
様式第様式第様式第様式第 3333 号号号号    

会会会会        議議議議        録録録録    

会会会会    議議議議    名名名名    

（（（（付属機関等名付属機関等名付属機関等名付属機関等名））））    

    

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度（（（（第第第第 1111 回回回回））））川西市国民健康保険運営協議会川西市国民健康保険運営協議会川西市国民健康保険運営協議会川西市国民健康保険運営協議会    

事事事事    務務務務    局局局局    （（（（担当課担当課担当課担当課））））    
健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部    保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課    （（（（内線内線内線内線２６２２２６２２２６２２２６２２））））    

    

開開開開    催催催催    日日日日    時時時時    
平成平成平成平成 22222222 年年年年 10101010 月月月月 6666 日日日日（（（（水水水水））））    午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分    

開開開開    催催催催    場場場場    所所所所    
川西市役所川西市役所川西市役所川西市役所    4444 階階階階    庁議室庁議室庁議室庁議室    

    

委委委委    員員員員    

中原中原中原中原    光治光治光治光治                三木三木三木三木    篤志篤志篤志篤志            四谷四谷四谷四谷    勲勲勲勲                    渡壁渡壁渡壁渡壁    長則長則長則長則    

中井中井中井中井    久子久子久子久子                薮内薮内薮内薮内    玲子玲子玲子玲子            釜本釜本釜本釜本    普子普子普子普子                橋本橋本橋本橋本    知浩知浩知浩知浩    

元木元木元木元木    祥博祥博祥博祥博                頭司頭司頭司頭司    康二康二康二康二            佐佐佐佐々々々々木忠利木忠利木忠利木忠利            藤原藤原藤原藤原    道昌道昌道昌道昌    

    

そそそそ    のののの    他他他他    

    

    

    

    

出出出出    

    

席席席席    

    

者者者者    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

大塩市長大塩市長大塩市長大塩市長        水田副市長水田副市長水田副市長水田副市長        健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長        健康生活健康生活健康生活健康生活室長室長室長室長        

保険収納課保険収納課保険収納課保険収納課長長長長        保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

保険年金課長補佐保険年金課長補佐保険年金課長補佐保険年金課長補佐            

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    
可可可可    

傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    
1111 人人人人    

    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可のののの

場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由    

    

    

    

会会会会    議議議議    次次次次    第第第第    

（（（（１１１１））））    平成平成平成平成 21212121 年度川西市国民健康保険事業特別会計決算年度川西市国民健康保険事業特別会計決算年度川西市国民健康保険事業特別会計決算年度川西市国民健康保険事業特別会計決算についについについについ

てててて    

    

（（（（２２２２））））    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度のののの税率改定見送税率改定見送税率改定見送税率改定見送りについてりについてりについてりについて（（（（経過説明経過説明経過説明経過説明））））    

（（（（３３３３））））    そのそのそのその他他他他    

    

会会会会    議議議議    結結結結    果果果果    

    



    

審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（１１１１））））    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

市長市長市長市長    

それではそれではそれではそれでは、、、、定刻定刻定刻定刻がががが参参参参りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、ただただただただ今今今今よりよりよりより平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第１１１１回回回回

目目目目のののの川西市国民健康保険運営協議会川西市国民健康保険運営協議会川西市国民健康保険運営協議会川西市国民健康保険運営協議会をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

    本日本日本日本日はははは、、、、大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいところごしいところごしいところごしいところご出席出席出席出席いただきましていただきましていただきましていただきまして誠誠誠誠にありがとうにありがとうにありがとうにありがとう

ございますございますございますございます。。。。  

     私私私私はははは事務局事務局事務局事務局をををを努努努努めますめますめますめます健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部 健康生活室健康生活室健康生活室健康生活室 保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長のののの作作作作

田田田田とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

本日本日本日本日のののの会議会議会議会議はははは、「、「、「、「川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用

要綱要綱要綱要綱」」」」第第第第５５５５条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして傍聴傍聴傍聴傍聴をををを認認認認めることとしておりますめることとしておりますめることとしておりますめることとしております

