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令和元年度 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：令和元年７月３１日 

       １４時～ 

場所：佐賀県国保連合会館 

   大会議室２・３ 

１ 開会 

２ 辞令交付 

３ 会長選任 

４ 会長あいさつ 

５ 副市長あいさつ 

６ 議事 

 Ⅰ.平成３０年度佐賀市国民健康保険特別会計決算（見込） 

 Ⅱ.佐賀市国民健康保険の現状等 

Ⅲ.保健事業の取組みについて 

 Ⅳ.令和 2年度国民健康保険税 

 Ⅴ.その他 

 

1. 開会 

 

【司会者】  

 出席の予定の方がお揃いになられましたので、始めさせていただきたいと思います。  

それでは、令和元年度第 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いた

します。 

 

2. 辞令交付（新委員紹介） 

 

3. 会長選任 

 

4. 会長あいさつ 

 

【司会者】 

 それでは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 
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5. 副市長挨拶 

 

【司会者】  

 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 

 

【司会者】 

 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。 

 審議に入ります前に、ご報告を申し上げます。本日は委員総数 17名のうち、15人の

委員の方にご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、協議会開会の要件委員定数 2分の 1以上の出席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、発言をされる

ときは席のお手元の近くにマイクを配置させていただいていますので、そのマイクを使

用していただくようにお願いいたします。また、そのマイクについてですけれども、本

日は複数のスピーカーを使用しておりますので、委員席の方でマイクを使用される場合

は、その都度スイッチの、申し訳ありませんがオン・オフをしていただくようにお願い

いたします。 

 ここで、資料の確認をさせていただきます。まず「会議次第」と事前に送付させてい

ただいております「令和元年度第 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、それと別紙 1の「委員名簿」になります。今お手元に資料がない方

はいらっしゃいませんか。 

 

6. 議事 

 Ⅰ.平成 30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事業の現状等 

 

【司会者】 

 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。それでは、この先会長、よろしくお願いい

たします。 

 

【会長】 

 それでは、今、会長ということでございますので、議事を進めていきたいと思います。
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どうぞ、ご協力よろしくお願いいたします。 

 議事につきましてはお手元に配布されております式次第に沿って進めていきたいと

思います。 

 まず、はじめに議事Ⅰの平成 30 年度佐賀市国民健康保険特別会計決算（見込み）と

議事Ⅱ佐賀市国民健康保険事業の現状について、これは関連でございますので一括して

事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 お疲れ様でございます。4 月から保険年金課長を拝命いたしました梶山と申します。

引き続きよろしくお願いいたします。今日は非常に狭い会場となっておりますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。それでは着座にて説明させていただきます。 

 資料の説明に入ります前に、国民健康保険の概要について簡単にご説明をさせていた

だきたいと思います。国民健康保険は憲法に定めます社会保障制度の一環として実施さ

れているものでありまして、平成 29 年度までは住民に身近な市町村が運営をしてきま

した。それが平成 30 年度から都道府県が財政運営の責任主体となりまして、市町村は

引き続き地域住民と身近な関係の中に、地域におけるきめ細やかな事業を担うこととさ

れております。 

 国の社会保障制度でありますので、基本的なことは国民健康保険法などの法令で規定

されておりますが、地域住民を対象とし、都道府県・市町村単位で実施されております

ので、地域の特性、住民の構成、経済力、医療機関の配置状況に応じた運用も必要であ

り、保険税の税額等は市の条例で定めているところであります。 

 また国民健康保険法第 10 条におきまして、特別会計を設けまして収入と支出を管理

することとなっております。国民健康保険では保険税の税額・税率、出産および死亡に

関する給付内容、任意給付につきましては条例で定められております。 

 このように、今申し上げたようなことは専門的知識も必要といたしますので、いきな

り議会に諮るよりも関係者による専門的な意見交換が行われたほうが良いということ

で設けられておりますのが、本日お集まりいただきました国民健康保険事業の運営に関

する協議会でありますので、どうぞ皆様のそれぞれの立場で忌憚のないご意見をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速資料の方に進めさせていただきますが、今日、正面の方にスクリーン

に映し出しておりますが、皆様の手元にもカラーの資料で同じものがありますので両方

確認していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは資料 2ページでございます。 

 Ⅰ、平成 30 年度国民健康保険特別会計の内訳でございます。まず歳入です。表の左

から2列目が決算見込みになります。まず①の国民健康保険税こちらが56億2千万円、

前年比 1.4 億円の増でございます。②の国県支出金は 185 億 5 千万円、前年比 100 億
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円の増となっております。③から⑤につきましては平成 30 年度以降、佐賀県が受け入

