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平成２３年度 第２回国民健康保険運営協議会【会議録】 

日 時  平成２３年１１月８日（火）午後２時～３時２０分 
場 所  市役所新館４階 第１委員会室 
○ 出席委員 東政治、原眞一郎、茶野安雄、大松忠男、石田茂、彦野洋一、田中弘美、 

中山堯之、久禮三子雄、濱﨑浩之、山岸哲夫、山本昇、作治施土子、  
楠本二郎、柳原政敏、石田敏朗、岩佐博 

○欠席委員 宮本治子、島田弘和、喜多眞生  
○事務局  小口市民生活部長、田中国民健康保険課長、中川参事、濱担当長、 

上田担当長、井戸担当長、和田担当長 
傍聴者 なし 
 
○市長から会長へ諮問書の提出報告 
○本日の会議、有効定数により成立の報告 
 

会 議 録（要旨） 

 
１．案件 

資産割の廃止及び国保財政健全化について（諮問） 
事務局より諮問書及び資料（１～７）に基づき説明  

   
 〈質疑の概要〉 
会長 事務局からの説明が終わりました。質問をお受けします。 
 
委員 諮問内容の資料については、資料４と資料５がわかりやすい。法定限度額に

ついては、岸和田市は後手後手になっている。途中で引き上げているが、法定

限度額に近づけていかないと健全化にならないと思う。次に資料６の収納状況

の収納率の数字で多少下がっているのは、生活保護受給者も入った数字か、そ

れとも除いた数字か。 
 
会長 一つ目については諮問内容の根幹に関わることなので、審議の中で結論を求

めることになる。二つ目の質問に対し事務局から説明してください。 
 
事務局 生活保護受給者は国民健康保険の対象にはならないので、収納率について

は生活保護受給者の数字は入っていません。収納率については、平成 18年度か
ら平成 19年度に少し上がっています。平成 20年度に後期高齢者医療制度がで
きて、現在の収納率は 99%、75歳以上の人はほぼ全員納めていただいているこ
とになります。平成 20年度はこの人たちが後期高齢者医療制度へ移行したため
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収納率が落ちた。平成 19年度、平成 20年度とも各市とも同じような現象がで
ています。平成 22年度は平成 21年度にくらべ 0.74％上がったが、結果として
他市でがんばった市があるので順位は落ちた。 

 
会長 それに関連して質問ですが、生活保護受給になれば、医療扶助が適用されて

国保の対象者から外れるのではないか。 
 
事務局 ご理解のとおりです。生活保護が適用されれば、国保の対象者ではなくな

ります。国保対象者の生活実態はどうかということで、収納窓口で納付相談す

る中で、生活保護基準以下の収入しかない人がおられます。生活保護適用と収

入は現実には相違があります。 
 
会長 生活保護基準以下の人のことではなく、ボーダーライン層の人のことを言っ

ているのですか。 
 
事務局 生活保護を申請するかどうかは本人の意思です。納付相談の中で生活保護

の申請を提案することは度々あります。高齢者の中には、生活保護基準以下で

も適用を受けないでがんばっている人が多数おられるのが現実と受け止めてい

ます。 
 
委員 法定限度額まで引き上げた場合、平成 24年度の単年度不足額が 7.8億円であ
るが、どれくらいの収支が改善できるのか。具体的な数字で教えてほしい。 

 
事務局 資料２③で医療分の岸和田市の限度額 45万円と法定限度額 51万円で６万
円の乖離があります。少なくとも 1,251 世帯に６万円の差があるので、その分
は収入増になります。支援金分も同じく 385世帯に２万円の差があります。介
護分も145世帯に３万円の差があります。医療分の限度額45万円と51万円で、
世帯数の差 320 世帯が限度額超過からはずれる世帯ですがどれだけの影響があ
るのか、今数字は把握していません。法定限度額まで引き上げても医療分で

7,500万円、支援金分で 770万円、介護分で 435万円の増収、中間にいる世帯
もあるのでそれ以上の数字になると読み取れます。 

 
会長 約 8,000万円の増収になるという説明ですね。 
 
委員 それでも 7.8 億円の赤字があるので焼け石に水。残り７億円どうするのか。
通常なら一般会計からの補填になると思うが限度もあるし、将来的にどんな展

望をもっているのか。限度額まで引き上げても多くも見積もって 9,000 万円ぐ
らいの増収、限度額まで引き上げてもあまり意味がない。平成 24年度 7.8億円
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から 9,000 万円差し引いても 6.9 億円赤字。このままでは平成 28 年度で 11.6
億円単年度赤字の見通し、大きな解消にならない。そのあたりはどのように考