のでのでのでので、、、、ごごごご了承了承了承了承をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

  まずまずまずまず始始始始めにめにめにめに、、、、前会長前会長前会長前会長であるであるであるである安藤委員安藤委員安藤委員安藤委員のののの退任退任退任退任によりによりによりにより１１１１名名名名のののの方方方方にににに新新新新たにたにたにたに

委員委員委員委員をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。中原委員中原委員中原委員中原委員でございますでございますでございますでございます。。。。中原委員中原委員中原委員中原委員はははは平成平成平成平成

１１１１１１１１年年年年にににに民間企業民間企業民間企業民間企業をををを退職後退職後退職後退職後、、、、社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍しておられしておられしておられしておられ、、、、

兵庫県社会保険労務士会兵庫県社会保険労務士会兵庫県社会保険労務士会兵庫県社会保険労務士会のののの伊丹支部伊丹支部伊丹支部伊丹支部のののの前支部長前支部長前支部長前支部長でいらっしゃいましでいらっしゃいましでいらっしゃいましでいらっしゃいまし

たたたた。。。。 

    それではそれではそれではそれでは、、、、ただただただただ今今今今よりよりよりより新委員新委員新委員新委員であるであるであるである中原委員中原委員中原委員中原委員にににに市長市長市長市長よりよりよりより委嘱辞令委嘱辞令委嘱辞令委嘱辞令のののの

交付交付交付交付をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

  なおなおなおなお、、、、再任再任再任再任のののの方方方方につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状とととと辞令辞令辞令辞令をををを机机机机にににに交布交布交布交布させていさせていさせていさせてい

ただいておりますただいておりますただいておりますただいております。。。。    

             《《《《市長市長市長市長よりよりよりより委嘱辞令委嘱辞令委嘱辞令委嘱辞令のののの交付交付交付交付ありありありあり》》》》    

  ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、大塩市長大塩市長大塩市長大塩市長よりよりよりより、、、、皆様皆様皆様皆様にごあいさつをにごあいさつをにごあいさつをにごあいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。よよよよ

ろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。               

    あらためましてあらためましてあらためましてあらためまして皆様皆様皆様皆様、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。市長市長市長市長のののの大塩大塩大塩大塩でございますでございますでございますでございます。。。。    

  本日本日本日本日はははは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの第第第第 1 回目回目回目回目のののの国民健康保険運営協議会国民健康保険運営協議会国民健康保険運営協議会国民健康保険運営協議会というというというという

ことでことでことでことで開催開催開催開催させていただきましたところさせていただきましたところさせていただきましたところさせていただきましたところ、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方にはおにはおにはおにはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ごごごご出出出出

席席席席いただきましてありがとうございますいただきましてありがとうございますいただきましてありがとうございますいただきましてありがとうございます。。。。    

  委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、平素平素平素平素よりこのよりこのよりこのよりこの川西市政川西市政川西市政川西市政のののの国民健康国民健康国民健康国民健康

保険事業保険事業保険事業保険事業のののの運営運営運営運営にいろいろとごにいろいろとごにいろいろとごにいろいろとご尽力尽力尽力尽力、、、、またごまたごまたごまたご理解理解理解理解をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、

ごごごご協力協力協力協力をををを得得得得ていることにつきましてもていることにつきましてもていることにつきましてもていることにつきましても厚厚厚厚くおくおくおくお礼申礼申礼申礼申しあげたいとそのよしあげたいとそのよしあげたいとそのよしあげたいとそのよ

うにうにうにうに思思思思うところでございますうところでございますうところでございますうところでございます。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、このこのこのこの度度度度、、、、新新新新たにたにたにたに委員委員委員委員にごにごにごにご

就任就任就任就任いただきましたいただきましたいただきましたいただきました中原様中原様中原様中原様につきましてもどうぞよろしくおにつきましてもどうぞよろしくおにつきましてもどうぞよろしくおにつきましてもどうぞよろしくお願願願願いをいをいをいを申申申申

しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

  さてさてさてさて、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険はははは、、、、国民皆保険制度国民皆保険制度国民皆保険制度国民皆保険制度のののの基盤基盤基盤基盤でもございましてでもございましてでもございましてでもございまして、、、、