れておりますのでゼロとなっております。⑥の繰入金、これは一般会計からの繰入金に

なりますが、こちらの方が 25億 5千万円、前年とほぼ同じ規模でございます。⑦の市

債、こちら借入金になりますが、30年度はゼロということです。⑧その他は 3.2億円、

前年比 2.8億円となっておりまして、合計いたしますと歳入総額が 270億 4千万円とい

うことになっております。 

 続きまして 3ページをお開きください。こちら歳出になります。①総務費、これは職

員の人件費等になりますが、5億 3千万円で前年と同じ規模でございます。②保険給付

費 179 億 4 千万円、マイナスの 3 億 3 千万円となります。③の国民健康保険事業費納

付金これは佐賀県に対する納付金になっております、決算見込みで 76億 5千万円。④

から⑥につきましては佐賀県が一括して支払うかたちをとっておりますので、平成 29

年度と比較して平成 30 年度はなくなっております。⑦保健事業費、これは特定健診・

特定保健指導にかかる費用でございます。1億 5千万円、これも前年と同規模でござい

ます。⑧の繰上充用金、これは前年度分の赤字分ということになりますが、平成 29 年

度で赤字が解消されておりますので、平成 30 年度の決算においてはゼロということに

なっております。⑨の前年度の療養給付費の返還分になりますが、5億 1千万、前年比

2.9億円増ということになっております。以上、合計いたしますと 268億 2千万円とい

うことでございます。歳入見込額 270 億 4 千万円から歳出見込額 268 億 2 千万円を引

きますと昨年度、平成 30 年度におきましては単年度で 2.2 億円の黒字となっていると

ころでございます。 

 続きまして 4ページをお開きください。歳入・歳出の主な増減についてご説明いたし

ます。歳入につきましては国県支出金、これは保険給付費等交付金というかたちで県か

らお支払をいただくものでございますが、こちらの方が新たな項目ということで 100

億円増えております。歳出は、これは交付金に対して市町が県に納付するものでありま

して、76億 5千万円と、これも平成 29年度までにはなかった部分でございます。これ

が平成 30 年度、国保制度改革ということで、保険給付費等交付金こちらの方で、これ

は医療給付費にかかる費用の全額を県が責任を持って交付するというかたちをとって

おります。また、それに対するものといたしまして、国民健康保険事業費納付金という

ことで、県が県全体の保険税収納必要額を算出し、20 市町がそれぞれいくら収めれば

いいかというかたちで提示されたものがこの納付金ということになります。以上、決算

見込みでございます。 

 続きまして、Ⅱ、佐賀市国民健康保険事業の現状等ということでございます。資料は

6ページでございます。 

 先ほど副市長からも被保険者数がだんだん減っているというお話がありました。被保

険者数の推移、こちらの方には平成 27 年度から 30 年度までを示しております。平均

いたしますとマイナス 3から 4％程度で減少しておりまして、これは佐賀市に限ったこ
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とではなく、全国的な傾向ということで減少傾向にあるということでございます。特に

前期高齢者数 65から 74歳ですが、これは団塊世代が 65歳に到達しはじめました平成

24年度以降、全体に占める割合は年々増加しておりまして、昨年度 40％を超えてきて

いるといった現状でございます。 

 続きまして 7ページをお願いいたします。医療費の推移でございます。これは療養の

給付というかたちです。これは一応医療費全体、一部負担といいまして本人様が 2 割、

3 割お支払いする分があるのですが、そういったものを含めずに医療費の総額、10 割

分としてこちらの方に示しております。こちらも平成 27 年度から 30 年度までの 4 年

間でお示しをしております。平成 27 年度が 225 億 9400 万円から、全体の総額として

は 30年度は 210億円ということで総額全体としては減っているという傾向でございま

す。その下の方にグラフを示しております。全体の総額としては減っておりますが、そ

の中で入院・入院外・調剤、このその他というのは主に歯科でございます。これを見ま

すとやはり入院費でかなり多く、全体の総額を占めているということがわかるかと思い

ます。それと少しこのグラフでいえば調剤が減少傾向にあるかなといった状況でござい

ます。その他はほとんど年度を通じての変化というのはないのですが、入院で多くの医

療費を占めているといったことがわかるかと思います。 

 続きまして、8ページに年度別 1人当りの費用額を示しております。これは先ほどの

総額を被保険者数で割ったものでございますが、先ほどの図では医療費総額は減っては

いますが、1人当りでいいますとご覧のように年々増加傾向にあるということで、これ

が非常に今の国保の問題を表しているのではないかなというふうに思っているところ

でございます。医療費総額は対前年度比で約 3.6億円減少したものの、1人当り医療費

費用額は 7,582円増加をしております。また入院の伸び率自体は、被用者数が減ってお

りますので、それなりに 0.02％の減少ということでありますが、被保険者数の伸び率

3.42％の減少に対し、減少幅が小さくなっておりますので、結果として 1人当り費用額

の増加要因となっているところであります。 

 続きまして 9ページをお開きください。こちらの方は年度別の国保税収の推移でござ

います。これも 4か年で示させていただいております。平成 28年度と平成 30年度の 2

回にわたり税額・税率を改定しております。ですからこの 2か年に関しては前年度、29

年度と比べて、また 27 年度と比べて調定額が増えているといった状況になっておりま

す。平成 30 年度におきましては前年度より 1.7億円増の 56 億 2 千万円。調定額は 56

億 2 千万円で収納額は 54 億 6400 万円となっております。1 人当りの調定額は 7,198

円の増、1人当り収納額は 6,964円の増となっているところでございます。 

 10 ページをご覧ください。佐賀市国民保険税収納率の推移です。佐賀市の国民健康

保険税の収納率ですが、県庁所在地比較では日本一収納率が高いということになってお

りまして、29年度まで 11年連続、県庁所在地では 1位という高い収納率を示している

ところであります。ここ 3か年、28、29、30年を見ていただきますと、少しパーセン
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トとしては落ちておりますが、一方、滞納繰越分という青いグラフがありまして、こち

らが 20.74％というふうに上がってきております。現在、佐賀市の対策、考え方として

は現年収納率を 97％という高い水準で維持しつつも、滞納繰越分を 20％超えをすると

いうことで、これできちんと公平・公正な税収確保に努めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 11 ページをご覧ください。こちらの方は国民健康保険特別会計のこれもまた 4 年間

