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平成３０年度第１回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

期日：平成３０年８月２日 

１４時３０分～ 

場所：市役所２階庁議室 

１ 開会 

２ 辞令交付（新委員紹介） 

３ 会長あいさつ 

４ 副市長あいさつ 

５ 議事 

Ⅰ．平成２９年度 佐賀市国民健康保険特別会計決算（見込み） 

Ⅱ．佐賀市国民健康保険の現状等 

Ⅲ．平成３０年度からの佐賀県市町国民健康保険 

Ⅳ．特定健診の受診状況及び平成３０年度保健事業 

 Ⅴ．その他 

 

 

１ 開会 

【司会】 

 定刻になりましたので、平成３０年度第１回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会

を開催します。 

 

２ 辞令交付（新委員紹介） 

 

３ 会長あいさつ 

【司会】 

 それでは、最初に会長にごあいさつをお願いいたします。 

 

【会長】 

 会長あいさつ 

 

４ 副市長あいさつ 

【司会】 

 ありがとうございました。次に、副市長があいさつを申し上げます。 

 

【副市長】 

 副市長あいさつ 
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【司会】 

 それではここで、副市長は、公務の都合で退席をさせていただきます。 

 では、審議に入ります前に御報告を申し上げます。本日は、委員総数１７人のうち、１５人

の委員さんに御出席いただいております。よって、佐賀市国民健康保険条例施行規則第５条の

規定により、協議会開会の要件を満たしております。また、本日の協議会の会議結果は、佐賀

市情報公開条例及び佐賀市審議会等の会議の公開に関する規定により、議事録を作成し、公表

する必要がありますので、発言される時はマイクを使用していただきますよう、お願いいたし

ます。 

 ここで、本日の資料の確認をさせていただきます。まず、お手元に会議次第を１枚置かせて

いただいております。それと事前に送付させていただいております「平成３０年度第１回佐賀

市国民健康保険事業の運営に関する協議会」という表題の冊子、そして別紙１で「インスリン

療法は治療の最終段階だと思っていませんか」という資料。別紙２が「委員名簿」となってお

ります。それと、お二方に１冊ずつなのですが、佐賀県糖尿病連携手帳というものをお手元に

お配りをさせていただいております。こちらはまた後ほど説明をいたしますので、大変申し訳

ございませんが、こちらの方、数が限定しておりますので、後ほどまた回収をさせていただき

たいと思っております。申し訳ございません。それと、アンケートが２種類。緑色の封筒の上

に置いております。はりきゅうあん摩に関するアンケートと国保連合会から広報に関するアン

ケートでございます。こちらの方はですね、本日お持ち帰りいただきまして、誠にお手数です

が、後ほど御自宅で御記入後、返信用の封筒を準備しておりますので、そちらの封筒にて御返

送いただければと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、本協議会の議長は、

佐賀市国民健康保険条例施行規則第２条第２項の規定に基づき、会長が行うこととなっており

ます。会長よろしくお願いいたします。 

 

５ 議事 

Ⅰ．平成２９年度 佐賀市国民健康保険特別会計決算（見込み） 

【会長】 

それではこれから先は、私の方で議事を進行させていただきたいと思います。 

 早速ですけれども、議事Ⅰ、平成２９年度佐賀市国民健康保険特別会計決算（見込み）につ

いて、そして議事Ⅱ、佐賀市国民健康保険の現状等について関連がございますので、一括して

事務局から説明してください。 

 

【事務局】 

 はい、改めまして、こんにちは。保険年金課長の大串と申します。私の方から、御説明を申

し上げます。事前に資料を送付させていただいておりましたが、今日、前の方にスクリーンを

用意しておりますので、スクリーンの方を御覧いただいて、私の説明と一緒に進めさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議題の前に、この協議会の名称に触れさせていただきますけれども、この協議会の名称は昨
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年度まで、国民健康保険運営協議会と言っておりましたが、画面を見てお分かりになるとおり、

国民健康保険事業の運営に関する協議会というふうに名称が変わっております。これは法改正

がありまして、国の法律でこのように名称が変わったために、合わせて変えただけのことでご

ざいまして、会の目的とか性格というものは、一切変わりませんので、略称はこれまで通り国

保運協という呼び方を引き続きさせていただいております。 

今年度、第１回目の佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会ということで始めさせて

いただきたいと思います。 

それでは、大きなⅠ番。目次が、今回、この４つの議題になっておりまして、先程会長から

お話がありました通り、Ⅰ番、Ⅱ番を一括して御説明いたします。 

 まず、Ⅰ番目の平成２９年度佐賀市国民健康保険特別会計決算（見込み）を御説明いたしま

す。本来、これも本題に入る前に、前置きが沢山ありまして、申し訳ございませんが、新任の

委員の方もいらっしゃいますので、この国民健康保険特別会計という言葉について御説明申し

上げます。国民健康保険は、基本的には市町村が、市町村単位で運営するということになって

おります。佐賀市の国民健康保険につきましては、佐賀市役所で運営をしているということで

ございますが、この運営の健全性と透明性、明瞭性を保つために、この事業運営を一般会計と

区別して行っております。通常は、市の行政サービスというものは、一般会計というふうに申

しまして、歳入・歳出を単一の会計で系列する単一予算主義というふうな原則がございます。

行政サービス、例えば福祉サービスであったり、教育、学校を造ったりとか、建設、道路や橋

を造ったりとか、河川を整備したりとか、こういったものについては、一般会計ということで

賄っております。ただし、国保の場合は、特定の歳入で以て、特定の事業を行うということに

なりますので、この一般会計から切り離して、独立の会計を設けて経理を行っております。従

いまして、この国民健康保険、この一般行政サービス予算とは別に財布があるイメージを持っ

ていただければ、お分かりいただけるかと思います。この佐賀市の国民健康保険の平成２９年

度の決算、２９年度の収支がどうであったかという、この運営状況について報告するものでご

ざいます。この平成２９年度の決算の数字は、確定はしておりますけれども、議会の審査がま

だ終わっておりませんので、括弧見込みということで表記をさせていただいております。 

それでは、説明に入ります。１番、平成２９年度国民健康保険特別会計の内訳ですね。事前

にお配りしておりました資料には歳入から書いておりましたが、説明の都合上、歳出の方から

御説明をいたします。ここに表がございます。左から、平成２９年度当初予算額、平成２９年

度決算額（見込み）、平成２８年度決算額、対当初予算比、対前年度決算比というふうな流れ

になっております。これ、ちょっと一つひとつ、説明するとかなり時間がかかりますので、大

枠で御説明をいたします。どの費目にどのくらいお金がかかっているのかというイメージを持

っていただければ幸いに存じます。主に、この左から３列目の平成２９年度の決算額（見込み）

の方で御説明を申し上げます。枠囲みをしているところです。 

まず歳出の１つ目です。総務費でございます。この総務費につきましては、国民健康保険に

従事する職員の人件費や事務費等の経費でございます。これが５．３億円です。 

続きまして、２番目です。保険給付費でございます。これが、国民健康保険の基本的な支出
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となる部分でございまして、被保険者が病院にかかった分の医療費等の支出の経費でございま

す。これが１８２．７億円です。 

それから３番目です。後期高齢者支援金でございます。これは、７５歳以上の後期高齢者の

医療費に対する拠出になります。後期高齢者医療制度というのは、御存知かと思いますが、全

ての国民の７５歳以上の方の独立した保険制度としてございますが、この制度につきましては、

現役世代からの支援金と公費と保険料で賄うという制度になっておりまして、高齢者医療を社

会全体で支えるという制度になっております。このために、国保の方でも、後期高齢者医療に

支援金を拠出しなければなりませんので、これが２７．７億円ということでございます。 

それから、上から４つ目が介護納付金でございます。介護保険の第２号被保険者、これは４

０歳から６４歳までの被保険者につきましては、所属している医療保険の保険料と一緒にお支

払いいただくことになっておりますので、介護保険料分を社会保険診療報酬支払基金へ支払う

納付金でございまして、これが１０．８億円です。 

次の共同事業拠出金でございます。これは、県内の２０市町間の平準化を目指しまして、国

保財政の安定化を図るために県内の２０市町の再保険の制度でございまして、全体の対象医療

費の合計を２０市町で按分することによって、極端に財政が変動しないような仕組みになって

おります。これは、歳入の方にもございますけれども、まずこれを佐賀市の方でも拠出すると

いう必要になりますので、これが平成２９年度７０．８億円でございます。 

その下の保健事業費でございますが、これは特定健診であるとか、特定保健指導、人間ドッ

ク助成、こういったものにかかる費用でございまして、１．５億円。 

その下の繰上充用金、１８．９億円でございます。ちょっと聞き慣れない言葉かと思います

けれども、国保の累積赤字が今までずっとございました。平成２８年度末までに１８．９億円

ございましたので、これを平成２９年度予算、翌年の予算からですね先食いをしていたという

ことで、平成２９年度予算から平成２８年度に入れているものです。これを繰上充用金という

ふうに申します。 

その下のその他の支出につきましては、主に国や県への返還金。それから米印に挙げている

ような諸支出金３．３億円でございます。 

以上により、平成２９年度歳出の合計は、３２１億円ということになります。平成２８年度

比で１０．６億円減っております。各費目で金額の御説明をいたしましたが、全体的には平成

２８年度比マイナスが多かったという状況です。主なものにつきましては、また後ほど御説明

をいたします。通常、予算というものは歳入を見込みまして、歳出を組むのが通常ですけれど

も、国保に関しましては、やはり保険給付費を確保する必要がございますので、歳出をきちっ

と見込んでから歳入を組むといった、ちょっと特殊な会計制度であるために、まず歳出から御

説明をしたということでございます。 

 続きまして、歳入でございます。歳入につきましても、同じく左から３つ目の枠囲みの平成

２９年度決算額（見込み）で御説明をいたします。 

１番上の国民健康保険税でございます。これは、国保運営のために、被保険者の方々から納

めていただく分でございまして、５４．８億円です。 
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２番目の国県支出金です。国民健康保険は、先程冒頭で、副市長が申しました通り、低所得

