
平成２２年度 第２回国民健康保険運営協議会要録

<主な意見、質疑等>

議題１ 出産育児一時金の支給額について <諮問及び答申>

<冒頭に市長より会長へ諮問書が手交される>

事務局：それでは、諮問書の朗読のほうをさせていただきます。

「平健保発第６８４号、平成２３年１月２４日

小平市国民健康保険運営協議会会長、小島和夫殿、小平市長小林正則

諮問書

小平市国民健康保険運営協議会規則（昭和３４年規則第５号）第２条の規定に基づき、

下記の事項について貴協議会の意見を求めます。

  記

出産育児一時金の支給額、平成２３年４月１日以降の出産について、支給額を４２万

円とする。」

以上でございます。

それでは、諮問事項、出産育児一時金の支給についての内容のご説明をいたします。

資料１をごらんください。

まず、１の改正理由でございますが、出産育児一時金につきましては、平成２１年  

１０月１日から平成２３年３月３１日までの出産に対して、国の少子化対策の暫定措

置としまして、支給額を３８万円から４２万円に４万円ほど引き上げております。

このたび、国は現行の４２万円を、平成２３年４月から恒久化することとし、被用者

保険の出産育児一時金の支給額を規定する健康保険法施行令の改正を行うこととして

おります。

小平市の健康保険におきましても、被用者保険に合わせまして、同様の改正を行うも

のでございます。このため、小平市国民健康保険条例の関連する条文を改正するもの

となります。

２の改正の内容でございますが、現行では小平市国民健康保険条例の附則に、平成  

２３年３月３１日までの出産につきまして、経過措置として４２万円とすることを規

定してございますが、恒久化にあわせて条例第４条に規定しております出産育児一時

金の支給額を３８万円から４２万円に改めるものでございます。

３の施行期日でございますが、平成２３年４月１日でございます。なお、議会へは関

係する健康保険法施行令の公布に合わせまして、提出をする予定でございます。

説明は以上でございます。

委 員：特にこの内容に異議とか、そういうわけではありません。今年度平成２２年度の当初予

算から既にもう４２万円というふうにしておりますので、これを恒久化されるという
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ことだと思います。

一つ伺っておきたいのは、当初予算に、本年度の２２年度の見込みとしては２２５件

を予算化しておりますけれども、年度も終盤に向かいまして、大体当初予算との見込

みとの状況からどんな状況なのか、お聞かせください。

事務局：現在、決算見込で２２１件を予定しております。

委 員：市内の病院の正常分娩の出産の費用というのは、どのぐらい把握されていますか。

事務局：私どものほうで、今持っている数字でございますが、国民健康保険加入者の方の実際の

状況から算出したものがございます。すべてが市内の医療機関ということではござい  

ませんが、今年度につきましては４９万６，０００円ということで、正常分娩という

ことでとらえてございます。

<原案を適当と認めることについて全員賛成で決定される>

事務局：それでは、答申書案の朗読のほうをさせていただきます。

    「平健保運収第４号、平成２３年１月２４日、小平市長小林正則殿

     小平市国民健康保険運営協議会会長、小島和夫

     答申書（案）

     平成２３年１月２４日付、平健保発第６８４号により、本協議会に諮問されたことに

ついて、慎重に審議した結果、下記のとおり答申する。

     記

原案を適当と認める。」

   以上でございます。

<この答申書（案）をもって答申することに決定される>

議題２ 平成２２年度小平市国民健康保険事業特別会計補正予算第３号（案）について<報告>

事務局：それでは、平成２２年度小平市国民健康保険事業特別会計補正予算第３号（案）の概要

について、ご説明を申し上げます。

資料２①をごらんください。

初めに、１の補正額でございますが、歳入及び歳出、それぞれ２，８５４万円増額し、

補正後の予算の総額を歳入歳出それぞれ１５７億６，４３３万８，０００円とするも

のでございます。

２の内容でございますが、今回の補正予算は、年度末をひかえた時点におきまして見

込まれる、財源の不足への対応が主な内容となっております。歳入におきましては、

国民健康保険税が当初の見込みに対して１億円弱の減収になる見込みであるほか、国

庫支出金及び都支出金につきましても、交付額が予算を下回る見込みとなっておりま

す。

一方、歳出におきましては、保険給付費が高額療養費を中心に予想を上回る伸びとな
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っております。