の推移となっております。左端から平成 27年度決算です、こちら歳入総額 311億、歳

出総額 331.6億ということで、累積になりますが、累積赤字がこの段階で 20億 6千万

円まで膨らんでしまったということでございます。28 年度ですね、非常に累積赤字も

多くなりまして、28年度は税額を改定するということになります。結果として 28年度

は 1.7 億円の単年度収支黒字ということで 29 年度を迎えた時点で 18 億 9 千万円が累

積赤字として残っておりました。この県内 20 市町、佐賀県とのとり決めの中で、佐賀

県は 30 年度の広域化を累積赤字をゼロにして迎えようという協議がまとまっておりま

したので、佐賀市としてはこの 29年度の決算におきまして、実はこの年は単年度で 4.1

億円の黒字が発生していたわけですが、さらに 11 億円を県の広域化等支援基金貸付金

から借入れを行いまして、さらに一般会計からの特別繰入金 3.8億円を導入いたしまし

て 29年度で赤字をすべて解消したということでございます。冒頭で申し上げましたが、

30 年度の決算見込でございますが、いまのところ 2.2 億円の黒字を見込んでおります

ので、累積赤字は引き続きゼロのままということとなっております。 

 12 ページをご覧ください。これは非常にわかりづらい図かもしれませんが、歳入・

歳出の科目ごとの年度間推移でございます。毎年の資料の中でお示しているものでござ

いますが、ご覧いただきますと、まず左側の歳入です、国県支出金がぐんと伸びている

のがわかるかと思います。その下に共同事業交付金、緑、グリーンの折れ線グラフ、そ

れと前期高齢者交付金、水色のグラフ、それと茶色の療養給付費交付金、これは退職者

医療にかかる交付金でありますが、こういった部分が 30 年度なくなっていると、いわ

ゆる県の方でそういった歳入を請け負うというかたちが表現されております。右側の歳

出を見ていただきましても、保険給付費は年々下がっておりますが、急遽登場いたしま

したのがピンクの 76億 5千万円、これは県に対する納付金と、その代わりに緑色の共

同事業拠出金、後期高齢者の支援金、介護納付金は県の方が 20 市町分をお支払いする

といったかたちがここでは表現されております。以上、早い説明になりましたけれども、

Ⅰ番の平成 30 年度佐賀市国民健康保険特別会計決算（見込み）とⅡの佐賀市国民健康

保険事業の現状ということの説明とさせていただきます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。只今、Ⅰ番・Ⅱ番の説明がございましたけども、委員の皆

様方から何かご意見・ご質問等がございましたらお願いいたします。 
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 はい、どうぞ。 

 

【A委員】 

 協会けんぽです。スライドの 12 ページの歳入科目のところ、そこの中に出ている一

般会計繰入金というのは何か使い道とかが伴った歳入になるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 一般会計繰入金です、これはいわゆる法定分ということで、法で定められている分で

ございまして、佐賀市の場合は 57 名プラス支所分ということで、あと数名の職員分の

人件費等、また事務的な経費こういったものを法の定めに基づいて繰り入れをしている

という部分でございます。これは少し考え方が、特別会計ではなく、一般会計をそのま

ま支出するという考え方も当然ございますが、佐賀市の場合は従来どおり職員人件費と

いうのを見えるように別出しでしているというところでございます。 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか。他に何かご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。  

はい、そうぞ。 

 

【B委員】 

 スライドの 11 ページに先ほどご説明いただきました、広域化等支援基金貸付金とい

うものなのですけれども、これは名前の通り貸付基金ということになっていて、今後返

していくという予定になっているのでしょうか。 

 

【事務局】  

 こちらは 1年据置きの 31年度から、今年度から 5か年で返済をするという計画にな

っておりまして、5回で割りますと 2.2億円ずつ返還をさせていただくということでご

ざいます。一応今年度は黒字が丁度たまたま 2.2億円出ておりまして、これで返済する

のかというとそうではなく、この 2.2億円のうち半分は返済金に充てますが、残りの半

分は繰入金をいただきまして、今、佐賀市は基金がゼロでございますので、基金も基本

的には必要でありますので、半分は基金に積み立てて、この 2.2億円の半分を今年度か

ら始まる貸付金の返済に充てるというかたちをとっております。 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか。他に何かありますか。はい、どうぞ。 
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【C委員】 

 今の 11 ページのところで、累積赤字がゼロというふうになっているということで、

30 年度までに佐賀県との取り決めで累積赤字をゼロにするということなのですけど、

他の市町の状況は分かっていれば少しどういうところが解消になっているのかという

部分をよろしいでしょうか。 

【会長】 

 答えられますか。 

 

【事務局 】 

 すみません。他市の正確な状況というのが、持ち合わせておりませんが、鳥栖市は間

違いなく利用していたかなと思っています。あと 5、6 市町がおそらく利用したのでは

ないかというふうに思っております。あと、貸付金を使わずとも、いずれにしても返済

をしなければならない分だということで、一般会計からの法定外繰入で対応したという

ところは結構あったというふうに考えています。佐賀市の場合は、一般会計からも 3.8

億円投入しつつ 11億円借入れをしたというかたちであります。 

 

【会長】 

 よろしいですか。他に何かご質問・ご意見ございますか。よろしいでしょうか。では

次に進んでいきたいと思います。 

 

 Ⅲ. 保健事業の取組みついて 

 

【会長】 

 議事Ⅲの保健事業の取組について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 14 ページからになります。まずは特定健診の取組状況ということでご説明をさせて

いただきます。 

 特定健診とは、日本人の死亡原因の約 6割を占めます生活習慣病の予防のために、40

歳から 74 歳までの方を対象にした糖尿病等の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ということで、平成 20 年からすべての医療保険者に

義務付けられたというものでございます。厚生労働省におきましては特定健診の受診率

を 70％以上、これは全ての保険者の実施率を 70%以上に達成したいという目標設定を

いたしまして、市町村国保の目標値を 60％以上と設定しているところでございます。

こちらに、平成 25 年、下の左側の表になりますが、平成 25 年度から昨年度までの見

込みを出しております。ご覧のように佐賀市は平成 25年度が 27.1%、それからずっと
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28 年度まで上がり続けております。ただ、佐賀県全体で見ますと佐賀市というのは非