安定的安定的安定的安定的なななな運営運営運営運営がががが求求求求められているところでございますめられているところでございますめられているところでございますめられているところでございます。。。。このためこのためこのためこのため、、、、国国国国    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（２２２２））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

    

におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のののの廃止後廃止後廃止後廃止後のののの新新新新たなたなたなたな制度制度制度制度のののの具体的具体的具体的具体的

なありなありなありなあり方方方方についてについてについてについて、、、、市町村国保市町村国保市町村国保市町村国保のありのありのありのあり方方方方をををを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、検討検討検討検討をををを高齢者高齢者高齢者高齢者

医療制度改革会議医療制度改革会議医療制度改革会議医療制度改革会議ということにおいてということにおいてということにおいてということにおいて進進進進められておるところでございめられておるところでございめられておるところでございめられておるところでござい

ますますますます。。。。    

  本市本市本市本市におきまにおきまにおきまにおきましてもしてもしてもしても、、、、昨年昨年昨年昨年のののの１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日にににに、、、、国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの税税税税

率等率等率等率等のののの改定改定改定改定につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、当運営協議会当運営協議会当運営協議会当運営協議会よりごよりごよりごよりご答申答申答申答申をいただいたとこをいただいたとこをいただいたとこをいただいたとこ

ろでございましてろでございましてろでございましてろでございまして、、、、私私私私といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、そのそのそのその答申答申答申答申をををを尊重尊重尊重尊重させていたさせていたさせていたさせていた

だきましてだきましてだきましてだきまして、、、、条例条例条例条例のののの改正改正改正改正についてについてについてについて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの調整調整調整調整というものをというものをというものをというものを進進進進めめめめ

てまいったところでございますけれどもてまいったところでございますけれどもてまいったところでございますけれどもてまいったところでございますけれども、、、、当時当時当時当時のののの厳厳厳厳しいしいしいしい経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢またまたまたまた

政権交代政権交代政権交代政権交代にににに伴伴伴伴いますいますいますいます医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革のののの見通見通見通見通しというのがしというのがしというのがしというのが非常非常非常非常にににに不透明不透明不透明不透明でででで

あったあったあったあった、、、、そのようなことからそのようなことからそのようなことからそのようなことから、、、、見送見送見送見送りをさせていただいたところでごりをさせていただいたところでごりをさせていただいたところでごりをさせていただいたところでご

ざいますざいますざいますざいます。。。。    

  しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、今年度中今年度中今年度中今年度中にはにはにはには国国国国におけますにおけますにおけますにおけます医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革のののの最終最終最終最終とりとりとりとり

まとめがなされるまとめがなされるまとめがなされるまとめがなされることことことこと、、、、またまたまたまた、、、、このあとこのあとこのあとこのあと報告報告報告報告させていただきますけれさせていただきますけれさせていただきますけれさせていただきますけれ

どもどもどもども２１２１２１２１年度年度年度年度のののの決算決算決算決算をををを総合的総合的総合的総合的にににに勘案勘案勘案勘案をさせていただいたときにをさせていただいたときにをさせていただいたときにをさせていただいたときに、、、、あらあらあらあら

ためてためてためてためて皆様方皆様方皆様方皆様方にごにごにごにご審議審議審議審議をいただかなければならないとをいただかなければならないとをいただかなければならないとをいただかなければならないと、、、、そのようにそのようにそのようにそのように思思思思

っているところでございますっているところでございますっているところでございますっているところでございます。。。。誠誠誠誠にににに勝手勝手勝手勝手なおなおなおなお願願願願いでございますけれどいでございますけれどいでございますけれどいでございますけれど

もももも、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ諸般諸般諸般諸般のののの事情事情事情事情をごをごをごをご賢察賜賢察賜賢察賜賢察賜りましてりましてりましてりまして、、、、ごごごご理解理解理解理解、、、、ごごごご協力協力協力協力をいただをいただをいただをいただ

きますことをきますことをきますことをきますことを、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、開会開会開会開会にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして

甚甚甚甚だだだだ簡単簡単簡単簡単ではございますけれどもではございますけれどもではございますけれどもではございますけれども私私私私からのごからのごからのごからのご挨拶挨拶挨拶挨拶とさせていたとさせていたとさせていたとさせていた            

だきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

    それではそれではそれではそれでは、、、、改改改改めましめましめましめましてててて私私私私のののの方方方方からからからから委員委員委員委員のののの方方方方々々々々をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介させていたださせていたださせていたださせていただ

きますきますきますきます。。。。 

  まずまずまずまず、「、「、「、「公益公益公益公益をををを代表代表代表代表するするするする委員委員委員委員」」」」としてとしてとしてとして、、、、中原委員中原委員中原委員中原委員でございますでございますでございますでございます。。。。同同同同

じくじくじくじく四谷委員四谷委員四谷委員四谷委員でございますでございますでございますでございます。。。。同同同同じくじくじくじく渡壁委員渡壁委員渡壁委員渡壁委員でございますでございますでございますでございます。。。。同同同同じくじくじくじく中中中中

井委員井委員井委員井委員でございますでございますでございますでございます。。。。    

  次次次次にににに「「「「被保険者被保険者被保険者被保険者をををを代表代表代表代表するするするする委員委員委員委員」」」」としてとしてとしてとして、、、、藪内委員藪内委員藪内委員藪内委員でございますでございますでございますでございます。。。。

同同同同じくじくじくじく釜本委員釜本委員釜本委員釜本委員でございますでございますでございますでございます。。。。同同同同じくじくじくじく橋本委員橋本委員橋本委員橋本委員でございますでございますでございますでございます。。。。増井委増井委増井委増井委

員員員員はははは所用所用所用所用のためごのためごのためごのためご欠席欠席欠席欠席でいらっしゃいますでいらっしゃいますでいらっしゃいますでいらっしゃいます。。。。    

  次次次次にににに、「、「、「、「保険医保険医保険医保険医・・・・薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師をををを代表代表代表代表するするするする委員委員委員委員」」」」としてとしてとしてとして、、、、医師会医師会医師会医師会のののの三木委三木委三木委三木委

員員員員でございますでございますでございますでございます。。。。同同同同じくじくじくじく医師会医師会医師会医師会のののの元木委員元木委員元木委員元木委員でございますでございますでございますでございます。。。。歯科医師会歯科医師会歯科医師会歯科医師会

のののの頭司委員頭司委員頭司委員頭司委員でございでございでございでございますますますます。。。。薬剤師会薬剤師会薬剤師会薬剤師会のののの水和委員水和委員水和委員水和委員はははは所用所用所用所用のためごのためごのためごのためご欠席欠席欠席欠席とととと

いうことでございますいうことでございますいうことでございますいうことでございます。。。。    

  次次次次にににに「「「「被用者保険等保険者被用者保険等保険者被用者保険等保険者被用者保険等保険者をををを代表代表代表代表するするするする委員委員委員委員」」」」としてとしてとしてとして、、、、佐佐佐佐々々々々木委員木委員木委員木委員でででで    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（３３３３））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

会長会長会長会長    

    

ございますございますございますございます。。。。藤原委員藤原委員藤原委員藤原委員でございますでございますでございますでございます。。。。    

  それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次にににに、、、、市及市及市及市及びびびび事務局職員事務局職員事務局職員事務局職員よりよりよりより自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき

ますますますます。。。。    

             ※※※※各自自己紹介各自自己紹介各自自己紹介各自自己紹介（（（（市長市長市長市長、、、、水田副市長水田副市長水田副市長水田副市長、、、、今北部長今北部長今北部長今北部長、、、、山本室長山本室長山本室長山本室長、、、、

山田課長山田課長山田課長山田課長））））    

         事務局紹介事務局紹介事務局紹介事務局紹介（（（（船木課長補佐船木課長補佐船木課長補佐船木課長補佐、、、、綿越主査綿越主査綿越主査綿越主査））））    

                            《《《《市長退席市長退席市長退席市長退席》》》》 

     

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、会長会長会長会長のののの選出選出選出選出にににに入入入入るわけでございますがるわけでございますがるわけでございますがるわけでございますが、、、、会長会長会長会長のののの選出選出選出選出にににに

つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、国民健康保険法施行令第国民健康保険法施行令第国民健康保険法施行令第国民健康保険法施行令第５５５５条条条条によりによりによりにより、「、「、「、「公益公益公益公益をををを代表代表代表代表すすすす