こうしたことから、約３億５，０００万円の財源が不足する見込みとなったため、国

民健康保険事業運営基金積立金を減額した上で、なお不足する２億円につきましては、

一般会計繰入金の増額をもって補うことといたしたものでございます。

それでは、具体的な補正項目でございますが、まず、歳入の欄の上から二つになりま

す。１款１項１目及び２目、資料では「１－１－１」と書いてございます。国民健康

保険税は、一般被保険者はマイナス８，３７２万円。退職被保険者はマイナス１，４

７６万６，０００円。この両方をあわせまして、９，８４８万６，０００円を減額す

るものでございます。

倒産、解雇等の理由により、離職を余儀なくされ、国民健康保険に加入された方、こ

のような方を非自発的失業者と申しますが、このような方に対する保険税の軽減措置

による影響、そのほかに、被保険者の所得の落ち込みなどの理由による減収が見込ま

れますので、減額をするものでございます。

次に、４款１項１目、療養給付費等負担金は、８，０２１万４，０００円の減額でご

ざいます。平成２２年度は税率改定に際し、改定への過大な影響を極力抑えるために、

歳入につきましては最大限に見込んで計上しておりましたが、交付額が予算を下回る

見込みとなったため減額とするものでございます。

４款２項１目、調整交付金は、国の特別調整交付金が増となるものでございます。

内容といたしましては三つございます。一つ目は、非自発的失業者の保険税軽減措置

のための国保税システム改修費、二つ目は国保中央会が開発中のレセプト審査支払シ

ステムの分担金、資料のほうには（仮称）システム機器更改分担金と書かせていただ

いております。三つ目は、非自発的失業者の国民健康保険税の減収補てん分。このよ

うな特別事情分の交付が見込まれますことから、あわせまして３，３２２万２，００

０円を増額するものでございます。

７款２項１目、都補助金でございますが、保険者の事業運営の状況などに応じまして

交付される額が減となる見込みとなりましたので、１，５０６万９,０００円を減額い

たしました。

７款２項２目、都道府県財政調整交付金は、先ほどご説明した４款、療養給付費等国

庫負担金と同様の理由から減額となるものでございます。

次の９款、利子及び配当金は、見込まれます国民健康保険事業運営基金積立金の利子

を、６０万４，０００円計上いたしました。

１０款の一般会計繰入金は、主に財源の不足に対応するために、２億２，６２１万１，

０００円を増額するものでございます。

これにより、一般会計繰入金は約２３億３，０００万円になるものでございます。

続きまして、歳出でございます。

１款１項３目、連合会負担金は、７５２万２，０００円の増額でございます。国保中



3

央会が開発中のレセプト審査支払システムの分担金を、市町村保険者が支出すること

になりましたので増額するものですが、先ほど歳入でご説明いたしました国の特別調

整交付金が同額交付されるものとなっております。

２項１目、賦課徴税費は４，６２１万１，０００円を増額し、非自発的失業者の保険

税軽減措置のためのシステム改修費を計上するものでございます。既にシステム改修

が完了し、その費用について一般会計からの支出が済んでおりますが、国保会計に対

しまして、国の特別調整交付金２，０００万円が交付されることになりましたので、

これに合わせまして歳出についても改めて国保会計に計上する必要が生じたものでご

ざいます。このため、市として新たに支出がふえるものということではございません。

資料の裏面でございます。２款の療養給付費及び高額療養費でございますが、医療費

が伸びておりますことから、一般被保険者、退職被保険者をあわせまして、１億５，

０８０万６，０００円を増額するものでございます。これは資料では上から四つの項

目を合計した額ということになります。

８款、特定健康診査等事業費は、特定健康診査の実施件数等の減により、３，６６０

万５，０００円を減額するものでございます。

９款、運営基金積立金は、９月の補正予算で平成２１年度からの繰越金を財源としま

して、積み立てることとしておりましたが、見込まれる財源不足に対応するために１

億３，９３９万４，０００円を減額するものでございます。

説明は以上でございます。

委 員：これは議会で審査されたと思うのですが、まず１点、最初の資料の、今回差替えがあっ

たのですが、補正予算（第３号）の概要のところは、（案）というのを必ずつけて

いただきたいというふうには思っています。