者が多いとか、年齢層に偏りがあるというようないろんな事情がございまして、国や県からい

ろんな支出金、交付金が入ってきております。これが８５．５億円でございます。 

３番目ですけれども、前期高齢者交付金でございます。これは、６５歳から７４歳までの前

期高齢者の方にかかる分でございますが、これにつきましては各医療保険者、他の協会けんぽ

さんであるとか、健康保険組合さんであるとか、共済組合さんである、こういった各保険者間

の財政調整制度になりまして、これが６７．５億円でございます。６５歳から７４歳までの方

がどの医療保険に所属しているかということを見ますと、８割の方が国民健康保険に入ってお

りまして、この偏在をなくすために各医療保険者で財政調整が行われておりまして、国保が先

程申しましたとおり、非常に６５歳から７４歳までの方が多いという事情がございまして、前

期高齢者加入率が高い、この国保の方に交付金をいただいているということでございます。 

４番目が療養給付費交付金でございます。これは、退職被保険者の医療費等にかかる交付金

でございます。 

そして、５番目が共同事業交付金と言いまして、先程歳出の方で県内の再保険制度というこ

とを触れさせてもらいましたが、これの交付の部分でございまして、これが７２．３億円。 

その下の繰入金でございます。繰入金につきましては、２５．３億円となっておりまして、

特別繰入金というものを３．８億円この中に入れております。そういった関係で昨年度より増

加をしているということでございます。 

そして、市債ですね。これは、借金でございます。１１億円でございます。これは、累積赤

字解消のために佐賀県広域化等支援基金というところから借り入れを行ったものでございます。 

以上によりまして、平成２９年度の歳入３２１億円ということで、前年度から８．３億円、

２．７％の増加となっております。この結果、下の赤の枠囲みでございます。ここにあります

ように歳入総額３２１億円、歳出総額３２１億円で差引０というふうになっております。ここ

が、例年までと言いますか、平成２８年度までですと、歳出に対して歳入が不足するので、赤

字決算を出さないために、翌年度の予算から繰上充用という手法を採っておりました。要は自

転車操業みたいな形でやらせていただいていたのですが、平成２９年度につきましては、これ

も後ほどもう一度説明をいたしますが、平成３０年度から都道府県広域化という国保の制度が

始まりましたので、平成３０年度前に累積赤字を解消して望むということが県内で決まりまし

た。こういう関係で累積赤字部分１８．９億円を、この平成２９年度単年度では４．１億円の

黒字で圧縮をし、先程少し触れましたが、特別繰入金で３．８億円入れ、佐賀県から１１億円

借金をしまして、累積赤字自体を０円にしたというところでございます。平成２９年度で累積

赤字を埋めましたので、単年度収支は１８．９億円ということになっております。平成３０年

度国保広域化に向けて、累積赤字の解消を図ったということでございます。 

 続きまして、２番目の歳入・歳出の主な増減です。これは、まとめになります。主な歳入増

の要因としましては、前期高齢者交付金ですね。６０歳から７４歳までの方に対する前期高齢

者交付金の増加が７億円。そして市債、これは先程言いました１１億円の県からの借金です。

それから、県広域化等支援基金ということでの１１億円ということになります。主な歳出減の
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要因ですけれども、保険給付費が６．７億円減少しております。これは被保険者が減っており

まして、この被保険者の減少が原因ではないかというふうに捉えております。それから、共同

事業拠出金の減少が、３．７億円というふうになっております。 

 続きまして、３番目の平成３１年度以降の国保財政の運営についてでございます。これまで

も一生懸命努力をしてまいりました。引き続き税収の確保、資格の適正化、これは歳入の確保

でございます。それから、生活習慣病の発症及び重症化予防、それから重複服薬対策、これに

ついては後ほど御説明をいたします、などの医療費適正化対策、これは歳出の適正化でござい

ます。こういったものを歳入・歳出とも、きちんと行うことによりまして、財政健全化を図っ

ていくこととしております。つまり、「入るを量りて出ずるを制す」ということわざがござい

ますけれども、とにかく歳入を徹底的に確保し、歳出は抑えていくという努力が必要になると

いうことになります。以上が、平成２９年度の歳入・歳出決算（見込み）でございまして、こ

ういう平成２９年度の結果となったということでの御報告でございました。 

 

Ⅱ．佐賀市国民健康保険の現状等について 

【事務局】 

 続きまして、引き続きⅡ番目の佐賀市国民健康保険の現状等を御説明いたします。ローマ数

字Ⅱの佐賀市国民健康保険の現状等でございます。先程の予算の部分については、なかなか分

かりにくかったと思いますので、またここについては現状ということで、今、佐賀市の国民健

康保険がどのような現状に置かれているのかというところを、データを元に御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず１番目の被保険者の推移、３月から翌年２月までの平均ということで書いております。

毎年被保険者は移動をしておりますので、このように３月から翌年２月までの平均という形で

とらせていただいております。先程から被保険者が減少しておりますという話を少し触れさせ

ていただきました。要するに、佐賀市で国民健康保険に加入しなければならない市民の方々の

ことを被保険者というふうに呼んでおりますが、過去４年間の国民健康保険の被保険者数の推

移を記載しております。一番左のところでございます。減少傾向というふうに黄色で矢印が出

ております。平成２９年度も５０，８２７人と、平成２８年度の５３，０６５人から２，２３

８人、４．２２％減少をしております。しかも、減少幅が年々大きくなっている状況でござい

ます。これにつきましては、人口の自然減、それから景気の回復に伴います国民健康保険から

被用者保険への移行も要因の１つですが、一番大きいのは後期高齢者医療制度への被保険者の

移行であるというふうに捉えているところでございます。簡単に申しますと、要は７４歳の方

は、翌年度になると後期高齢者の方に移行します。ただその数に比べまして、新しく生まれる

０歳児の方が圧倒的に少ないということで、佐賀市の国民健康保険だけではなくて、日本全体

こういった現象が生じているところでございます。一方で、表の右側になります。前期高齢者

数というのをですね、この網かけの方で書いております。これは、６５歳から７４歳までの数

になりまして、年々増加しておりました。こちらにつきましては、平成２９年度は若干減って

おりますが、これと一緒に、この列の一番右端ですね、全体に占める割合というところを見て
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いただきたいのですが、この前期高齢者の占める割合というのはやはり年々伸びておりまして、