常に低いといいますか、最下位かもしくは下から 2番目くらいを行ったり来たりとして

いるような状況でございます。平成 29年に若干 32.9％ということで落ち込んでいるの

ですが、実はこの年、佐賀市の集団健診の非常に主な部分を担います成人病予防センタ

ーが元県立病院、好生館の跡地の方に移転しまして、その関係で 1 ヶ月間ほど特定健

診・集団健診の会場としての機能を失ってしまいました。そういった影響もございまし

てこの年は上昇傾向にあったのですけれども少し落ちてしまったというところです。平

成 30 年度におきましては平成 28 年度レベルまでなんとか持ち越したというところで

ございます。右側の方に比較ということで書いておりますが、特定健診受診率、やはり

どうしても比較となりますと同規模市での比較というのが参考になります。日本全国で

36市同規模市での比較というのがございまして、こちらの方の比較で申し上げますと、

決して高い方ではないということになりますが、佐賀市は 36 市中の 28 位ということ

になっております。これはたまたま平成 29 年度の推移、順位ということになっており

ます。9 位の山形市が 40.5％ということで、なんとか 40％を超えれば、私どもも同規

模市での 10位以内に入るのではないかなと考えているところでございます。 

 15 ページをお開きください。佐賀市が特定健診の受診率向上のために、何を強化す

べきかということで、ここに書いておりますのが特定健診における個別健診の強化とい

うのを考えております。平成 30 年度、昨年の上半期、実は非常に受診率が伸び悩んで

おりました。そこでこのままではいけないということで平成 31年 1月に個別医療機関

を訪問し、受診勧奨のお願いをしました。すると 2月と 3月で非常に驚異的な伸びを示

すことができまして、やはり医療機関を訪問して、きちんと受診勧奨をお願いするとい

うことはそれなりに効果があるのかなというふうなことを今年度思っておりまして、佐

賀市の医師会と連携し、7月、11月、1月に個別医療機関の訪問を、これ言葉はちょっ

とすみません、仕掛けると、訪問させていただくことで受診率 40％を目指すと。この

個別医療機関を訪問した際にどういうところをお願いしているかということで、こちら

右側に、非常に小さいイメージとして捉えていただければと思いますが「佐賀市国保 

特定健診受診率目標 40％達成のために」ということで、ポイントとしては、各医療機

関ごとの 3か年の実績を表記しているということです。この赤い矢印の上の方です。こ

れは個別医療機関ですから「○○病院さんの平成 28年度は件数がいくらでしたよ」と、

29年度、30年度はこうきていますよと、そして令和元年は是非これだけの件数をお願

いしたいという、下の方の矢印になりますが、目標設定を各医療機関ごとにさせていた

だくということをしております。今回目標設定としましては概ね 3か年平均のだいたい

1.5 倍ぐらいの数字を勝手ながら目標設定とさせていただいて、7 月に医師会の方から

各医療機関の方に郵便で送付されているのではないかなというふうに思っています。 

ただ、今回 7月は市医師会からの郵送ということでございましたが、私どももできるだ

け医療機関を訪問するということに効果があると考えておりますので、できる範囲で訪
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問をさせていただきながら現場の声を聞き、受診率の反映につなげていきたいと思って

いるところでございます。私がこの個別健診が 40％超えのキーとなると思っている理

由のひとつとして、集団健診というのはどうしても受診者側から受けたいということで

手を挙げた方が受ける健診だと思っているのです。個別健診におきましては、通常患者

様が毎日、日々、病院の先生とか窓口でお話をされていますので、やはり直接人を介し

て「まだ受けていらっしゃいませんね、どうぞ次回来られたときに受けてみませんか。」

と声掛けをするのが重要だと思っています。それはなぜかというと、例えば佐賀県でい

うと有田町とか多久市とか、これができているのです。これができているからこそ受診

率 50%から 60％までいっている。誰かが介入して「今日は受診日だから、受けました

か。」という地域の方なりが、保健師の方が必ず介入をしている。佐賀市の場合は規模

も広く人口規模も大きいものですから、なかなか担うところができなかった、それを担

うのが私は個別医療機関だということで、昨年たまたま 1月に苦しいなかで訪問したと

ころ、2 月、3 月に大変ありがたい数字をいただきましたので、それを本年は年間を通

じてやっていくことで、なんとか 40％を目指していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 16 ページ、特定保健指導の取組状況ということです、特定保健指導は特定健診の結

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

多く期待できる方に対して専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見直

すサポートをするということでございます。こちらの左下の方に数値を書いております

が、特定保健指導においては、本市は全国でもトップ水準の受診率ということになって

おります。平成 29年度 62.3％、その前も平成 26年度以降は 57％から 63％前後を推移

しておりまして、平成 30 年度これは、実は保健指導というのは年度で締めるというこ

とではなくて、6か月後に再度保健指導をするという部分もありますので、一応速報と

して 36.2％ということで、これはまだまだこれから伸びますので例年通り 62％前後ま

でいくのではないかというふうに思っているところでございます。こちらの方も平成

29 年度の同規模市、全 36 市での比較で申し上げますと、佐賀市は 62.3％ということ

で、その下に上越市というのがありまして、これが非常に特定健診の実施率も非常に高

い都市で、特定保健指導の私達の世界では非常に先進的な市なのです、新潟県の、これ

を上回る実施率を佐賀市の保健師はさせていただいておりまして、これにつきましても

私は個人的には保健指導というのは、どちらかというと職員のやる気だけで伸ばすこと

ができると思っておりますので、これは非常に保健師が頑張っていただいている証かな

というふうに思っております。ただ、今後実施率の、どうしても特定健診の方が伸びて

しまうとそれだけ実施率も悪くなるというのが傾向としてありますので、今後、もし特

定健診が 40％とか伸びたときに、では実際これだけの実施率を保てるかというのがひ

とつの課題になるのではないかというふうに思っているところでございます。 

 17ページをお願いします。糖尿病性腎症重症化予防の概要ということでございます。
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（1）取組内容。糖尿病は重症化しますと網膜症、腎症、神経障害、心筋梗塞、脳梗塞、

失明、透析、下肢切断、がん、認知症等の様々な合併症を引き起こし、医療経済的にも

大きな負担となります。重症化を予防し、医療費の増加を抑制するため、レセプトから

糖尿病治療中断者を抽出し、治療の継続の必要性や合併症の正しい知識の情報提供及び

保健指導を実施しているところであります。対象者といたしましては（2）対象者です

が、平成 30年度の対象者、過去 5年間の特定健診のデータがありまして、そちらの方

でHbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）が6.5％以上の方が2,539人いらっしゃいます。