それから、送付していただいた資料と今回の３カ所ほど、若干千円単位で、中には

６０万単位ぐらい違う。この辺の違いというのが、どういう事務処理上出てくるのか。

わざわざ送っていただいたものが、差しかえになるものですから、ちょっとその後、

わかったら教えていただきたいというのが１点目です。

もう一つは、今回３号になりますので、それも年度が終盤ということになりまして、

いただいた資料では補正前というのは第２号が終わった時点だと思うのですよね。委

員の一人としては、今年度の予算の、非常に大ざっぱで結構なのですけれども、当初

大きな流れの中ではこういうことで１号で、この辺が大きな変化が、補正があり、２

号でこの補正があり、今回は今説明を伺った内容でわかるのですが、結果的に特に基

金の部分と、それから一般会計の繰入金の部分が、大きくどういうふうな変化があっ

たのかその点を伺えればありがたいのですが。

事務局：それでは、まず、資料の関係でございます。

資料につきましては、３カ所ほど若干の修正をさせていただいてございます。その中

で、１の補正額、これが１，０００円ほど上がってございます。これにつきましては、
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歳入の９款、利子及び配当金でございますが、当初こちらを６０万３，０００円で計

上させていただいていました。しかしながら、端数の調整の関係で１，０００円上げ

る必要が生じましたことから、６０万４，０００円とさせていただきました。このた

め、補正額自体もこれに連動して上がったものでございます。

それから、資料の裏面最下段でございます。９款の運営基金積立金でございます。当

初、１億４，０００万円ほどでございましたが、こちらにつきましては、最大限にし

て財源不足に充てる考えがございました。その中で、これは補正予算の作成上の関係

になりますが、歳入のほうの９款、先ほどの利子及び配当金６０万円ほどを財源の一

部に充てる必要がございましたことと、最終的には積み立てをするという関係で、こ

れについて歳出予算を持っていなければいけないということがございました。このた

め、この基金積立金のほうを１億４,０００万円ちょうどにしますと、補正後の歳出予

算が０円になってしまいますので、その分をこちらから差し引くような形になったも

のでございます。

事務局：今回３号補正まで来ているわけでございますが、補正予算の第１号につきましては、昨

年の３月議会に提出したものです。当初提出いたしました当初予算と、それに対して

税率改定の検討に伴って補正予算を出したわけですが、３月の市議会で否決となって

おります。したがいまして、１号の補正予算というのは、提出はいたしましたが成立

はしていない補正でございます。

    それから、第２号の補正予算といいますのは、昨年９月の議会に提出したもので、本予

算に対する補正予算でございますが、それは主に前年度の繰越金と、それから２２年

度の拠出金、あるいは交付金等の金額が決定したものについて補正をさせていただい

ております。内容といたしましては、繰越金２億６,０００万円余りにつきまして、そ

れを先ほどもありましたが、基金への積立金として１億４，０００万円ほど計上する

などの処理を行ったものでございます。

    後は、介護納付金でありますとか、後期高齢者支援金でありますとか、そういったもの

の今年度の額が年度当初に決まりますので、それに合わせた補正をやっております。

    今回の第３号補正では、今年度、年度末を控えて決算見込みを出す中で、財源が、先ほ

どもご説明いたしましたが、歳入のほうでは保険税、それから国庫支出金、あるいは

都支出金の減収が見込まれるということ。それに対して歳出のほうは、医療費が当初

の予定よりもふくらんでいるということで、大きく財源不足が見込まれることになっ

てしまいました。

    そういったものの手当を繰入金の増額と、それから歳出のほうでは基金への積立金を、

１億４，０００万円弱減額して、財源を何とか確保したと。そういう２２年度の国保

会計の流れでございます。    

委 員：今、いただいた資料の高額療養費、保険給付費の歳出の高額療養費が、８,０２６万７，

０００円の補正が組まれているのですけれども、昨年の決算でいくと、１億９，７４
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０万ですから、１億を超える金額が、高額療養費が見込まれているのですけれども、