平成２９年度につきましては赤で示しておりますとおり、３９．９７％と、もう４割になって

おります。前期高齢者数の割合がどんどんどんどん増えているという傾向がありまして、これ

は全国的にもこういう佐賀市と同じような傾向があるということで、全国と同様の傾向がある

ようでございます。こういう形で、被保険者数は減っている、そして前期高齢者数が増えてい

るというのがこの表でお分かりいただけるかと思います。 

 次に、２番目の医療費（療養の給付費分）の推移でございます。片括弧１番、ちょっと字が

小さくて申し訳ございませんが、年度別費用額（１０割）総額でございます。国民健康保険医

療費の推移ということで、これ４年間分記載しております。これが左から２列目、金額の列を

見ていただきますと年度別の表でございますが、これは個人負担を含みまして１０割分を出し

ているものでございます。被保険者数の減少に伴いまして、平成２９年度は２１４億３，１０

０万円と、平成２８年度よりは額にして７億５，６００万円減少しております。同じく右側の

欄の方ですけれども、前期高齢者の再括弧になりますけれども、こちらにつきましては、同じ

く平成２９年度は、減少はいたしたところではございますが、被保険者数全体の人数構成の中

ではですね、前期高齢者が先程３９．９７％というふうに申しましたが、こちら医療費になり

ますと５５．４１％、前期高齢者が占めるということで、これはもう５割を超えて５５％を超

えているという状況になっておりますので、やはり年齢が高くなられる程、医療費がかかって

いるという状況がお分かりになるかと思います。 

 続きまして、その下の片括弧２の方です。年度別費用額（１０割）の内訳でございます。こ

ちらも４年間分を記載しておりますが、これは、入院、入院外、調剤、その他というふうに書

いております。その他というのはですね歯科、食事、生活療養費、訪問看護等でございます。

このように分けまして、更に前期高齢者を下に、また再掲しておりますので、それぞれどれ位

ずつになるかを表しているところでございます。 

 続きまして、片括弧３の年度別１人当たりの費用額でございます。こちらも４年間分を記載

しております。平成２９年度につきましては、４２１，６４０円ということで、前年度に比べ

まして３，５３７円伸びているということでございます。また表の右側でございますが、前期

高齢者の方につきましては、６５歳未満の方と比べまして１．３９倍、医療費がかかっている

ということが見て取れるかと思います。表の一番右端の一番下ですね。この表の下に記載して

おりますとおり、医療費総額につきましては、対前年度比で約７．６億円減少したものの、１

人当たりの費用額が逆に３，５３７円増加としたということが大きな特徴でございます。被保

険者数も減って医療費も減っておりますが、１人当たりの医療費は伸びているということがお

分かりいただけるかと思います。また特に、入院外の伸び率は０．４２％減っておりまして、

被保険者数の伸び率、これも４．２２％減っておりますが、この減少幅が小さくなっておりま

す。こういう関係で、１人当たりの費用額の増加の要因となっております。これも注目すべき

点かというふうに捉えております。国民健康保険の健全な運営のためには、こういったところ

を適正化していく必要があるというふうに考えております。その手段につきましては、後ほど、

大きなⅣ番の方で御説明を申し上げたいと思います。 
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 続きまして、３番目の国保税収等の推移でございます。これは、片括弧１、年度別の調定額

および収納額でございます。国保税収につきましては、国民健康保険の収入の最も重要な財源

になります。こちらの表も４年間分の現年度分の調定額と収納額、収納率等の推移をこちらの

表の方にお示しをしております。調定額でございますが、調定額と言うと、ちょっと聞き慣れ

ない言葉だと思いますが、全ての被保険者の方にお支払いいただかないといけない保険税の総

額というふうに捉えていただいて結構かと思います。それから、収納額が、実際に被保険者の

方にお支払いいただいた保険税の総額、収納率がその割合という形になります。平成２９年度

ですが、国保の被保険者の大幅な減少というのは続いておりまして、調定額、要は総額ですね。

お支払いいただかなければならない総額というのが５４億５，０００万円、収納額が５３億円

ということで、両方とも前年度より２．３億円、４．２％の減というふうになっております。

その下が収納率で９７．２２％ということで、これは、実は驚異的な数字でございまして、全

国の県庁所在都市ではトップの結果ではないかというふうに捉えております。総額では減少し

ておりますが、１人当たりの調定額、もらわなければならない額というものが４３円、１人当

たりの収納額、実際１人当たりの支払ってもらった額の増加額が５０円ということで、これに

つきましては逆に増えているという結果になっております。 

 次に片括弧２の佐賀市国民健康保険税の収納率の推移でございます。折れ線グラフが２つあ

りまして、赤の折れ線グラフが現年度の収納率、青の折れ線グラフが過年度の収納率というこ

とになります。まず、赤の折れ線グラフですけれども、収納率は毎年上がってきておりまして、

平成２９年度は若干わずかに落ちましたが、先程申し上げたように、９７．２２％というふう

な結果になりました。青の折れ線グラフ、これは過年度と申し上げましたが、これは滞納繰越

分と言いまして、これは順調に伸びてきておりまして、平成２９年度も更に数字を伸ばしまし

て、２０．５６％ということで、この黄色の枠囲みをしておりますけれども、トータルでは最

高の水準で税収の確保ができました。今後につきましては、これまでも実施をしてきたことで

はございますが、被保険者に対する納税相談を更に充実をいたしまして、国保税を適正にお支

払いいただくという対策を継続していきたいというふうに考えております。それから、先程述

べましたけれども、現年度の国保税の収納率につきましては、平成２８年度まで１０年連続全

国県庁所在地では日本一だったということでございまして、先程述べましたとおり、１１年連

続日本一は確実ではないかというふうに捉えております。これもひとえに、佐賀市民の方の高

い納税意識、それと国保の保険税の収納業務を担当する職員一人ひとりの努力によるものが大

変大きいというふうに捉えております。 

 次に国民健康保険特別会計の推移でございます。片括弧１番、年度別決算の推移ということ

で、こちらも４年間分を掲載しております。内容といたしましては、歳入総額、歳出総額、そ

れと歳入から歳出を差し引いた額、そして単年度収支を再掲しております。平成２８年度まで

は累積赤字が、先程から申し上げておりますが、平成２８年度までずっと積み重なった国保の

累積赤字のことでございます。これが１８．９億円ございました。こういうふうに厳しい佐賀

市の国保財政でございましたが、これも決算の方で述べましたとおり、平成３０年度から佐賀

県内での国保の広域化というものがございまして、この広域化を迎えるに当たって、各市や町
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は累積赤字を解消しましょうということになりましたので、この歳入から歳出を差し引いた額

を０とするために県からの借り入れや一般会計からの特別繰入で、単年度収支を１８．９億円

というふうにしているものでございます。 

 次が、片括弧２、歳入・歳出科目の年度間推移ということでございます。歳入と歳出とそれ

ぞれ載せております。特徴的なものとしては、県内での再保険制度であります共同事業という

ものを先程、決算の時も紹介をいたしましたが、これずっと佐賀市が歳出超過と言いまして、

どちらかと言うと出る方が多かったのですけれども、ここ２年ばかりはもらう方が、交付金の

方が多いという状況になって、若干保険財政が好転した位置にはなっているところでございま

す。その他につきましては、参考のために御覧いただければと思います。 

説明につきましては、大きなⅡ番でございますが、佐賀市国民健康保険の現状等ということ

で、佐賀市国民健康保険がこういう状況にあって、なんで被保険者が減っているのかと、それ

から財政的にどういうふうなことになって、税収にどういうふうに取り組んでいるのかといっ

た概略について御説明を申し上げたところでございます。説明につきましては、以上でござい

ます。 

 

【会長】 

 はい、佐賀市の方から平成２９年度の特別会計の決算（見込み）と国民健康保険の現状等に

ついての説明がありましたが、皆様方からどなたか御質問等ございましたら、お願いをしたい

と思います。言葉の分からなかったところも含めまして、何でもよろしいですので質問をお願

いしたいと思います。 

 

【Ａ委員】 

 質問なのですが、〇〇と申します。共同事業交付金というのが、全くイメージができないの

で説明をお願いしたいと思います。 

 

【事務局】 

 これはですね、佐賀県内で２０市町ございます。佐賀市を始めとして唐津市とか鳥栖市とか

２０市町ございまして、それぞれお金を出し合って、一旦県で吸い上げて、それを医療費に必

要な部分等にまた再分配するという制度なのです。これは何故こういうことをしているのかと

言いますと、小さな自治体とかいうものは特殊な事情があるとポンと歳出が膨らんでお金が支

払えないような状況が生じることがございますので、そういった時の為に一旦プールをしてお

いて、そういった時のために再分配をしようという制度になっております。そういうことでど

ちらかというと、佐賀市は県内で一番大きな自治体でございますので、助ける方と言いますか、

出す方が今まで多かったのですけれども、何故かここ２年間はもらう方が多かったということ

は、医療費を他の市町よりも多く使った結果で、余計もらったという結果になっておりますの

で、再保険という制度だというふうに御理解いただければと思います。 
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【Ａ委員】 

 というのは、これは特別、国保にだけ充てるお金ではないということですよね。 

 

【事務局】 

 これは、国保に限ったものですね。 

 

【Ａ委員】 

 限ったもの。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【会長】 

 他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

【Ｂ委員】 

 協会けんぽの〇〇です。市債の歳入１１億円というのは、県から借り入れたお金ということ

だったのですよね。それは、県が貸しているということで、確か５年間ぐらい返済期間があっ

たでしょうか。例えば、毎年今後も借りるような状況になっていった時やこの平成２９年度で

借りた分についてはどうやって返していくというような計画は、県に提出されてあったりする

のでしょうか。 

 