えているのか。 
 
事務局 限度額を引き上げる必要はあるが、料率・平等割・均等割を見直さないと

いけない。限度額引き上げただけでは、吸収できる金額ではないと判断してい

ます。限度額を含めすべて改正するには、どれだけ引き上げるかが議論になり

ます。一般会計からの繰入も今後議論が必要になると考え、財政課と今調整し

ています。 
 
会長 二人の委員の発言は諮問内容の根幹に関わることなので、提言としてお受け

し、今後審議を進めていく中で十分検討していただきたい。それでよろしいか。 
 
委員 はい。 
 
委員 平成 22年１月の答申により資産割を半減し、所得割に上積みしたが、国保財
政にどの程度効果があったのか。 

 
事務局 平成21年度の調定額は52億9,515万8,700円、収納額は47億558万3,224
円です。平成 22年度の調定額は 50億 8,077万 6,400円、収納額は 45億 5,046
万 2,846円です。 

 
会長 資産割を廃止し、所得割に上積みしたが、国保財政にどれくらい寄与したか、

大づかみな数字でよいので答えてください。今わからなかったら閉会までに回

答してください。 
   諮問内容を検討するのは時間もかかるし、ある程度専門的なことも含まれま

す。今後の会議の進め方ですが、全体会議で検討するのか、専門部会を立ち上

げ委員を何人か選んで検討するのか、従来はどちらかを採択し検討した。どの

ように今後進めていけばよいかご意見をお願いします。 
   前回は専門部会を立ち上げ、各代表から委員を選出し、諮問内容検討委員会

として４回開いた。委員会で検討したほうが、速やかに内容をまとめることが

できる。前回にならって、今回も平成 23年度諮問内容検討委員会をつくらせて
もらい、そこで検討したほうが、より深く速やかに内容をまとめあげることが

できると思うがいかがでしょうか。 
 
委員 異議なし。 
 
会長 それでは従来の例にならい、平成 23年度諮問内容検討委員会をこの協議会に
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設置させていただきたいと思います。前回の委員の選考について方法等前例を

事務局から報告をお願いします。 
 
事務局 小委員会については、前回は被保険者代表から 2 名、保険医等代表から 1
名、公益代表から 2名、計５名。オブザーバーとして会長の合計 6名で構成し
ました。本来、小委員会で意見をまとめるとの考え方でいけば会長はオブザー

バー的に入っていただき、委員 5 名と会長で構成していただいたらどうでしょ
うか。 

 
会長 これも前例にならってよろしいか。 
 
委員 異議なし。 
 
会長 従来の例にならうと、事務局で各部門別での選考案はありますか。 
 
事務局 被保険者代表等それぞれのグループで集まっていただき、相談して代表を

選んでいただけたらと思います。 
 
会長 前回はそうでしたね。今回もそうするんですか。事務局の案、選考について

の案はないんですか。前回と同じように皆様に集まってもらって決めるんです

か。 
 
事務局 そういうふうに思っています。 
 
委員 従来どおりでやったらいいのではないか。 
 
会長 前はグループごとに集まってもらって、そこで選んだ。その方法だと時間が

かかる。今回は前回と諮問内容が全く同じであり、20人の委員の内 12人の委員
が引き続き一緒。前回同様に選ぶのではなく、事務局の素案があったら各グル

ープに示してもらい了解をいただくというのが民主的でないかと提言をさせて

もらった。 
ここで発表するのではなく、個別にグループごとに委員の了解を得てほしい。

委員として選出された過程は違うので、全員で審議をしても部門が違えば他の委

員は意見を出せない。それで、素案を所属するグループへ図って個別に決めてほ

しい。それでよろしいですか。 
 
委員 はい。 
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会長 それでは暫時休憩します。その間にまとめていただきたいと思います。 
 
