた時期に反響はあったことから、

多少なりとも効果はあるものと期待しているところ。来年のこの協議会の

時にいい報告ができればと考えている。

【Ａ委員】

特定健診は 12年前からはじまった。最初立ち上げる時に私も関わったが、

国の方針はずっと変わっていないが、以前もお話ししたとおり、社会保険

の特定健診と違って会社単位とかである程度まとまってやるような形式で

はなく、国保の場合は個人の最終的な意思ですから、何か特別なやり方を

考えない限り変わらないんじゃないかと思う。数％上がるかどうかという

程度のものだが。それでお聞きしたいが、医師会の試算では国保の対象者

の 49％がレセプトがあり病院にかかっている方で、51％が全く病院にかか

ってない方ということだが、病院にかかってない方で未受診者である方へ

の対策というのは何か他に考えているか。

【事務局・山﨑保険年金課長】

今のところ、レセプトのある方とない方とをわけてということは考えて

はいない。やはり病院にかかっていない方は健康だからかかってない方も

いるかとは思うが、必ずしもそうではなく行かない方もいる。
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【Ａ委員】

特定健診は結局メタボ健診で、それを治すことによって心筋梗塞・脳梗

塞・高額医療をある程度抑える、医療費を抑えるなど、基本的には患者の

健康を目的にしているため、未受診者、病院にかかっていない人になんと

か特定健診を受けていただくことが、結局は医学的にも意義があると思う。

すでに病院にかかっている人を、私たちも一生懸命うちに来る患者さんに

やってくださいと推奨しているが、やっぱり全く関わりをもたない人にな

んとか健診を受けてもらいたいなと思う。

【事務局・山﨑保険年金課長】

Ａ委員がおっしゃるとおりで無関心層というのがすごく多いのではない

かと思っており、健康だから病院に行かないのではなくて健康そのものに

関心がない。なので健診も関心がない。そういった方にいかに周知をして

受診につなげていくかというのがひとつ大きな目標であり大事なことだと

思っている。未受診者にも同じようにはがき等は送ってはいるが、そこに

どのくらいもっと対策ができるかというのは考えていかなければいけない

ところかと思っている。

【Ａ委員】

可能かどうかわからないが、受診勧奨ではがきを送るのもいいが、町会

単位でたとえば回覧板を回したり町会長さんを通して町会でまとまって声

をかけるというほうが、社会保険の会社単位のようにまとまりをもってや

ってもらったほうが効果があるんじゃないかと思うので、できれば検討し

ていただきたい。

【事務局・山﨑保険年金課長】

町会については、数年前までは町会のほうに回覧を行っていた時期もあ

ったが、やはり町会も人手不足であったり高齢化のため回覧が難しく取り

やめたという経緯があり、なかなか難しいと考えている。

【山中議長】

いまＡ委員も言われた部分であるが、今言われたことは非常に大事なこ

とだと思う。日頃病院へ行っている方は通院のついでであるとかお医者さ

んからの進言などがあるかもしれないが、やはり行かない方にどう関心を

持ってもらえるかという一つの考え方として、町内会がいいのかどこがい

いのかわからないが、やはり誰かが行って、無料で特定健診受けられると

いう話を続けていくと、受診につながっていくと思う。

たとえば町会で回覧を回すのではなくて、そういうところにキーマンを

派遣して推奨するのも一つの考え方かなと思っているし、幸い社協の中で
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は老人クラブをはじめいろんな方とのお付き合いがあっていろんな話をす

る場面もあるし、また介護従事者との連携もされているので、そういうネ

ットワークを使いながら、直接お話する機会が必要なのかなと思っている。

2 年前に胆振総合振興局で実施した研修では、そういう委託業務の中にそう

いうことも含まれていたように思う。はがきなど紙面での周知や新しく SNS

等による周知をしているのもわかるが、人をその気にさせるにはやっぱり

心と心が触れるような会話がないと難しいかなと思うので、そういう機会

に今言われたとおりの話をされたほうがじゃあ行ってみようかという気持

ちに少し変わるかもしれない。そうしなければ「何かのはがきが届いた」

程度で終わってしまいそうな気がする。そのあたりの手法について事務局

で考えていただければと思う。

【事務局・山﨑保険年金課長】

今までは申込みがあった町会などに健康出前講座ということでこちらか

ら出向いてお話をしていたが、待っていてもなかなか機会が増えないこと

もあり、令和元年度から「えみなメイト」の中で回数を決めてこちらから

出向いて健康に関する話題提供や健診の話もさせていただいており、そこ

だけでいいということではないが、そういった取組も今年度から進めてい

るところ。

【山中議長】

あと参考までに、検診車が札幌から来て受診する場合と病院の中で受診

される場合とセンターで受診する場合の分析はどうなっているか。多分、

建物内であれば非常に利便性がいいが、検診車となるとちょっと冬場は稼

働率が低そうだと思うがどうか。たとえば健診センターでの受診は稼働率

が１００に近いと思うし、民間の病院もたくさんある。それに比べて検診

車がどのくらい稼働しているか、難しいと思うが数字としてはどうか。

【事務局・山﨑保険年金課長】

健診センターの人間ドックやバス健診のミニドック、あと医療機関にお

ける特定健診は、内容や料金が違うこと、人間ドックとミニドックは定数

があり、その定数を超えるとどうしても希望者全員を賄いきれないことも

ある。人間ドックで言えば今年度はもうすべて埋まってしまっている状況。

医療機関にはなんとかやりくりして一生懸命受けていただいていると思う

が、それぞれの受診率の比較というのはなかなか難しい。ミニドックは、

たとえば夏の中小企業センターでの実施時は満杯になるが、冬の文化セン

ターでの実施時は満杯じゃなかったなど会場や実施日によって状況が異な

ることがあるかと思うので、受診率の比較は難しいと考えている。
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（２）諮問