【事務局】 

 はい、お答えします。まず、御質問の通りですね、市債というのは、佐賀県の基金がござい

ます。基金からお借りしたもので、これは先程も少し触れさせてもらいましたが、累積赤字を

一旦解消するために、この１１億円でですね、一回赤字を０にしようということでお借りをし

たものです。これを毎年借りるという形ではなくて、今回に限って借りたということでござい

ます。これはあくまでも借金でございますので、返さないといけないということになりまして、

１１億円を５年間で返さないといけないという、１年据え置いて、平成３１年度から毎年５年

間ですので、１１億円を５で割ると２．２億円になりますので、２．２億円ずつ返さないとい

けないということになっております。これにつきまして、返済計画というものは特にございま

せんで、県の方に、１年据え置きの５年間で返せば良いということになっておりますので、そ

れに沿って返していくことになります。返済の方法につきまして、どこに財源を求めるのかと

いうことにつきましては、今、財政当局を含め、市の内部の方で検討中でございます。以上で

ございます。 
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【会長】 

 よろしゅうございますか。 

 

【Ｂ委員】 

 もう１つ、お訊ねしてもよろしいですか。今の市債のところと関係すると思うのですけれど

も、歳出のところの繰上充用金１８．９億円のうち、１１億円を県の支援基金から借り入れて、

その１８．９億円マイナス１１億円の残りの７．９億円の財源というのは、どこからきている

のでしょうか。 

 

【事務局】 

 お答えします。すみません。少し説明が不足していたかと思いますけれども、確かにおっし

ゃる通り、１８．９億円、実は赤字だった分をまず１１億円で埋めました。残りが７．９億円

になります。その後ですね、平成２９年度の単年度だけで見ますと、実は４．１億円の黒字で

ございました。残り足らない分がございまして、これが３．８億円ですね。３．８億円につき

ましては、この一般会計から特別繰入金というのを行いました。これは、歳入の方の繰入金と

いう中に含まれておりまして、単体では出ておりませんのでその中に含まれているということ

でございます。 

 

【Ｂ委員】 

 先程、４．１億円とか３．８億円とか御説明されてましたね。ちょっと聞き取れませんでし

た。 

 

【会長】 

 何か他にございませんか。 

 

【Ｂ委員】 

 決算の次の現状のところで、佐賀市さんは収納率が、本当に全国的に見ても高く、多分、非

常に努力をされていると思うので、引き続き、きちんと納税されている方への高い意識づけ及

び滞納者については、しっかりと徴収の方をしていただきたいなと思います。はい、以上です。 

 

【事務局】 

 ありがとうございます。非常に、大都市ほど収納率が低くなる傾向がございまして、小さな

町村は割と高いところもありますけれども、先ほど言いましたように、県庁所在地では全国一

でございまして、県内でも２番目ぐらいですね。太良町が１番高くて、その次にやはり県内で

も２番目に高いという数字でございます。引き続き、頑張っていきたいと思っております。 
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【会長】 

 それでは他にないようですので、また後でも結構ですので、議事Ⅲ番に進めさせていただき

たいと思います。それでは、平成３０年度からの佐賀県市町国民健康保険について説明してく

ださい。 

 

Ⅲ．平成３０年度からの佐賀県市町国民健康保険について 

【事務局】 

 ではローマ数字Ⅲの平成３０年度からの佐賀県市町国民健康保険でございます。平成３０年

度から、先程から何度か触れさせていただいておりますが、国保制度が半世紀ぶりに変わりま

して、都道府県広域化というものが始まりました。これにつきましては、昨年の１１月の平成

２９年度第２回目の運営協議会の方でも御説明を差し上げたところなのですが、新任の委員さ

んの方もいらっしゃいますので、おさらいも含め、現在の動きも加えまして御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 国民健康保険における職業構成の年次推移でございます。ここでは、国保制度の改革がなぜ

必要になったのかについての背景というところになるかと思いますが、我が国につきましては、

昭和３６年度から全ての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度というもの

が始まりました。国保制度は、農林水産業者や自営業者を中心とする制度として創設をされま

して、他の医療保険ですね、協会けんぽさんや健康保険組合等に入っていない方につきまして、

要するにサラリーマンでない方を全て被保険者とすることで皆保険制度というのが実現された

という訳でございます。ただ、それから５７年が経過をいたしまして、加入者の職業別構成が

大きく変わりました。農林水産業者や自営業者の割合が減少し、年金受給者等の無職者の割合

が増加をしているところでございまして、ここにグラフを載せております。これを見ていただ

くとよくお分かりになるかと思いますが、昭和４０年度当時というのが４２．１％占めており

ました農林水産業者が平成２７年度にはわずか２．５％まで減少しております。また自営業者

が２５．４％から１４．５％まで減少をしたと、一方６．６％でした無職者につきましては４

４．１％まで増加しているということで、まるっきり逆転しているような状況でございます。

このように、個々を取り巻く状況というのが大きく変わったということで無職者の割合が高い

ということは必然的に低所得者の割合が高くなる傾向があるということでございます。枠内に

つきましては、無職世帯の年齢階層別割合で、やはりどうしても高齢世帯が多いということが

ここで示されているところでございます。 

 次は、年齢階級別加入者の割合でございます。市町村国保の変化は職業構成に留まらずに、

どういうふうな年齢構成にあるかというところを示しております。ここでは、市町村国保と被

用者保険、両方における年齢階級別の加入者の割合を示しております。下の段から上の段にい

く程年齢が高くなっているということで、特に、今、赤で囲みました上から３つ、３段目まで

の点線囲みの６０歳以上７４歳未満の層におきましては、国保の方につきましては加入者全体

の４９．５％。これ３つ足すと４９．５％になります。被用者保険の方では、３つ足すと１

０％ということになりますので、市町村国保がいかに高齢者の割合が著しく高いかということ
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がお分かりいただけるかと思います。これも市町村国保の特徴でございます。高齢者が多いと

必然的に医療費が高くなる傾向がございます。 

 続きまして、国保制度改革の概要でございます。運営の在り方の見直しでございます。こう

いうふうな国保が抱える構造的な問題というところを、根幹的に何とかしないといけないとい

う言葉が出てきまして、このままですと市町村単位で国保は運営しておりますので、小規模自

治体は非常に財政が不安定になるというふうな現状がございまして、これを解決するために、

平成３０年度から国保制度改革が行われることになりました。 

運営の在り方の見直しですが、平成３０年度から佐賀県でも県が財政運営の責任主体となり

まして、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営において中心的な役割を担うこ

とで制度を安定化させるということでございます。制度の安定化というのはここに挙げている

ようなことで、黒ポチで３つ県はというところ、それから県からと書いているようなことを挙

げております。ただなかなか分かりにくいと思いますので、後ほどの図の方で御説明いたしま

す。市町と言いますか、市や町はといいますと、市や町などの基礎自治体につきましては、地

域住民と密接な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続きこれまで通り行っていくということになっております。

ということで、今、行っているのと、実は業務としては変わらない状況でございます。この賦

課というものは、これは言葉として難しいと思いますけれども、保険税を割り当てて負担させ

るということで、課税するという行政用語ということでございます。 

どういうふうに変わるかといいますと、現行は市や町が単独で国保を運営しております。こ

ういうふうにばらばら、それぞれで行っております。佐賀市は佐賀市だけ、隣の小城市は小城

市だけというそういうふうに単独で行っておりますが、改革後は、県もこの保険者となって、

県内の市町、県が一緒になって共同運営を行うということになります。簡単に言いますと、県

が財政を全て握って、実務は市町がこれまで通り行うという形になります。各市町は県の方に

納付金を納めて、県は各市町に必要な費用を交付金という形で交付するという仕組みになりま

す。 

 改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村のそれぞれの役割でございます。県と市町村は、

それぞれ役割分担がありまして、このスライドのとおりでございます。市町村の役割は、先程

も申し上げました通り、業務自体はほとんど変わりませんが、お金の流れが変わったというこ

とになりますので、こちらについては説明を省略させていただきます。 

 次が国民健康保険税の賦課、徴収の仕組み（イメージ）です。先程、お金の流れの仕組みが

変わったということで申しましたので、これについて説明を申し上げます。まず県と市町が共

同運営になる訳ですけれども、県の立場は直接被保険者とやり取りする関係ではなくて、市町

との関係性が出てきます。県が佐賀県全体の財政運営をいたしますので、佐賀県全体で国保運

営に必要となる金額を元に市や町ごとにいくら必要なのかという金額を各々納付金という形で

提示をするという形になります。佐賀市さんはいくら納付金が必要ですよ、唐津市さんはいく

ら納付金が必要ですよと、市町ごとに納付金の提示を行うということでございます。この提示

は平成３１年の１月に示されまして、今年の分は、平成３０年度分については、今年の１月に



 

14 

 