るるるる委員委員委員委員」」」」のののの中中中中からからからから選出選出選出選出することになっておりますすることになっておりますすることになっておりますすることになっております。。。。今回今回今回今回、、、、選出選出選出選出のののの方法方法方法方法

はははは、、、、いかがいたしましょうかいかがいたしましょうかいかがいたしましょうかいかがいたしましょうか。。。。               

＜＜＜＜事務局一任事務局一任事務局一任事務局一任のののの声声声声ありありありあり＞＞＞＞ 

     

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。事務局一任事務局一任事務局一任事務局一任のののの声声声声をいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたので、、、、事事事事

務局務局務局務局よりよりよりより会長就任会長就任会長就任会長就任のおのおのおのお願願願願いをさせていただきたいといをさせていただきたいといをさせていただきたいといをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。会長会長会長会長にににに

中原委員中原委員中原委員中原委員をおをおをおをお願願願願いいたしたいといいたしたいといいたしたいといいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。中原委員中原委員中原委員中原委員ごごごご了解了解了解了解いただけまいただけまいただけまいただけま

すでしょうかすでしょうかすでしょうかすでしょうか。。。。                         

【【【【中原委員了解中原委員了解中原委員了解中原委員了解するするするする】】】】 

     

よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

  会議会議会議会議のののの進行進行進行進行をををを会長会長会長会長におにおにおにお願願願願いいたしますのでいいたしますのでいいたしますのでいいたしますので、、、、中原委員中原委員中原委員中原委員はははは会長席会長席会長席会長席へへへへ移移移移

動動動動をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。                                

※ 中原会長中原会長中原会長中原会長、、、、会長席会長席会長席会長席にににに着着着着くくくく 

    

それではごそれではごそれではごそれではご挨拶挨拶挨拶挨拶のほうどうぞよろしくおのほうどうぞよろしくおのほうどうぞよろしくおのほうどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

【【【【中原会長中原会長中原会長中原会長あいさつあいさつあいさつあいさつ】】】】    

    それではそれではそれではそれでは議事議事議事議事をすすめたいとをすすめたいとをすすめたいとをすすめたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども。。。。次次次次にににに副会長副会長副会長副会長のののの選出選出選出選出

をををを行行行行ないたいとないたいとないたいとないたいと思思思思いますいますいますいます。。。。副会長副会長副会長副会長につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、慣例慣例慣例慣例によりによりによりにより医師会医師会医師会医師会

のののの会長会長会長会長におにおにおにお願願願願いをしておりますいをしておりますいをしておりますいをしております。。。。    

  私私私私のほのほのほのほうよりうよりうよりうより、、、、副会長副会長副会長副会長にににに医師会会長医師会会長医師会会長医師会会長のののの三木委員三木委員三木委員三木委員におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思

いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。                      

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（４４４４））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

※※※※三木副会長三木副会長三木副会長三木副会長、、、、副会長席副会長席副会長席副会長席につくにつくにつくにつく                                                                                 

  それではそれではそれではそれでは次次次次にですねにですねにですねにですね、、、、本会議本会議本会議本会議のののの署名委員署名委員署名委員署名委員をををを選出選出選出選出をさせていただきたをさせていただきたをさせていただきたをさせていただきた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私からからからから指名指名指名指名をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも

ごごごご異議異議異議異議ございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうか。。。。    

                  ＜＜＜＜異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり＞＞＞＞    

  異議異議異議異議なしとのおなしとのおなしとのおなしとのお声声声声をいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたので、、、、指名指名指名指名をさせていただきたをさせていただきたをさせていただきたをさせていただきた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、橋本委員橋本委員橋本委員橋本委員とととと元木委員元木委員元木委員元木委員をををを署名委員署名委員署名委員署名委員にににに指名指名指名指名いたいたいたいた

しますのでしますのでしますのでしますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        

  それではですねそれではですねそれではですねそれではですね、、、、議題議題議題議題にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして進行進行進行進行させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    まずまずまずまず協議事項協議事項協議事項協議事項。。。。本日本日本日本日２２２２２２２２年度年度年度年度のののの第第第第１１１１回回回回ということになっておりますということになっておりますということになっておりますということになっております