これは大きな疾病だとか、その対象者がふえているとかというような実態があるので

しょうか。

事務局：内容的に、特に大きな疾病であるとか、今の段階ではわかってはおらないところでござ

いますが、一つにこの高額療養費自体がふえているという理由として考えられますの

が、平成２２年度４月から診療報酬の改定がございました。こちらのほうで、入院に

関係する部分が、３．０３％の改定をされているということがございます。その数字

自体が高額療養費にそのまま反映しているとも言い切れませんが、そういう影響もあ

って、療養給付費、こちらのほうも５，０００万円程度伸びるような見込みです。高

額療養費といいますと高額ということでもあります。入院などによってそういう費用

が伸びているのかと、そのように考えてございます。    

委 員：１点お伺いしたいのですけれども。

    今、インフルエンザの予防接種というものがかなり浸透してきているというふうには思

っているのですけれども、その辺、何か状況みたいなものは把握してございますか。

事務局：国民健康保険の事業としましては、インフルエンザの予防接種自体をしておりませんの

で、こちらではその状況ということについての把握はしていないところでございます。

委 員：今、インフルエンザの話が出たので１点だけちょっとお聞きしたいのですが。今、国保

のほうでは補助していないということですけれども、他市とか２３区とか、その辺の

状況というのはどうなのでしょうか。予防接種の関係で、件数ではなく、他市のいわ

ゆる補助されている助成について。

事務局：インフルエンザの予防接種、これは基本的に自費でやっていただいておりまして、高齢

者のインフルエンザについては補助がございますけれども。今その部分が健康課のほ

うで把握はしていると思いますが、申し訳ございませんが、本日その辺の資料を持ち

合わせておりません。

委 員：特定健康診査の事業費を、当初予算に比べると１億９,００５万５，０００円に対して、

３，６００万減額補正をされていますけれども、私自身も特定健康診査を受けている

のですけれども、これは前回のときに受診率を聞いたのですが、受診率は下がってい

るのでしょうか。どうしてこういう質問をするかといいますと、特定健康診査を受け

ることで、住民の健康を保持することができるので、それが医療費の減につながると

思うのですけれども、その辺の今現在の内容について、健康診査の受診率を教えてい

ただけますか。

事務局：特定健康診査につきましては、予算上では当初、計画にほぼ近い率、大体５０％程度で

受診率のほうを見込んでおりましたけれども、現在の決算見込みの状況ですと、おお

むね例年と同様の４０％前後ということが見えてきましたので、今回、この金額を補

正するものでございます。

  推移を見ますと、平成２０年度が４０．４％、２１年度が少し落ちまして３８．４％と
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いうふうにきいております。今回、こちらの補正のほうは大体４１％で見させていた