示されました。来年度分については、年明けの１月に示されるという、毎年このぐらいに示さ

れるということです。これと共に、県が各市町が納付金を納めるために必要となる保険税を示

します。この言い方を変えますと、加入者にどれだけ保険税を賦課すれば納付金が賄えるのか

ということが分かるような市町ごとの標準保険税率というのを県の方で計算をして示すという

ことになります。標準保険税率という難しい言葉でお分かりにくいかと思いますけれども、市

や町がこの標準保険税率で加入者から保険税を納めていただきますと、県に支払う納付金が賄

え、市町村単位では赤字にならないというものでございます。市町村国保は、構造的な問題か

ら全国的にそうなのですが、赤字体質の市町村が多く、一般会計からの補填等のケースが行わ

れていることが多々ございまして、負担と給付の関係が非常に見えにくい状況であり、こうい

うことを解消することの目的もございまして、標準保険税率というのを定められております。

次に、各市町は県が示した標準保険税率を元に市町ごとの実際の保険税率を決定し、加入者に

賦課をします。市町はこれまで通り、標準保険税率を元に各々ですね、実際の県が示した標準

保険税率を参考にして、実際こういうふうにしますということを決定してですね、それで実際、

被保険者の方、住民と書いておりますけれども、この加入者の方に賦課をすると、課税すると

いうことでございます。そして、加入者から保険税を徴収するという形になります。こういう

関係の図式になります。市町は加入者から徴収した保険税を財源として納付金を県に納めると

いう形になります。このように県が大本の財政を管理いたしまして、市町は県へ納付金を納め、

県は市町へ交付金を払うという関係になります。市町は加入者に保険税を賦課・徴収するとい

う関係の図式になると思います。こういう形になりますので、先ほど県と市町が共同保険者に

なるというふうに言いましたけれども、関係図としてはこういう形になりますということにな

ります。 

 納付金の算定のイメージです。県全体の保険税収納額を２０の市町の被保険者数と所得水準

で按分するという内容でございますが、どういう手順で納付金が決まるかということをイメー

ジしていただければと思います。先ほどから申しております通り、非常に市町ごとに納付金と

いうのが、額が違ってまいります。どういうふうに違うのかというのをここでイメージをして

いただければというふうに思います。同じ佐賀県内でですね、市や町によって所得水準や医療

費水準が異なるというのがまず前提にございます。同じ県内でもやはりいろいろ凸凹があると

いうことでございます。先ほど県が各市町に納付金を提示するという説明をいたしましたが、

この決め方ですが、仮に分かりやすいように県全体で２００億円必要だというふうに仮定をし

ます。保険税全体、必要な保険税としてもらわないといけない額が２００億円と仮定します。

２０の市町にどういうふうに振り分けるかということの説明です。２００億円をどういうふう

に振り分けるかというのを次いきますけれども、被保険者数と所得に分けて賦課するという通

常、税の原則がございます。被保険者数を応益割、単純に頭割りするもので、所得は負担能力

に応じてお支払いいただくもので、応能割ということで、単純に人数に掛ける分と負担能力に

掛ける分というのをだいたい５０：５０で賦課するというのが税法で基本ということになって

おります。そうなりますと、５０：５０で１００億円ずつ、要は応益割１００億円、応能割１

００億円というふうになるのが通常だということになります。ただし、全国レベルの所得水準
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を１とした場合、佐賀県の所得水準というのがどのような位置にあるのかというのがβという

ちょっと難しい言葉ですけれども、β係数というのがありまして、佐賀県がβ係数が０．８２

ということで、全国平均と比べまして８２％の水準にあるということですので、少し所得水準

に応じた按分を低くしましょうという考え方が出てきますので、５０：５０で１００億円ずつ

だったのを所得割の方を下げまして５５：４５にいたしまして、２００億円を１１０億：９０

億というふうな配分にしようという考え方になります。これが１番上のグラフになります。こ

ういうふうに１１０億円と９０億円で按分した分をですね、またそれぞれの市町ごとにどうい

うふうに振り分けるのかというのが次のグラフでございます。これは県内の中で佐賀市がどの

くらいシェアを占めているかということで、まず被保険者数は県内の中で２７％占めておりま

す、所得は２９％を占めておりますので、それぞれ単純に１１０億円×２７％、それから９０

億円×２９％ということで掛けますと、被保険者数に応じた按分が３０億円、それから所得水

準に応じた按分が２６億円となります。これが国保で言います均等割、所得割という考え方に

なります。今度は医療費水準というのを加味するという作業が出てきます。この医療費指数と

いうのが全国平均を１とした場合にどのくらい医療費がかかっているのかという指数でござい

ますが、佐賀市の医療費指数は全国平均より高くて１．２１でございます。先ほどの３０億円

に１．２１倍、それから２６億円にそれぞれ１．２１倍ずつ掛けます。そうしますと応益割、

被保険者に按分して掛けた分が３６億円、それから所得に按分して掛けた分が３１億円という

ふうになります。同じように、残りの１９市町にもそれぞれの市町ごとの医療費指数を掛けま

す。このグラフには出しておりませんけれども、多久市あたりが１．３８の医療費指数、基山

町は１．０９というような具合でですね、市町によって医療費指数が違うということです。全

部１を超えていますので、当然全部それぞれ掛けてしまうと、この点線から全部飛び出てしま

います。ですので２００億円を軽く超えてしまうということになります。２００何十億円とい

うふうになってしまいます。これをやはり２００億円に調整しないといけませんので、トータ

ルを２００億円に調整するための係数をγ係数といいますが、この数字が０．８３になります。

この０．８３を掛けるということになります。それでトータル２００億円になるように調整を

するということで、所得水準を加味した医療費の高い・低いを反映した市町ごとの納付金がこ

ういう形で出されるということで、国保財政が県で一本化されたといってもですね、やはり保

険税はそれぞれの市町の事情を反映した税率・税額にならざるを得ないというふうなこととな

っております。 

 納付金算定のフローでございます。これが毎年、今からこういう手順で決定をしていくとい

うことで左から国、真ん中佐賀県、右が佐賀市ということで、７月に国が公費の考え方を提示

をして、８月、本日佐賀市の方で第１回運営協議会を開催させていただきました。１０月に平

成３１年度の試算用の仮係数というのが国から示されます。仮係数というのは何かといいます

と、３１年度の予算とかですね、診療報酬改定が決定していない段階ではまだ前の年度の数字

を使うことを仮係数というふうに言っております。それをもとに佐賀県が仮係数による３１年

度試算の実施を行って、納付金および標準保険税率を一旦仮係数、仮の数字でですね、一旦提

示します。それをもとに佐賀市の方で３１年度の保険税を検討します。もし、保険税を改定し
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ないといけないような状況というのが見込まれた場合は、１１月に運営協議会を開かせていた

だくという形になります。１２月に３１年度試算用の確定係数が国から示されます。ほとんど

年度末になりますので、年明けになる可能性があります。それをもとに年が明けて３１年の１

月、佐賀県がすぐに納付金の確定をしないといけませんので、確定係数によって算定を行って、

納付金・標準保険税率を確定させると、それをもとに市の方で実際に保険税率を計算しまして、

来年の１月に第３回目の運営協議会を開かせていただくという形になって、最終的には議会を

通して条例を改正するという流れになります。 

 現在、佐賀県と佐賀県２０市町で協議している内容でございます。県単位の広域化というの

が始まっておりますけれども、先ほどから説明したとおり、保険税率の税額は納付金に応じて

変わってきますので、保険税率・税額は各市町まちまちでございます。これをやはり広域化し

た後、もう一歩進めて同一所得、同一世帯構成であれば県内のどの市町にいても同じ税率・税

額にすべきではないかという議論が当然出てまいります。これが税率の一本化ということでご

ざいます。 

しかし、そう簡単にはいかない事情があるということをここで御説明をいたします。保険税

率の一本化は同一の税率・税額になることと先ほど言ったことでございます。一本化のメリッ

ト・デメリットここに書いておりますが、先ほど触れさせていただきましたとおり、市や町ご

とに医療費の水準、収納率の違いがあるなかで、税率・税額を県下で一本化をしてしまうと、

それぞれ市町ごとにある現行の税率から激変が起こる可能性があるということが簡単にいかな

い事情の一番大きな理由でございます。少し分かりやすく言いますと、現在、医療費水準や保

険税収納率において、市や町の間で相当な違いがございますので、医療費水準が低いところは

これまでよりも高い税率をいきなり求められるということになります。それから保険税の収納

率も市や町によって違いまして、厳密には一本化は非常に難しい状況がございまして、県があ

る一定の収納率を設定しますと、県が収納をしてくれるといいのですけれども、市町が収納し

ないといけないので、収納率がやはり市や町でばらばらになるわけです。そうなると収納率が

県平均より低い市町は納付金を払うことができなくなったり、それから佐賀市みたいに収納率

が高い市町が余計に保険税を求めることになって、余った保険税をどうするかという課題も出

てきます。いろんな解決しなければいけない課題がたくさんあるということで、国のほうでも

保険税を各４７都道府県どうしなさいという明確なスタンスはまだ示していません。佐賀県に

つきましては、将来的には一本化を目指すということで、２０市町の市長・町長の合意は得て

おりますけれども、いつまでにするというのはまだ決まっておりませんで、まず、３０年度以

降、速やかに議論を始めるというふうな状況でございます。そういうことから将来的には一本

化した場合は、ここにメリットにあげているように小規模自治体にとっては非常にメリット感

もありますし、県民の公平感も増すかと思いますが、デメリットに書いているのは先ほど申し

上げましたような、簡単にいかない、一足飛びに行かないといったような事情がございますの

で、これから議論を深めていくというふうなところです。全国的にもなかなかこの議論が進ん

でいないという状況で、これはしばらく時間がかかるものと思われます。以上、平成３０年度

からの佐賀県市町国民健康保険ということで、国保の広域化がなされまして、今までの背景、
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それから仕組み、それと課題について御説明をさせていただきました。説明については以上に