のでのでのでので、、、、まずはまずはまずはまずは第第第第１１１１のののの「「「「２１２１２１２１年度国民健康保険事業特別会計決算年度国民健康保険事業特別会計決算年度国民健康保険事業特別会計決算年度国民健康保険事業特別会計決算についについについについ

てててて」」」」これをこれをこれをこれを議題議題議題議題としたいととしたいととしたいととしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。 

    まずまずまずまず説明説明説明説明にににに先立先立先立先立ちましてちましてちましてちまして、、、、会議開催会議開催会議開催会議開催のののの案内案内案内案内ではではではでは、、、、会議資料会議資料会議資料会議資料をですねをですねをですねをですね、、、、

事前事前事前事前におにおにおにお送送送送りするりするりするりする旨旨旨旨ごごごご案内案内案内案内しておったんですけれどもしておったんですけれどもしておったんですけれどもしておったんですけれども、、、、私私私私どものどものどものどもの不手不手不手不手

際際際際でででで本日本日本日本日、、、、当日当日当日当日のののの配布配布配布配布になってしまいましたになってしまいましたになってしまいましたになってしまいました。。。。大変申大変申大変申大変申しししし訳訳訳訳ございませございませございませございませ

んんんん。。。。深深深深くおくおくおくお詫詫詫詫びいたしますびいたしますびいたしますびいたします。。。。    

    それではそれではそれではそれでは配布配布配布配布しておりますしておりますしておりますしております資料資料資料資料のののの確認確認確認確認をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

まずまずまずまず当会議当会議当会議当会議ののののレジメレジメレジメレジメでございますでございますでございますでございます。。。。次次次次にににに資料資料資料資料１１１１といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして「「「「国民国民国民国民

健康保険事業特別会計決算健康保険事業特別会計決算健康保険事業特別会計決算健康保険事業特別会計決算のののの状況状況状況状況」」」」というのがあるかとというのがあるかとというのがあるかとというのがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次

にににに資料資料資料資料２２２２「「「「川西市国民健康保険税川西市国民健康保険税川西市国民健康保険税川西市国民健康保険税のののの税率等税率等税率等税率等のののの改定改定改定改定についてについてについてについて（（（（答申答申答申答申）」。）」。）」。）」。

昨年昨年昨年昨年のののの答申答申答申答申でございますでございますでございますでございます。。。。資料資料資料資料３３３３といといといといたたたたししししましてましてましてまして「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度川西年度川西年度川西年度川西

市国民健康保険運営協議会市国民健康保険運営協議会市国民健康保険運営協議会市国民健康保険運営協議会スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案）」）」）」）」ということでということでということでということで、、、、今後今後今後今後

のののの会議会議会議会議ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））をををを示示示示させていただいておりまさせていただいておりまさせていただいておりまさせていただいておりま                        

すすすす。。。。次次次次にににに資料資料資料資料４４４４「「「「中間中間中間中間とりまとめのとりまとめのとりまとめのとりまとめのポイントポイントポイントポイント」」」」というのがありますというのがありますというのがありますというのがあります。。。。

これはこれはこれはこれは国国国国のののの高齢者制度高齢者制度高齢者制度高齢者制度のののの改革会議改革会議改革会議改革会議のののの中間中間中間中間とりまとめがなされましてとりまとめがなされましてとりまとめがなされましてとりまとめがなされまして、、、、

それのそれのそれのそれのポイントポイントポイントポイントとととといいいいうううう資料資料資料資料でございますでございますでございますでございます。。。。    

    それとそれとそれとそれと、、、、本日冊子本日冊子本日冊子本日冊子になっておりますになっておりますになっておりますになっております、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度（（（（２１２１２１２１年度実績年度実績年度実績年度実績

のものですけどのものですけどのものですけどのものですけど））））国民健康保険事業概要国民健康保険事業概要国民健康保険事業概要国民健康保険事業概要というのをおというのをおというのをおというのをお渡渡渡渡ししておりまししておりまししておりまししておりま