この中で分類いたしますと、まず未治療者、糖尿病治療を中断している人、この方につ

いては受診勧奨を指導します。さらに腎機能低下があるなどのハイリスク者、この方に

ついては病院にはかかってらっしゃいます、ですからかかりつけ医の先生と連携しなが

ら指導をしているというところでございます。そこに HbA1c（ヘモグロビンエーワン

シー）とはということで書いておりますが、赤血球の中にある酸素を運ぶヘモグロビン

に血液中の糖が結合したもので、過去 1か月から 2か月間の平均血糖値を表す数値とな

っております。HbA1c6.5％以上では糖尿病型と判定され、医療機関での管理が必要と

なっております。さらに佐賀市の医師会と連携いたしましてフォロー検討会ということ

で年 3回程度やっております。佐賀市医師会と取組体制や医療機関との連携について検

討・協議する場としてフォロー検討会を開催し、糖尿病性腎症重症化予防プログラムに

おける受診勧奨通知や困難事例の検討を行っているところであります。 

 18 ページをお願いいたします。先ほど 2,539 名が管理対象の人数ということでご説

明いたしましたが、指導対象者数の実施件数ということでこちらの方に書いております。

2,539 人 HbA1c6.5％以上の者ということで、まず①先ほども申し上げました未治療・

治療中断者 315 人います。この方には必ず通知をしたあとに保健師が訪問等、電話・

訪問を重ねてなんとか受診勧奨、そして医療機関へつながった人数が 108 人というこ

とでございます。②です、さらに治療中ではありますが 6.5％以上に加えて腎機能の低

下、血糖値コントロール不良の方というのが 647 人いらっしゃいます。ここに保健指

導介入者ということで 340 人いらっしゃいます。保健指導を介入いたしまして、次に

また検査を受けていただいた方が 340人いるということです。1番最後の下の表が 340

人の方が保健指導を行った結果どうなっていったかという表でございます。オレンジ色

の初回介入前の HbA1c 検査値ベースラインということで、これが保健指導介入前の検

査値です。書いてありますように 6.5～6.9が合計では 60人です、7.0～7.9は合計 193

人です、そういうふうな見方になります。これを今度は上の方に書いておりますように

保健指導介入後の HbA1c の検査値がどうだったかということをマスを分けて入れた結

果でございます。そうしますとまず表の 1 番左上です 6.5～6.9 だった方が、その翌年

に 6.4 以下になった方、いわゆる改善者という方が 26 名いたと、保健指導はしたけれ

ども例年と変わらなかったという方が 23 名、その横に 7.0～7.9 が 10 名、8.0～8.9 が

0名、9以上が 1名ということで悪化した方もいたということです。そういうふうにこ
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の表を見るわけですが、最終的に結果としては 1 番下に書いておりますように改善が

146 人、全体の 43％さらに白い部分の現状維持、これも現状維持していること自体も

非常に保健指導介入の効果だと思っておりますが、こちらが 152 人の 45％、合わせま

すと保健指導介入をした結果 88％の方が現状維持以下で抑えることができていると、

ただ、どうしても保健指導介入をしても本人がどういう生活習慣を過ごされているかは

いろいろでございますので 12％の方が悪化ということで、これを見ますと何らかの保

健指導介入をすれば、それなりの効果が出ているといった状況になっております。 

 19 ページ、かかりつけ医等との連携ということで、私たちは保健師とかかりつけ医

どういったものを活用しているかというと、これは非常にアナログではあるのですけれ

ども、糖尿病連携手帳というものを病院もしくは保健師が対象者にお渡しをいたします。

これを使ってかかりつけ医、歯科医、眼科医、薬局、保健師など各機関がハイリスク対

象者に関わる検査項目や指導内容等を手帳に記入することで健康状態や指導状況を共

有でき、継続的な連携が可能となっております。 

 20 ページをお願いします。5,適正服薬推進に関する取組ということでございます。

こちらの方も平成 29 年度から取り組んできたものでございます。同一薬効または併用

禁忌の医薬品の服薬について、適正な受診や処方を促すため、レセプトデータから対象

者を抽出・分析し、病院・薬局等の関係機関と連携して、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図るということでございます。対象者の抽出としましては

だいたい 3か月間程度のレセプトを解析の専門家に民間の企業にお渡ししまして、まず

重複服薬 3か月に 2回以上、1か月の間に同一の薬効の医薬品が複数の医療機関で処方

されているケース。多剤は 3 か月のうち 2 回以上、1 か月の間に医薬品が 12 種類以上

処方されていると、こちらにつきましては今年度から 1医療機関多剤にも県内 20市町

で取り組んでいるところでございます。併用禁忌、処方された医薬品に併用禁忌となる

組み合わせがある、いわゆる飲み合わせが悪いといわれるものです。こういったものを

患者様に通知をしています。佐賀市ではこの併用禁忌につきましては直接本人様に通知

することなく、医療機関もしくは市の医師会の方にご相談をしながら進めるというやり

方をとっております。また、1医療機関多剤投与につきましても佐賀市以外の市町は通

知という形で出しておりますが、佐賀市に関しましては、これも医師会の先生の助言を

いただきながら、直接患者様に通知がいくといったことはしておりません。まずは通知

による介入ということで多剤・重複服薬対象者に現状の服薬状況を通知する、薬のリス

クについて啓蒙する、とるべき動作の指示を行う。この結果、被保険者の方から行動変

容ということで重大性を認知し、自己効力感や危機意識の向上、動作・行動となること

で調剤費を抑えるとともに患者様の QOL（生活の質）向上、飲み残しをなくしたり、

服薬による弊害をなくすということでございます。 

 21 ページに適正服薬推進事業を行った結果どういったことが起きたのかという成果

を示しております。一番直近のものでございますが、昨年 12月に通知をしたものです。
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平成 30年度 6月から 8月のレセプト分析をした結果、対象者 290人に通知を出した結

果でございます。対象者数の変化といたしましてはご覧のようになっております。この

結果、重複服薬、多剤投与、併用禁忌いずれも対象者数が 12 月に通知をしますが、通

知をしたときには 6月から 8月のレセプトを分析して 12月に通知を行います。そして

通知を行った結果、1月から 3月までのレセプトがどういうふうに変化しているかとい

うことを調べた結果、ご覧のように重複服薬で 69％対象者が減り、多剤投与で 64％、

併用禁忌で 67％の対象者が減りまして、いずれも対象者 60％以上が減少をしている。

その横は 1人あたりの医療品数の変化です。重複服薬、多剤投与、併用禁忌全体として

医薬品数としては約 16％減少ということで、そこに書いているように重複服薬でマイ

ナス 18％、多剤が 15％マイナス、併用禁忌が 22％マイナス、全体で 16％減少してい

るということになっております。 

 次に 22 ページ、また違う角度からの分析結果でありますが、1 人あたりの調剤にか

かる医療費の変化ということです。こちらは 1人あたりの調剤にかかる医療費として平

均で約 5,000 円減少していると、重複服薬が 4,064 円のマイナス、多剤投与 5,560 円、

併用禁忌 21,123 円、併用禁忌は非常に件数が少ないものですから、平均いたしますと

4,999円と約 5,000円減少しているということでございます。次に 1人あたりの医科に

かかる医療費額、先ほどは調剤だけでしたけども、今度はそれに付随する医科がどれく

らい下がったかということです、これも 1 人あたりの医科にかかる医療費が平均で

5,000円以上減少ということで、重複で 3,808円、多剤で 6,476円、併用禁忌で 17,847

円、全体で 5,306円が減少しているということになっております。保健事業の取り組み

については以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。ただいま保健事業についての説明でございましたけども、