なります。 

 

【会長】 

 事務局の方から広域化の現状と仕組み等についての説明がございました。初めての方もいら

っしゃるということで、少し詳しく説明がありましたけれども、皆様方から何か質問等がござ

いましたらお願いをしたいと思います。 

 

【Ｂ委員】 

 よろしいですか。広域化になってまだ初めての年度ということもあって、分からないところ

もあると思うのですけれども、職員の方の業務的な負担の増減については、実際のところどの

ようでしょうか。 

 

【事務局】 

 要は市の業務のことですよね。基本的には途中で示した図にありましたとおり、市や町とい

うのは住民との関係がございますので、資格を管理したり、保険税を徴収したり、諸々の業務

というのは全く実はこれまでと変わっていないということですね。ですから、業務量としては

実は何も減っていない。むしろデータをいろいろと県とやり取りしたり、国保連合会を介して

やり取りをしたりするので若干増えている分はございます。ただ、基本的にはあんまりほとん

ど変わらないということで御理解をいただければと思います。 

 

【会長】 

 他に、はいどうぞ。 

 

【Ｃ委員】 

 〇〇といいますが、質問をいたします。今の説明でありました、被保険者に対する保険税に

ついて、佐賀市の被保険者の皆様方は上がっていると思いますが、実際どの所得者層に違いが

あると思いますか。その辺分かりましたら。 

 

【事務局】 

 なかなか一概に言いにくいところもございますが、今年度まず１つ上限額を４万円ほど上げ

させていただきましたので、まず、単純に上がったのは所得が比較的高い層の方を上げさせて

いただいております。その分ですね、それをすることによって中間所得者層に少しでも保険税

を抑えることができるような工夫をしておりますが、これは基本的には佐賀市だけではなく、

全国的な流れとして保険税の上限額を上げさせていただき、そこで税収が上がった部分を中間

所得者層にできるだけ当てていくというような仕組みになってはいるのですけれども、基本的

には先ほど説明がありましたように、一人あたりの医療費というのが上がっているような状況
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でございます。被保険者数は減っていますので、全体の医療費としては下がっているのですが、

一人あたりの医療費がどうしても上がっておりますので、そういう部分では実感として保険税

が安くなったなという層がなかなかないというのが現実かなと思っております。そのために、

このあとに御説明をさせていただきますが、保健事業、各種取り組んでおりますので、そうい

ったことをしながら、少しでも保険税を抑えることができるように今工夫をしているところで

す。 

 

【Ｃ委員】 

 ということは、今言われた内容で分かりましたが、所得の高い層が若干保険税が高くなって、

中間所得者層についてはあまり変わらないということですかね。 

 

【事務局】 

広域化による影響ということでございますが、１点だけ申し上げると、平成３０年度から広

域化になりました。その結果、医療費の部分では県内で中間から若干下回るくらいが佐賀市の

医療費水準になっておりますので、その分ともうひとつは、所得がどうしても県内では佐賀市

が高い水準になりますので、保険税に与える影響としては若干、他の市町を負担するといいま

すか、所得の部分でどうしても広域化の初年度としては少し上昇する影響があったのかなとい

うふうに考えております。 

 

【会長】 

 なかなかですね広域化に伴う税等の絡みが少し複雑ですので、一概には言えないと思います

けれども、まだまだこの広域化は保険税率の一本化については、もう少し先を見ないと分から

ないという状況でありますので、今後とも私達も推移を見守っていきたいと思っております。

他に、どなたかございませんか。 

 

【Ａ委員】 

 ○○と申します。被保険者の代表で来ているうちの一人なのですが、納付金等算定方法 

の決定フローのところに佐賀市の運営協議会について、先ほど言われたとおり、第２回目の運

営協議会は保険税の改定の場合、開催というふうになっていますが、保険税を支払っている者

としては、これは開催されるとみて、ということは毎年保険税は上がるとみておくべきでしょ

うか。 

 

【事務局】 

 はい、ちょっとこの説明が不足していたかと思いますが、毎年上がるかというのは何とも言

えないのですけれども、あくまでも県が実際、これだけお金が必要だというのを算定しまして、

県が各市町に納付金を振り分けるわけです。これだけ必要ですよと、それに基づいて保険税を

計算しますけれども、これを毎年上げていくかどうかというのは、やはり毎年、先ほど言いま
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したように医療費は上がっていきますし、そういう状況を見ていかないと分からないのですが、

どうしてもやはり国保税というのは高いというイメージがありますので、そこをなんとか私達

も抑えたいという気持ちは当然持っておりまして、そこをまた次から説明をしますけれども、

そのための努力もどんどんしていきますので、なるべく私たちとしては上げたくないところな

のですが、ここについては毎年上がりますということは出来るだけ避けたいというのが気持ち

としてはあります。気持ちとしてはありますけれども、絶対ありませんとも言い切れませんの

で、そこにつきましては、今後やはり私たちの運営の努力というのにも関わってくると思って

おります。 

 

【Ａ委員】 

 ありがとうございます。今までのこの数字を見ると、被保険者は減っていって、医療費は上

がってくるとなると、どう考えても保険税は上がるようにしか予想がつかなかったので、聞い

てみました。ありがとうございました。 

 

【事務局】 

 それでですね、やはり広域化のメリットを逆に活かして、いい事業については横展開をして、

県内全体で取り組むと。どこかの１市町が取り組むのではなくて、全体で取り組むとかですね、

そういったのを今からどんどんやらないといけないと。波及効果をうまく出して、県全体に及

ぼして、やはり県全体の医療費をある程度抑制して、あまり保険税に影響がないような形で持

っていくということをやっぱりやっていかないといけないというふうに考えております。 

 

【会長】 

 他にございませんか。それではですね、また後でも結構ですので。 

 次に、Ⅳ番目の特定健診の受診状況と平成３０年度の保健事業について説明してください。 

 

Ⅳ．特定健診の受診状況及び平成３０年度保健事業について 

【事務局】 

 ではローマ数字のⅣ番目の特定健診の受診状況及び平成３０年度保健事業でございます。 

冒頭の国保決算の方で述べましたとおり、歳出を抑える手段といたしまして、保健事業の 

効果的な展開で被保険者の疾病を抑制、あるいは緩和することで保険給付費を適正にしていく

とともに、被保険者の健康的な生活を支援することを目的としているところでございます。 

 まず、特定健診について御説明いたします。特定健診とはというふうにしておりますが、特

定健診は糖尿病などの生活習慣病に主眼をおいた健診でございまして、生活習慣病のリスクを

増幅するメタボリックシンドロームに着目した健診内容で、４０歳から７４歳までの被保険者

を対象に始まっております。これは平成２０年度の４月から始まっているというところでござ

います。下の表に国が示す目標値が示されておりまして、市町村国保につきましては特定健

診・特定保健指導ともに６０％以上を目指しなさいという国からの目標が示されています。た
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だ、国保の場合は住民を対象といたしておりますので、被用者保険と比べますとやはり低い設