室蘭市国民健康保険条例の一部改正について

【事務局・杉本部長】

室蘭市国民健康保険条例の一部改正について、資料４で説明。

本日の諮問は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国に準拠して

「室蘭市国民健康保険条例」を 2 点改正したく、その可否について皆様に

御審議いただくものである。

1 点目は保険料の賦課限度額の引き上げである。保険料のうち、医療分は

61 万円から 63 万円に、介護分は 16 万円から 17 万円に引き上げるものであ

り、これにより中間所得者層の負担軽減を図ることが目的となっている。

2 点目は低所得者に対する保険料軽減の対象世帯の拡大である。国保の保

険料は所得に応じて応益分を 7割・5割・2割軽減する仕組みであるが、そのうち

5・2割軽減について、対象世帯を拡大するものである。

これらの改正は本日、皆様に御審議いただいたのち、今月 26 日招集を予定して

いる第１回市議会定例会に議案として提案させていただく予定である。な

お、条例の施行期日は、令和 2 年 4 月 1 日を予定している。

以上が諮問内容であるが、詳細については川端保険年金課主幹から説明

させる。

【事務局・川端保険年金課主幹】

1 点目の「保険料の賦課限度額の改定」であるが、国は中間所得者層への

影響を抑制するため、賦課限度額の引き上げを決めており、これに準じ改

正するものである。引き上げ幅は、医療分が 2 万円の引き上げ、介護分が 1

万円の引き上げで、合計では、現行の 96 万円を 99 万円に 3 万円引き上げ

るものである。

資料５は、「医療分」の賦課限度額引き上げによる効果を図に表したもの

である。左側が現在の限度額 61 万円の場合で、保険料の総額は 11 億 2,311

万 8,000 円であるが、限度額を引き上げた場合は右側のようになり、保険

料総額は変わらないが、61 万円以下の負担が 11 億 2 千 191 万 5,000 円とな

り、120 万 3,000 円軽減されることになる。

資料６は、「介護分」の賦課限度額引き上げによる効果を図に表したもの

である。左側が現在の限度額 16 万円の場合で、保険料の総額は、8 千 960

万 4,000 円であるが、限度額を引き上げた場合は右側のようになり、保険

料総額は変わらないが、16 万円以下の負担が 8,913 万 8,000 円となり、46

万 6,000 円軽減されることになる。

資料７は、賦課限度額の推移である。「医療分」の賦課限度額引き上げは

3 年連続、「介護分」は平成 27 年度以来の引き上げとなる。

続いて資料８は、2 点目の「低所得者層に対する保険料軽減の対象世帯拡

大」についてであるが、5 割・2 割軽減について軽減対象世帯を拡大するも
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のである。内容としては、5 割・2 割軽減ともに軽減対象となる所得基準額

を引き上げることで、軽減対象世帯の拡大を図るものである。

給与収入 3 人世帯の場合を例にしているが、5 割軽減の場合、軽減対象基

準が給与収入 193 万円以下から 195 万円以下に基準が引き上げられ、2 割軽

減の場合は、給与収入 291 万円以下から 295 万円以下に基準が引き上げら

れる。これにより 5 割軽減対象者は 3,891 人に、2 割軽減対象者は 2,451

人に拡大することが見込まれる。

実際の年間保険料軽減額については、同じく資料８の【参考】の表をご

覧いただきたい。3 人世帯で給与収入 195 万円の場合、改正前の年間保険料

は 2 割軽減該当で 24 万 2,060 円であったものが改正により 5 割軽減該当と

なり、19 万 6,510 円へと減額され年間で 4 万 5,550 円の保険料軽減となる。

また給与収入 295 万円の場合、新たに 2 割軽減の該当となり、37 万 1,910

円であったものが 34 万 1,470 円となり、年間で 3 万 440 円の保険料軽減と

なる。

【山中議長】

低所得の部分で 5 割が 144 人、2 割が 2 人となっているが、実際は 2 割ス

ライド分のところに 5 割の人が食い込んでいってる部分があって、2 割の人

が食い込まれている部分があるから人数が少ないように見えるのか。

【事務局・川端保険年金課主幹】

実際には現在軽減なしの方が新たに 146 人 2 割軽減となる。また現在 2

割軽減のうち 144 人が 2 割軽減から 5 割軽減にスライドすることで、実際

に 2 割軽減が増えるのは 146 引く 144 人となり、2 人の増加となる。

【山中議長】

これから先も国の考え方としては中間所得層への軽減を拡大していくの

か。

【事務局・川端保険年金課主幹】

中間所得層の所得に対する保険料の負担割合が 11％程度となっており、

やはり中間所得層の収入に対する保険料の負担率が高くなっているので、

国としては今後も基準額を引き上げていく方向で、中間所得層の負担軽減

を図っていくものと思われる。

【山中議長】

他に質問がないようなのでお諮りする。議題となっている案件について、

原案どおり承認することとして答申してよろしいか。
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≪異議なし≫

【山中議長】

異議なしとのことなので、原案どおり答申することとする。

これをもって、本日の会議を終了させていただく。

４．閉会