委員の皆様方から何かご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

【D委員】 

 佐賀医師会の○○ですけれども、21 ページの見方を確認したいのですけれども、1

人あたり医薬品数の変化のグラフですが、ここの重複薬 10.0 が 8.2 になっているとい

うのは、重複薬を含めて、そういった薬を飲んでいる人が 10万なのが 8万に減ったと

いうことなのですか。どういう見方なのですか。10が 8というのは何が。 

 

【事務局】 

 こちらでは、まず重複服薬に該当する方、この対象者 290 人の中から重複服薬の対

象者がいるわけですが、その方の平均的な医薬品の数がもともと 10 種類あったという

のが、同じ対象者を 1月から 3月のレセプトで見ますと、平均すると 8.2まで減ってい
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たと、数として減っていたということですので、何らかの効果、当然その中にはいわゆ

る精神の方とかも含まれていると思います、なかなか重複だけで全て駄目ですよという

ことではなくて、医療サイドで判断されますので、結果として対象者を変えずに平均を

とったらこういうふうになったので、ひとつの何らかの行動変容が行われているのでは

ないかという結果として挙げております。 

 

【D委員】 

 もうひとつスライドの 20 の確認なのですけど、多剤投与は今まで 12 種類というの

は全医療機関、この換算が全医療機関を合わせて 12 種類以上飲んでいる方を対象にし

たということですか。 

 

【事務局】  

 ここでいう 12 種類というのは、そうですね、2 医療機関、3 医療機関合わせて 1 か

月に 1人の患者様にとって 12種類以上超えている、ひとつの目安としてこういうライ

ンを引かせていただいたということです。 

 

【D委員】 

 それに対しても、やはり通知をしていたと。 

 

【事務局】 

そうです。はい。 

 

【D委員】 

今後ですか、1医療機関多剤は今後みるということですか。 

 

【事務局】 

 1医療機関多剤が、これは内部の話なのですけれども、どうしても佐賀県というのは

非常に 1 医療機関多剤において他県よりも少し特殊な傾向があるという分析結果があ

りまして、ただいろいろなケースがありますので佐賀市の場合は常に、平成 29 年度に

佐賀市が一番最初にスタートした事業なのです。その時点から 3 医師会（佐賀医師会・

歯科医師会・薬剤師会）の先生たちと協議をしながら進めていったところがありました

ので、ある意味で連携が取れていたわけです。その中で、まずひとつは併用禁忌につい

ても非常に助言をいただきまして、併用禁忌という言葉が少し恐ろしいと、患者様から

きたらいきなり併用禁忌というのは飲み合わせが悪いものをなぜ出しているのかと、ち

ょっとよくないということで、そういった併用禁忌の部分と 1医療機関多剤については

患者様に直接ではなくて件数も非常に少ないわけだから、これまでの連携を活かして個
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別に相談をしてくださいということをいただきましたので、佐賀市に関しては通知をせ

ずに、まずは先生達にご相談をしてやっているというところです。 

 

 

【D委員】 

 それではもう 1医療機関多剤の定義はなく、問題があるといった方をしっかりと相談

をして。 

 

【事務局】 

 そうですね、多剤ですから、基本的には 12 種類以上ということになるのですが、ど

ちらかというとやはり 20 とか 30 という方もいらっしゃいます。どちらかというとそ

ういう重い方で私たちがこれはちょっとどういうふうなことなのかなと思う部分を個

別に先生に相談して。 

 

【D委員】 

 では、1医療機関で 30とかそういう事例もあるわけですか。 

 

【事務局】 

 多いのは 30とか、20とか。私たち保険者としてもこれがなぜそう多いのかというの

は、これはやはり患者様に対しても非常に問題がありますし、先生に直接といってもな

かなかいろいろな問題もありますので、まずは他の先生にご相談をしながら通知をさせ

ていただくと。 

 

【D委員】 

わかりました、ありがとうございます。 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか、他に何かご質問はございますか。はい、どうぞお願いします。 

 

【E委員】 

 佐賀市医師会の○○です。特定健診に関することですけれども、昨年の秋口ぐらいか

ら統一の医療機関の採血データをレセプト抽出したものを特定健診にデータとして併

用する、そういう事業があったと思うのですが、それで成果というか、どれくらい上が

ったのかとかもしわかるようでしたらお願いします。 

 

【事務局】 
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 昨年 10 月から情報提供を、これは全国的にはじまったやり方なのですけれども、佐

賀県全体では 10月からやっていこうということで、私も 450件くらい目標を立ててい

たのですけれども、結果としては 349 件、実際これは 450 件から 500 件くらいは目標

としていたのですけれども、結果としては 349 件です。20 市町でも大体これくらい平

均的な数値かなと、佐賀市が特段多かったということはなかったかなというふうに思っ

ております。 

 

【会長】 

 よろしいですか。 

 

【E委員】 

はい。 

 

【会長】 

他に何かご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

【A委員】 

 協会けんぽです。特定健診のところなのですけれども、協会けんぽの方も被扶養者の

特定健診が非常に伸び悩んでいて課題になっているのですけれども、スライドの 15 で

個別に訪問して勧奨のお願いをして驚異的な伸びを示すことができたというのは凄い

なと思って、どれくらい伸びたのかとか差し支えがなければ。 

 