定がなされているところでございます。保険者としましては、なかなかこれが大変な数字であ

るというところでございます。 

 また、この特定保健指導というのがどういうものかと申しますと、特定健診の結果から生活

習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が高く期待できる方

に対して、専門スタッフ、これは医師や保健師・管理栄養士等が生活習慣を見直すサポートを

することでございます。これを特定保健指導と申します。 

 １番目の平成２９年度特定健診受診状況でございます。先ほど、国保としてはなかなか大変

な数字という話をいたしましたが、実際佐賀市ではどういう結果なのかということでございま

す。 

 まず、（１）の特定健診および特定保健指導における年次推移でございます。表の左側は特

定健診の受診率になります。佐賀市では佐賀市医師会との連携などによりまして、平成２８年

度に３５．６％まで受診率を伸ばしてきました。平成２９年度は毎日健診の実施会場でありま

す成人病予防センターが県病院跡地に移転をいたした関係で、年末から年始にかけて１か月ほ

どお休みがございました。これがちょっと影響をして、平成２９年度については受診率が下が

っているところでございます。一方、右側の表の特定保健指導におきましては、佐賀市は全国

平均と県平均ともに上回っている状況でございます。平成２９年度はまだ数字が確定しており

ませんので、見込みというふうにさせていただいております。また、事前にお送りしました資

料につきましては、特定健診受診率と特定保健指導実施率の平成２８年度の数字に斜線を引い

ておりましたが、一昨日、おとといですね、数字が届きましたので、特定健診受診率の平成２

８年度が３６．６％、それから特定保健指導実施率の全国の平成２８年度が２４．７％と数字

が出ておりますので資料の方の修正をお願いいたしたいと思います。 

 続きまして、（２）の年度受診者比較でございます。平成２８年度・２９年度における四半

期ごとの受診者数を示しております。上段は２８年度で過去最も高い受診率の年度でございま

す。下の段は２９年度で、成人病予防センターの移転等の影響がありまして、後半の伸びがや

や鈍ったという状況がうかがえます。その下に個別健診と集団健診における２８年度・２９年

度の四半期ごとのデータを棒グラフの方で示しておりますが、このグラフによりますと、２

８・２９年度の比較で、個別健診においても全体的に少し落ち込んでいるというところで結果

が出ております。しかし、トータルで見ますとやはり医師会の御協力で年度後半、非常にイン

フルエンザ等で多忙な時期でも医療機関の御協力で個別健診を多く受けていただいておりまし

て、数字の引き上げに貢献をいただいているところでございます。棒グラフの右側に個別健診

における種別ごとの受診状況を示しております。表の上から２番目のヘルスサポートというの

は、通院中の患者様が特定健診として活用できる項目の情報の提供を行い、特定健診とする事

業でございます。その下のミニドックは特定健診に加え、がん検診などを組み合わせた健診で

ございまして３，０００円ほどかかる健診でございます。このように、佐賀市では数種類いろ

いろメニューを用意して、受診率の向上に取り組んでいるところでございます。 

 ２番目の糖尿病性腎症重症化予防の取り組みでございます。 
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 まず、（１）の保険者努力支援制度における位置づけです。医療費適正化と健康づくりに関

する自治体へのインセンティブ制度というのが新たに始まりまして、これを保険者努力支援制

度といいまして、平成３０年度から本格的に実施となります。最初の国保の決算時にも触れま

したけれども、国から多くの交付金とか補助金というのが来ております。しかし、国も単に基

準を決めて、それに従って交付するばかりではなくて、やはり医療費適正化と健康づくりに頑

張っている自治体に、より多くのお金を出しましょうということで、この制度が始まっており

ます。そのなかで、今黄色で枠囲みした人工透析の原因の一つである糖尿病性腎症重症化予防

への取り組みというのが非常に国の方でも重要視されまして、これを取り組んでいるかどうか

評価指標が掲げられておりますので、取り組んでいるかどうかという点数が出てくるというこ

とになります。必要性については、こちらの枠の中にある通りですけれども、やはり糖尿病性

腎症重症化予防の取り組みというのは社会的に見ても経済的に見ても必要なことだということ

で、日本全体で取り組まないといけない課題だということになっております。 

 （２）の対象者でございます。佐賀市におきましても、この糖尿病重症化予防というものを

非常に重要視しておりまして、平成２９年度は過去５年間の特定健診の結果からヘモグロビン

エーワンシーといいまして HbA1c というここに書いておりますが、これが６．５％という値

以上になりました方、２，２７７人についての管理を行っております。この HbA1c は赤血球

の中にある酸素を運ぶヘモグロビンの中に血液中の糖が結合したものでありまして、過去１～

２か月間の平均血糖値を表したもので、糖尿病の重症化予防のためには、この HbA1c の値を

確認することが非常に重要でございます。この値が６．５％以上で糖尿病と判定され、医療機

関の管理が必要となるということでございます。HbA1c をなぜ活用しなくてはいけないのか

という点で少し補足説明をさせていただきます。今画面で出しました。写真がついております、

膵臓の様子でございます。緑が血管、赤点が膵臓で作られるインスリンというホルモンでござ

います。血糖値を正常に保とうと働いているのが膵臓で作られるインスリンというホルモンで

ございますが、糖尿病は早く言えばずっと血糖が高い状態が続き、余計な糖が悪さをしていく

ということでなります。遺伝や食事、運動など様々な条件が重なりまして、血の中の糖が高い

状態が続くと糖毒性といいまして、糖による悪い状態が膵臓にも同様に起こり、インスリンの

量が減っていく悪循環になるということになります。HbA1c が６％台なら写真の左ですね、

一番左のように膵臓の血管がしっかりしておりまして、赤点のインスリンもしっかり作られて

おりますが、HbA1c が７％を一番上の方、赤囲みですね、７％を超えてきますと、糖毒性の

状態になり、HbA1c が８％以上に、今度は一番右の方に行きますが、８％以上になりますと

緑色の血管は細くなり、インスリンが作られていないことがお分かりになるかと思います。

HbA1c 値で身体の状態が推測できるということになりますので、この HbA1c 値を定期的に把

握をいたしまして、食事や内服治療等により、正常な値に改善させることが、身体の中の膵臓

を守り、長生きするために重要なこととなってきます。こういう理由からこの HbA1c 値を活

用しております。そして糖尿病の未治療者・治療中断者におきましては医療機関への受診勧奨

を行うとともに、ハイリスク者についてはかかりつけ医と連携しながら指導を行っているとこ

ろでございます。 
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 もとに戻りまして、（３）のフォロー検討会でございます。対象者個人への介入のほかに、

佐賀市医師会と連携をいたしまして、フォロー検討会を開催し、これらの事業計画の評価の協

議等を行っております。平成２９年度は２回行っておりまして、今表に出した分、こういうこ

とを取り組みとして行ったところでございます。 

 （４）の指導対象者および実施件数でございます。平成２９年度における数値になります。

①の未治療・治療中断者でございます。未治療・治療中断者に対しまして、通知と訪問指導を

実施しておりまして、医療機関へつなげる取り組みを行っております。対象者４５０人中３６

９人に訪問指導を行い、２３４人が医療機関への受診へとつながっております。４５０人中２

３４人の割合が５２％ということになります。 

 ②のハイリスク対象者です。ハイリスク者は９４８人おりまして、うち６９６人に保健指導

を行っております。HbA1c値の把握ができた方は４５３人となっております。 

 ③のハイリスク者におけるかかりつけ医との連携件数でございます。これはこの表に掲げて

いる通りでございます。おもに糖尿病連携手帳を活用しております。 

 ④の糖尿病連携手帳の活用についてでございますが、糖尿病連携手帳は患者様をとりまく全

ての立場、かかりつけ医、歯科医、眼科医、薬局そして行政の保健師、栄養士等の者が情報を

共有する手帳ということになっております。画面左のピンクが佐賀県糖尿病連携手帳で、右の

白いものが全国版になります。佐賀県版は糖尿病に関する知識が深まる内容が詳細に記載され

ておりまして、見本をお二人に１つぐらいの割合で机上に置かせていただいておりますので、

御覧いただきたいと思います。冒頭にも申しましたが、大変申し訳ございませんが、部数に限

りがありますので後ほど回収をさせていただきます。こういった糖尿病連携手帳、これをうま

くやはり活用していくということが重要になってくるというふうに考えているところでござい

ます。 

 （５）番目のハイリスク者における評価ですが、このハイリスク者中、指導介入した者のう

ち、平成２９年度に特定健診等により、HbA1c 値が確認できた４５３人の結果を示しており

ます。 

 （６）の平成３０年度の取り組みと併せて説明します。表のうちの水色の部分が数値改善と

いうふうになっておりまして、これが１７２人です。赤色の方が悪化された方で７９人、白が

現状維持で２０２人になります。これをもとに未治療および治療中断の方については引き続き

受診の働きかけを行いまして、ハイリスク者の方につきましては糖尿病連携手帳等を活用し、

かかりつけの医師と連携をいたして、指導を行っていくという取り組みを引き続き行っていこ

うというふうに考えております。このように HbA1c の値を把握し事業の評価をし、より効果

的な事業実施へと結びつけていくこととしております。 

 ３番目のデータヘルス計画の策定でございます。（１）目的、（２）計画期間、（３）体系

図ということで載せております。これにつきましても以前のこの運営協議会の機に説明をさせ

ていただきましたが、再度触れさせていただきます。被保険者の健康増進をはかるために、こ

のデータヘルス計画というのを策定し、効果的・効率的な保健事業を実施する取り組みを行っ

ております。計画期間につきましては平成３０年度から３５年度の６年間でございます。これ
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は今回初めて策定したものではなくて、第２期計画となっておりまして、第１期は平成２７年