だいております。前回ご案内しましたように、受診勧奨通知のほうを行いました関係

で、その効果が若干出ているかなと。ただ、その一方で、この夏が非常に暑い夏だっ

たということで、他市同様、受診率のほうがちょっと伸び悩んでいるところもござい

ます。

議題３ 平成２３年度小平市国民健康保険事業特別会計予算（案）について <報告>

事務局：それでは、平成２３年度小平市国民健康保険事業特別会計予算（案）の概要について、

ご説明を申し上げます。

    初めに、資料は３になります。資料の中を前後しますが、資料３のまず２ページ目、最

下段、こちらに歳入合計がございます。こちらをごらんください。

    予算規模でございます。１６６億６，７００万円で、前年度本予算に比べて７．０％、

１０億９，７００万円の増でございます。欄外をごらんください。被保険者数でござ

いますが、平成２３年度の平均被保険者数は、団塊の世代の国保加入による増が見込

まれる一方で、７５歳に到達する方が後期高齢者医療制度に着実に移っていきますこ

とから、前年度とほぼ同じ４万９，０００人となる見込みでございます。

  次に、この予算案の主な点を申し上げます。

    まず、歳出でございます。歳出では、資料３ページの上から２段目。保険給付費は療養

給付費とともに高額療養費の伸びが見込まれることから、前年度と比べて５．６％、

６億７００万円増額して１１４億７，３００万円を計上しております。また、高齢化

が進む中で、その下に記載してございます３款、後期高齢者支援金は２１億６，６０

０万円を。そして６款、介護納付金は８億８，５００万円を計上しましたが、この２

つをあわせまして３億円ほどの増額となるものでございます。

    これに対しまして、歳入でございます。歳入は１ページの上段になりますが、前年度税

率改定を行いました国民健康保険税は、医療保険分の均等割額が、経過措置の終了に

よりまして条例本則が適用されることになりますが、前年度からの保険税の軽減制度

の拡充や、被保険者の所得の伸び悩みの影響などから、保険税全体としては前年度と

ほぼ同額の３７億９，１００万円の計上となりましたので、０．２％、６００万円の

増額にとどまりました。

    また、２ページ目の上から２段目、前期高齢者交付金につきましては、前年度は精算の

ために１０億円を超える減額となりましたが、今年度はそのように大きな精算額には

ならないことから、９億５，０００万円ほどの増を見込んで３４億２，８００万円を

計上いたしました。これに連動して、１ページ目の最下段、４款、国庫支出金、それ

から２ページ目になります７款、都支出金は、逆にあわせて２億６，２００万円の減

額となる見込みでございます。国庫支出金の中には、先ほどの諮問事項の出産育児一
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時金の一部に充てられます補助金２２５万円が含まれてございます。

  最後に、前年度計上しました運営基金繰入金や、繰越金につきましては、ほとんど見込

めないことから、最終的に見込まれる財源の不足を補うために、２ページ目１０款繰

入金の右側の備考欄にございますように、一般会計繰入金を、前年度と比べまして１

億９，５００万円増額して２３億円を計上することといたしました。

    なお、２ページ目の歳入の８款、共同事業交付金、それから３ページ目に歳出の７款、

共同事業拠出金がございます。こちらは、高額の医療費が発生した場合におけます保

険者の財政運営を安定化させるために、国保団体連合会が都道府県単位の共同事業と

して実施している事業にかかる交付金と拠出金でございます。この事業におきまして

は、平成２０年度の事業費を、国保団体連合会が算定を誤り、交付金、拠出金がとも

に過大となりましたことから、前年度に精算することとなりまして、あらかじめ前年

度はその精算額を差し引いた額で予算計上していたため、本年度は歳入、歳出ともに

大幅な増となるものでございます。

    以上が、平成２３年度国民健康保険事業特別会計予算（案）の概要でございます。

委 員：今、お話がありましたけれども、なかなか厳しい財政の中で、療養給付費を減らす方法

として、ジェネリック医薬品の推進というのが考えられると思うのですけれども、こ

れについてどのようなお考えをお持ちなのかお聞かせ願いたいなと思います。

事務局：今、ご指摘がございましたように、非常に伸びておりますこの保険給付費、こちらの方

を減らす一つの手法として、ジェネリック医薬品の普及は不可欠だということは、今、

世間でもこちらの認識でもございます。

    ジェネリック医薬品の普及につきましては、コマーシャル等でもやってございますけれ

ども、各保険者におきましても、保険証の送付の際にジェネリックカードというもの

を同封して、医療機関のほうでご提示していただくようなご案内もしてございます。

また、年に１回の健康フェスティバルのほうで、来場者の方々にジェネリックカード

のほうを職員のほうで１枚１枚配布をしたりし、さまざまな広報に努めているところ

でございます。

    今後、さらに効果的な方法を今、検討してございます。ジェネリック医薬品を使うとこ

れだけ金額のほうが医療費の削減につながるというような、そういうようなご案内を

組み込んだいろいろな手法も、各自治体でも取り入れられてございますので、そうい

う案件を参考にしながら、今後さらに充実させていきたいと考えているところでござ

います。

委 員：広島県の呉市では非常に成果が上がっているという話で、２１年度で８，８７０万です

か、減らせられた、削減効果があったというふうに聞いていますので、生活習慣病関

係を抽出して、それで勧めるとか、そういう具体的なことができると思うので、ぜひ

やっていただきたいと思います。

委 員：追加でそのことで。今、ジェネリックは、院外の処方がほとんどだと思うのですけれど
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も、下のところに医師がサインしない限りは、薬局に行ってジェネリックになること

が可能です。そして、またもちろん今言われたようにカードがあって、それを医師に

提示すればジェネリックですねということで、ジェネリックの処方もすることができ

ます。

    ただ、皆さん勘違いされる点として、テレビでは全く同じだと言われているのは主成分

が同じなだけであって、その吸収の仕方とか、それぞれ違うようですね。それで、効

果も違うことがあります。ですから、その点は薬局でよく薬剤師さんから説明を受け

ることも大事だと思いますし、また、医師のほうに説明を受けたほうがよろしいかと

思います。

委 員：厚生労働省を通っているわけですから、そんなに遜色はないのではないかと思いますけ

れども。

                              終了 午後２時２５分