【事務局】 

 29年度と 30年度の比較で 1月から 3月まで限定していえば、数としては同じ 1,500

人ずつですけれども、非常に 1月が極端に悪かったので、個別医療機関に関しては実は

29 年度というのもそれなりに後半でとっていただいたというのがあるのですけれども、

感触としては例年の1.5倍くらい効果があったのではないかなと感触としては思ってい

ます。1.5倍から 2倍くらいの動きをいただいたのではないかなという感じがしており

ます。なぜ昨年上半期が悪かったかというと、これまでは受診券が 29 年度まで要らな

かったのです、いわゆる被保険者証に受診券番号というのが書かれていて、29 年度ま

では受診券というものが必要なかった、保険証だけ見ればこの方が受けているかどうか

というのが即時にわかる仕組みをとっていました。平成 29 年度までは。これが 30 年

度の広域化に伴って 20 市町同じようなやりかたを合わせようということでやり方を変

えてしまったのです、30 年度は、すると受診券がないと、どんなに医療機関窓口で受

けていないとわかっていても、その日に受診することができないという状況が起きまし

た。昨年度、それで個別医療機関だけぐっと下がってしまったというのがあって、これ
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はちょっといけないということで、1月に急遽 2月・3月にとるしかないということで、

80医療機関、多分 5日間くらいで回ったと思いますけれども、現場の声を聞きました。

今年はなぜ急にとれていないのですか、すると今年度からはじまった受診券がないと受

けられないというのが非常にネックになっていると、この受診券というのは年度当初に

全ての対象者に送付はしているのですけれども、どうしても 4月に送られてきたものと

いうのは、やはりなくされたりとかもするのです。そこで 2月・3月に関しては病院か

ら連絡いただければ、電話をもって本人様のところに郵送しますと、そういうやり方も

少し変えました。声を聞いて。すると 2 月・3 月に非常に結果としては数字が伸びて、

感触ですけれども例年の 1.5倍ぐらいは伸ばさせていただいたのではないかと、結果と

して一番率が高かった平成 28 年度レベルまでもっていくことができたと、これに通年

を通してやればなんとかもっといくのではないかということで、今年は目標設定を勝手

ながら 1.5倍、掲げさせてもらい今進めているところです。 

 

【会長】 

 よろしいですか。 

 

【A委員】 

 ありがとうございました。協会けんぽも 4月に受診券を送るので、やはり同じような

ことなのだなと思って。ありがとうございます。 

 

【会長】 

 他にどなたかご質問・ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

 

 Ⅳ. 令和 2年度国民健康保険税 

 

【会長】 

 それでは、次に議事Ⅳです。令和 2年度国民健康保険税について事務局から説明をお

願いいたします。 

 

【事務局】 

 資料の 24 ページでございます。ここはおさらいなところであるのですけれども、広

域化後の国保財政の仕組み（イメージ）ということで再度おさらいをさせていただきた

いと思います。 

 広域化後、佐賀県が財政運営の責任主体となり、市町ごとの国保事業費納付金の額の

決定、また保険給付に必要な額を、全額、市町に対して支払うという保険給付費等交付

金の交付という仕組みが入りまして、国保財政の「入」と「出」を管理するようになり
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ました。 

 市町は佐賀県が市町ごとに決定した納付金を佐賀県に納付するということになって

おります。ここでは図に書いてある通りでございますが、それぞれの市町国保特別会計

の上に佐賀県国保特別会計というのがおきております。佐賀県の特別会計の方にこれま

で市町に直接流れてきていた国庫負担金、これは定率分といわれるもので、たとえば医

療費の 32％を国が給付したりしている部分とか、そういったものをこれまで市町が受

けておりましたが、こういったものは県が受けとめるということです。収入の分でも当

然公費というのがあるのですが、保険税の軽減分というものがございます。いわゆる低

所得者に対する軽減分の公費、こういったものは市に直接入って参ります。多くが佐賀

県の方に公費として入ってくるようになりましたので、佐賀県がそういったものもすべ

て差引きして各 20 市町に対する交付金を決め、我々はその納付金を納めると、一方で

県としては納付金をいただいた以上は保険給付に必要な費用を全額市町へ責任を持っ

て交付をするという責任が起きております。また災害等による保険料の減免額が多額で

あることや、市町における保健事業を支援するなど、市町に特別な事情がある場合には

その事情を考慮して交付する特別の交付金の部分もあります。 

 25ページです。同じような説明の図になりますが、まず佐賀県、それと 20市町、こ

こには○市、△市、◇町と書いてあります、その下に住民があります。佐賀県は納付金

を提示する、これは市町ごとの納付金を決定します。医療費水準・所得水準を反映して

納付金を提示します。と同時にこの納付金を納めるために、各市町ごとに標準保険税率

というものを提示します。これは各市町が納付金を納めるためにどのくらいの標準保険

税率、保険税をかけたらいいですよという目安となるものです。今年度でいえば令和 2

年 1月に国が示す確定係数を用いて最終的な標準保険税率が算定されます。この標準保

険税率を参考にしながら住民に保険税を賦課いたします。住民の方はそれを納めるとい

うことで市町が徴収をして、その財源をもとに県から示された納付金をお支払いすると

いうことになります。ここまではこれまでのおさらいということです。 

 26 ページ。では令和 2 年度、来年度の佐賀市国民健康保険税がどうなるかという考

え方でございます。まず、基本的な保険税の決め方というのがあります。年間で必要な

療養給付費の総額を見込み、公費を差し引いた額を保険税で賄わなければなりません。

保険税は所得割、均等割、平等割から構成されまして、それぞれの保険税率（税額）は

保険税賦課総額を賦課割合で配分し、決定するということになっております。ここに賦

課割合と書いてありますが、棒で示しております賦課割合ですが、基本的には保険税を

決定したら所得に応じて50％を賦課しなければならない。さらに1人ひとりに対して、

被保険者数に応じて賦課するのが均等割といわれる、これが 30％です。それと、各世

帯ごとに賦課をする分が保険税の 20％、これが基本になります。ここで保険税の決め

方で重要になりますのが、実は赤文字で書いております予定収納率です。簡単にいえば

保険税収納額 100 億円必要だったとします。佐賀市は予定収納率 97％まで設定するこ
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とができます。100 億円必要だけれども、実際は 97％しか入らないのです。そうしま