度から２９年度にかけてでした。それが終わって今度は第２期計画というのを策定いたしたと

ころでございます。佐賀市が保険者というふうにはございますが、市医師会・市歯科医師会・

市薬剤師会、それから県・国保連合会こういった機関と連携し、事業を推進するという体制を

とっております。（４）の目標の設定と具体的方向性でございます。データヘルス計画では、

以下の３つの予防に特化して取り組んでいるということでございます。①糖尿病性腎症重症化

予防、②虚血性心疾患重症化予防、③脳血管疾患重症化予防。これらの重症化予防を実現する

ために特定健診受診率の向上、特定保健指導実施率の向上などの目標値を定めて取り組んでい

るところでございます。表の１列目ですが、この特定健診の目標値こういったものを掲げてお

ります。２列目につきましては、中長期的目標で、慢性腎不全の総医療費に占める割合を減少

させる目標などを掲げております。３列目につきましては短期目標で、これはこれまでも行っ

てきましたが、さらに効果的な生活習慣病の一次予防というのを推進していくという、こうい

ったカテゴリを分けながら計画を推進していくということで取り組みを行っていくということ

でございます。 

 ４番目の重複服薬に関する取り組みです。これは昨年度から初めて取り組んだ事業でご 

ざいます。同一薬効または併用禁忌等の医薬品の服薬などにつきまして、薬の使い方が適正で

はないという方がいらっしゃるということで、例えば同一薬効の医薬品が複数の医療機関から

処方されているケースとか複数の医療機関で処方されていた薬をあちこちから貰ったために併

用禁忌となる組み合わせの薬をお持ちの患者様がいる、それからあまりにも多くの薬を服用さ

れている患者様がいるといったいろんなケースがございまして、これらの方々に適正な受診や

処方を促すために、レセプトデータから該当者の方を抽出いたしまして、通知や電話で本人に

働きかけると。その結果、病院や薬局等の関係機関と連携をいたしまして、被保険者の健康被

害を防止するとともに、医療費の適正化を目指しているというこういった取り組みをしており

ます。対象者につきましては、（１）対象者の抽出というふうに掲げております。今申したと

おり重複服薬につきましては直近６か月のうち４か月以上、同一の薬効の医薬品が複数の医療

機関で処方されている方、それから多剤投与につきましては直近３か月のうち２か月以上、こ

れ資料には４と書いておりましたが、２の間違いでございました、申し訳ございません。訂正

をお願いします。②の多剤投与につきましては、直近３か月のうち２か月以上の間違いでござ

いました。２か月以上、それから１か月の間に医薬品が１２種類以上処方されている方、それ

から③として併用禁忌につきまして、医療機関で処方された医薬品に併用禁忌の組み合わせが

あるものということで、こういった方について抽出を行って、この下の絵の方を事業イメージ

ということで示しております。先ほど言いましたとおり、レセプトデータから対象者を抽出い

たしまして、そういう方々に通知を行っております。通知を受けられた方につきましては、薬

局や医療機関の方に御相談に行っていただくという流れになります。その結果で、この重複服

薬などによる健康被害を少しでもなくそうというふうな取り組みでございまして、評価という

ことで、服薬適正化事業の結果でございます。速報値ということでまだ確定はしておりません

が、対象者８０人のうち、平成３０年２月から４月におきまして、どのような状況かというの
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をここに載せております。①番目が重複服薬対象者が７１人に送付した結果、３９人まで改善

をしております。②さらに併用禁忌については９人から１人に減少いたしております。③につ

きまして、平均医薬品数は１人あたり１０．４品から９．４品になっております。④１人あた

りの調剤にかかる医療費が７１，１３８円から６２，７４３円になっております。⑤１人あた

り医科にかかる医療費が８０，３２１円から７１，４５２円というふうになっておりまして、

一定の削減効果が見られました。非常にこういう取り組みというのを先ほどの県内の広域化の

話ではございませんが、佐賀県２０市町に、佐賀市だけの取り組みではなくて、県内全体に広

めていくということで、今年度からは県内でも取り組むという形になっております。 

 ５番目の特定健診データの医療機関からの情報提供でございます。（１）の概要と（２）の

目的ですが、特定健診はなかなかやはり受けられない方がいらっしゃいます。対象者の４割が

生活習慣病で医療機関を受診しているということで、特定健診を受けないという方がいらっし

ゃるというデータもございまして、本人様は医療機関で血液検査等があるから健診は受けなく

ていいと判断し、受けないということを言われるケースが多々あるのですけれども、やはりこ

れは、ほおっておいたらいけないだろうということで、先ほども少し触れましたが、佐賀市の

取り組みで健診をなるべく実施するためにヘルスサポートということで、医療機関から情報を

受け取りますが、これが市町でまたいろいろ、ばらばらな、それから全国的にもばらばらな制

度になっておりましたが、全国統一ルールというのが決まりました。健診の受診勧奨をしたに

も関わらず、医療機関を受診中ということを理由に受診されない方、こういった方の検査デー

タが特定健診の検査項目を満たしている場合については、本人の同意のもとに、市が医療機関

から検査結果の提供を受けるという制度でございます。特定健診受診の取扱ができまして、継

続的にデータ収集をすることで分析資料も得られるといった非常に大きなメリットがあるとい

うことで、現在、医療機関からの情報提供というのは、県内の市町まちまちやっている部分を

統一する方式といたしまして、情報提供料を２，５００円とするというふうな新たな取り組み

が今年から始まっております。これが概要図になります。市と医療機関の他に国保連合会も絡

むということになります。①の方に、すみませんこれ①が出ていないのですけれども、まず佐

賀市が国保連合会から対象者のリストをもらいまして、そして②番の方にそのリストから対象

者に対して情報提供を行う上で必要となる質問票・情報提供票・承諾書を郵送いたします。か

かりつけ医に行っていただいて、情報提供をしてほしい旨、被保険者に対して促すと、③で佐

賀市は医療機関別のリストを作成し、各医療機関に情報提供のお願いをするということになり

ます。佐賀市医師会と佐賀市との連携事業という形になります。こういった流れで国保連合会

を介してお金のやり取りもやりますけれども、こういうことで医療機関からの情報提供をスム

ーズにしていただくという取り組みが始まっていまして、これも健診の数値にカウントができ

ますので、情報提供をいただいた場合にですね、本人様の健康状態の向上の取り組みにもつな

がりますし、市のデータの蓄積にもつながるというふうなことになります。 

 ６番目の平成３０年度の特定健診・人間ドックに関する取り組みでございます。 

 （１）の特定健診受診券の発行でございまして、平成３０年度からの国保広域化に伴いまし

て、事務の共通化がはかられまして、佐賀市がこれまで実施してまいりました特定健診受診券
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一体型被保険者証が廃止となりました。今までは国保の保険証と健診の受診券が一体型という

形で１つになっていたのですが、これが廃止になりまして、特定健診も保険証は保険証だけと

なりました。特定健診を受診する際には、被保険者証と受診券というのが別に必要となったと

いうことです。受診券は年度初めに対象者に送付をしますので、あわせて受診票と問診票を別

途に送るという形になります。年度が始まる前３月末にこれを送るということを始めました。

このことによりまして、被保険者の方が健診を受けないといけないのではないかという意識付

けに実はつながっておりまして、今のところ受診勧奨効果が非常に上がってきておりまして、

特定健診の受診率も順調に伸びております。だいたい昨年の１．５倍くらいのペースで伸びて

おります。確かに保険証と一体型だと非常に利便性は高いのですけれども、なかなかそれが当

たり前になって健診を受けるという意識付けに今まで繋がっていなかったということで、あえ

て分けたことでこれについてはいい効果が出ているというふうに捉えております。 

（２）の人間ドック・脳ドックへの助成事業でございますが、人間ドック・脳ドックに関す

る助成事業につきましてはこの表の通りになっておりまして、人間ドックにつきましては３５

歳～７４歳ですね、脳ドックにつきましては４０歳～７４歳の方を対象としておりまして、そ

れぞれ９００人、２００人の方に助成を行っているところでございます。被保険者数は、再三

言っておりまして減少はしておりますが、やはり現役時代に人間ドックに馴染んだ方が国保に

来られても引き続きやっぱり人間ドックを受けたいという方が非常に多くいらっしゃいまして、

人間ドックについては５月ですべて定員が埋まってしまったという状況でございます。 

 以上ちょっと長くなりましたけれども、最後のⅣ番目の特定健診の受診状況および平成３０

年度保健事業についての説明を終わらせていただきます。 

 

【会長】 

 いま、Ⅳ番目の特定健診等につきましての説明がありましたが、皆様方から何かお聞きした

いことございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 はい、ではないようですので、その他に移りたいと思います。 

 

Ⅴ．その他 

【会長】 

 この際ですので何か、委員の方からも何かありましたらお願いをしたいと思います。 

 事務局から何かありますか。 

 

【事務局】 

 はい、事務局の方から特段ございません。 

 

【石丸会長】 

 皆様方の中からも御意見がないようですので、これをもちまして本日の協議会の予定をすべ

て終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 



 

26 

 

【司会】 

ありがとうございました。長時間お疲れ様でございました。以上をもちまして、平成３０年

度第１回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会を終了させていただきます。 

お疲れ様でございました。 

（ 終 了 ） 