会長 引き続き審議に入ります。それでは各グループで選考された委員の名前を事

務局から発表してください。 
 
事務局 被保険者代表は原委員と田中委員にお願います。保険医等代表は中山委員

にお願います。公益代表は柳原委員と石田さんにお願いします。以上５人です。

よろしくお願いします。 
 
会長 確認をさせていただきます。被保険者代表は、町会連合会代表の原委員、公

募の田中委員、保険医代表は医師会代表の中山委員、公益代表は学識経験者の

柳原委員、民生委員児童委員協議会代表の石田委員、以上の５人ですね。そこ

へ前回にならって私がオブザーバーとして参加させていただき、計６人という

ことになります。法律、規則、岸和田市条例により会長は議決権がないので、

オブザーバーの参加になります。以上でよろしいですか。 
 
委員 異議なし 
 
委員 女性が入ったほうがいいとのことで今回選ばれたのですが、初めてであり女

性代表としての意見を持っていないので、ほかの人の方がいいと思うがいかが

でしょうか。 
 
会長 事務局から選考の内容・基準について説明をお願いします。 
 
事務局 学識経験者等となれば知識等要する者となりますが、被保険者代表という

ことで普通の感覚で市民として意見を求めたいと思いますのでよろしくお願い

します。 
 
会長 よろしいですか。それでは事務局から発表のありましたとおりに議決させて

いただきます。小委員会の日程の打ち合わせはどうするんですか。 
 
事務局 本日の会議終了後打ち合わせをさせていただきたいと思います。 
 
会長 答申は前回７～８カ月近くかかったが、今回はいつ頃を予定していますか。 
 
事務局 条例改正の必要もあり、来年１月半ばには最終の結論をお願いしたいと考

えています。 
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会長 答申の時期は１月中頃という事務局の案ですが、その時期までに検討委員会

でまとめるように努めていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
 
委員 異議なし。 
 
会長 ありがとうございます。事務局はほかに何かございませんか。今日はその他

がありませんので、先ほどの質問に回答できますか。 
 
事務局 平成 22年度に資産割を半減し、所得割の料率も限度額も上げました。当初
資産割が１億９千万円くらい減収、所得割が２億７千万円くらいの増収と試算

していたが、結果的に減収になり全体の調定額が１億 2,600万円下がった。 
   平成 20年度以降の保険料収入は、平成 20年度が 48億 5,700万円、平成 21
年度が 47億 500万円、平成 22年度が 45億 5000万円ということで、保険料が
年々減少している。原因はひとり当たりの所得が下がっているということです。   

最終的に調定額が落ちたのは、所得割は所得に対し同じ料率でかけているので、

調定額が落ちてきているのが現状です。 
 
会長 質問は平成 22年度に資産割を半分にして所得割に積んだが、その効果はどれ
くらいであったかというもの。それに対し今の答えは、資産割１億９千万円の

減で、所得割２億７千万円の増を見込んでいたが、それが１億 2,600 万円に減
ったというのは、所得割を２億７千万円見込んでいたが、それが１億 2,600 万
円になったという理解ですか。 

 
事務局 もう一度確認します。 
 
会長 これは次の諮問内容を検討するについて非常に大事な問題ですので、小委員

会でまず発表し、次の運協で皆様に積算の経過を話しをさせていただきます。 
１億９千万円の資産割を没にし、２億７千万円見込んでいたのに１億 2,600
万円しか所得割にのせられなかったら、資産割を廃止せず所得割にのせなかった

方がよかったのではないか、何のための苦労やというのが質問の結論になるかと

思います。 
また資産割を廃止する提案がありますが、国保財政の健全化にそぐわないよう

なことを答申しその結果、赤字が増えれば何のために汗をかいたのかということ

になりかねません。 
従いまして、積算はもう少し正確に、的確に、機敏にするように私から事務局

に特に注意をいたします。 
本日の会議はこの程度に留め置きたいと思いますが、よろしいですか。 
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委員 異議なし。 
 
会長 大変長らくご審議いただきありがとうございました。今申し上げたことはお

そらく各委員さんの本音だろうと思います。事務局はこのことを心に留めて、

これからの算定方式、積算方式を検討いただきたいと思います。本日はありが

とうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
  

 平成２３年１１月１８日 
岸和田市国民健康保険運営協議会 
会  長   東  政 治 ㊞ 

 
  