すと賦課する場合は 103億円、これを割戻しますと 103億円賦課しなければならない。

結果として 103億円の 97％を納めていただければ 100億円納めることができる。とな

りますとこの予定収納率をいかに高く維持しておくかということがキーになってくる

と、例えば他都市では 94％の自治体もあります。そうなりますと 100 億円収めなけれ

ばならないと、ところがうちの収納率は 94％だと、これ割り戻しますと 106 億円賦課

しなければならないということになりますので、いかに収納率を高くするということは、

保険税を抑えることができるかということになるかと思います。この 2段目のところに

書いておりますが、どうすると保険税を抑えることができるか。まずはやはり効果的な

医療費適正化策を行うことで保険給付費を抑える。県広域化後も令和 9年度、8年後ま

では保険税一本化がなりません。各市町の保険税というのは各市町の医療給付費が反映

される形をとります。だんだんとそれを薄めてはいきますが、令和 9年度になれば全部

20市町、佐賀県全部みんなで賄いましょうと、支えましょうという制度。これが令和 9

年度まで続きますので、それまでは佐賀市は、もし極端に保険給付費を抑えることがで

きれば、佐賀市の保険税というのはその分安くなるということになります。 

 次に国が保険者努力支援制度、そういったものを広域化に合わせて制度として設けて

おります。これはどういうものかというと、例えば収納率が高いとか、特定健診の受診

率が高いとか、例えばジェネリックの医薬品の使用割合が高いとか、そういった保険者

に対してはインセンティブで努力に応じて公費が支払われるという制度がありますの

で、そういったものを活用してできるだけ歳入増を図っていくということです。それも

抑えることのひとつではないかなというふうに思います。 

 ③が先ほど申し上げましたように高い保険税収納率を維持することで、保険税賦課総

額を抑える。先ほどいった部分でございます。今後のスケジュールといたしましては、

まず 11 月末頃に提示される納付金。これは国が示す係数をもとに算定されますが、納

付金がまず決まりますと、標準保険税率がどのくらいになるかというのが決まります。

11月はあくまで仮係数というものです。さらに政府与党で税制改正大綱というのが 12

月に示されます。当然全国市長会等の動きとか、社会保障審議会・医療部会等の意見等

も参考にしながら、保険税の賦課限度額というのがあります。現在 96 万円が限度額に

なっておりますが、この上限額を来年はあとさらに 4万円引き上げようとか、3万円引

き上げようとか、そういう動きもあります。それに合わせて軽減措置もどうしようかと、

低所得者に対する軽減措置はどうしようかと、こういったものも税制改正大綱の中では

決まって参りますので、そういったものを参考にしながら、佐賀市としての保険税率を

来年度改定する必要があるかどうかを検討しなければいけません。 

 27 ページに、決定フローという形で示しております。左側が国の動き、真ん中が佐

賀県の動き、右側が佐賀市の動きということになります。令和元年の 8 月、今日は 7

月ですけれども、ここに第 1回国民健康保険事業の運営に関する協議会、これは今日で
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ございます。それと今年の 10 月、国の方から試算用の仮係数が示されます。その仮係

数をもとに試算をいたします。これは佐賀県がだいたい 11 月頃にそれを参考にしなが

ら納付金・標準保険税率の提示。この仮係数というのはいわゆる公費をどのくらい配分

して投入できるかとか、そういったものを、また診療報酬改定が来年度控えております。

そういったものも参考にしながら仮係数を示されるということになります。その仮係数

をもとに私ども佐賀市としては令和 2年度の保険税を検討します。ここに第 2回国民健

康保険事業の運営に関する協議会と書いてありますが、もし来年の保険税を改定しなけ

ればならないとなった場合には、この第 2 回を 11 月から 12 月の間で開催をさせてい

ただきます。最終的には本当に年末です、12 月の末ぐらいになると思いますが、ここ

でやっと確定係数、来年度はこのくらいの係数でなりますよということが出まして、こ

の確定係数をもとに佐賀県が年明け、令和 2年の 1月に最終的な納付金・標準保険税率

が確定します。これをもとに大きく変わるということはないと思いますが、これで最終

的に佐賀市の保険税はこれでいかざるをえないだろうということで第 3 回目の事業運

営に関する協議会を行うと。もしもう来年度は保険税を上げなくていいなという判断を

11月から 12月にした場合には、この第 2回をする必要がなくなりますので、通常の運

営協議会を年明け 1月か 2月にすればいいかなと思っております。保険税を上げなけれ

ばならないとなった場合には、もちろん下げるという場合も同じですが、保険税を変え

るということになれば第 2 回を 11 月から 12 月にいたしまして、第 3 回で市長の諮問

答申というかたちをとりまして、最終的には 3月議会にかけまして、条例改正、条例で

保険税決まっておりますので、条例改正議案を提出しまして保険税改定という動きとな

っております。来年度の国民健康保険税には税の決定をフローとしてはこういったかた

ちになっておりますが、私たちとして少し気になっておりますのが、年々1人あたり医

療費が上がっているという部分と、来年度は診療報酬改定を迎えます。この 2点が非常

に危惧しているところであります。いずれにしましても第 2回の通知が来たら保険税が

変わるのだなと、上がるか下がるかどちらかで変わるのだなというようなことになって

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。説明は以上です。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。議事Ⅳの令和 2年度の国民健康保険税についての説明でご

ざいましたけども、何か皆様からご意見・ご質問ございましたらお願いいたします。ご

ざいませんでしょうか。なかなかまだ、見えてこない、難しい部分もございますので、 

先ほど説明がありましたように改正の必要があるということであれば、11月、12月ぐ

らいに 2 回目の委員会を開くということでございますのでどうぞよろしくお願いいた

します。 

 

 Ⅴ. その他 
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【会長】 

それでは、最後です。その他でございますけれども、事務局から何かございますか。 

 

【事務局】 

 事務局からはございませんが、せっかくの機会ですので何かありましたら。 

 

【会長】 

 皆様方から何かご質問・ご意見、この機会ですので、ございましたらお願いしたいと

思います。ございますか。ないようでございましたら、これで終了したいと思いますけ

れども、よろしゅうございますか。 

 

【参加委員一同】 

はい。 

 

【会長】 

 それでは、お忙しい中お集まりいただきました。第 1回佐賀市国民健康保険事業の運

営に関する協議会につきましてはこれで終了したいと思います。どうもお疲れさまでご

ざいました。ありがとうございました。 

 

【司会者】 

 それでは、以上をもちまして、令和元年度第 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。長時間お疲れさまでございました。 

 

 