すすすす。。。。そしてもうそしてもうそしてもうそしてもう一一一一つつつつ。「。「。「。「国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの安定安定安定安定をををを求求求求めてめてめてめて」」」」というというというという国保中国保中国保中国保中

央会央会央会央会からのからのからのからの資料資料資料資料をおをおをおをお配配配配りしておりしておりしておりしておりりりりますますますます。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたし

ますますますます。。。。    

    それではそれではそれではそれでは協議事項協議事項協議事項協議事項１１１１「「「「平成平成平成平成２１２１２１２１年度国民健康保険事業特別会計決算年度国民健康保険事業特別会計決算年度国民健康保険事業特別会計決算年度国民健康保険事業特別会計決算    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（５５５５））））    

    についてについてについてについて」」」」とととということでいうことでいうことでいうことで報告報告報告報告させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

        資資資資料料料料１１１１をおをおをおをお手元手元手元手元におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    まずまずまずまず、、、、事業事業事業事業のののの概要概要概要概要といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの現状現状現状現状というかたというかたというかたというかた

ちでちでちでちで第第第第４４４４－－－－１１１１表表表表でまとめさせていただいておりますでまとめさせていただいておりますでまとめさせていただいておりますでまとめさせていただいております。。。。    

        それはそれはそれはそれは、、、、川西市川西市川西市川西市のののの資料資料資料資料ではではではでは決決決決してございませんしてございませんしてございませんしてございません。。。。国国国国のののの統計資料統計資料統計資料統計資料にににに基基基基

づいておづいておづいておづいてお示示示示ししておりますししておりますししておりますししております。。。。    

    制度発足当時制度発足当時制度発足当時制度発足当時とくらべてとくらべてとくらべてとくらべて、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの割合割合割合割合がががが非常非常非常非常にににに増加増加増加増加しておりまししておりまししておりまししておりまし

てててて、、、、無職者等無職者等無職者等無職者等のののの割合割合割合割合がががが非常非常非常非常にににに増増増増えておるえておるえておるえておる状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点

があのがあのがあのがあの被用者被用者被用者被用者のののの割合割合割合割合がががが大大大大きくきくきくきく増増増増えていっているところでございますえていっているところでございますえていっているところでございますえていっているところでございます。。。。

社会保険社会保険社会保険社会保険のののの適用状況適用状況適用状況適用状況にににに何何何何らかのらかのらかのらかの推移推移推移推移があったのかなというふうにもがあったのかなというふうにもがあったのかなというふうにもがあったのかなというふうにも思思思思

っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        次次次次でございますでございますでございますでございます。。。。被保険者数被保険者数被保険者数被保険者数のののの状況状況状況状況というかたちでというかたちでというかたちでというかたちでグラフグラフグラフグラフにさせてにさせてにさせてにさせて

いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度にににに大大大大きなきなきなきな増減増減増減増減がございますのはがございますのはがございますのはがございますのは新新新新

しいしいしいしい医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革によりましてによりましてによりましてによりまして被保険者数等被保険者数等被保険者数等被保険者数等がががが動動動動いておるものでございておるものでございておるものでございておるものでござ

いますいますいますいます。。。。    

        ２０２０２０２０年年年年・・・・２１２１２１２１年年年年のののの状況状況状況状況でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、総数総数総数総数はははは退職退職退職退職ともにともにともにともに若干減少若干減少若干減少若干減少

傾向傾向傾向傾向にあるところでございますにあるところでございますにあるところでございますにあるところでございます。。。。これはこれはこれはこれは後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療制度制度制度制度ができてができてができてができて

おりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、７５７５７５７５歳到達者歳到達者歳到達者歳到達者がががが誕生日誕生日誕生日誕生日になりましたらになりましたらになりましたらになりましたら、、、、７５７５７５７５歳歳歳歳になりになりになりになり

ましたらましたらましたらましたら後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のほうへのほうへのほうへのほうへ移移移移っていくためっていくためっていくためっていくため減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にあるにあるにあるにある

というというというという事事事事でございますでございますでございますでございます。。。。    

        次次次次ののののページページページページをよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。                                                    

        ２２２２ページページページページとととと３３３３ページページページページをををを合合合合わせてわせてわせてわせて見見見見ていただくことになりますていただくことになりますていただくことになりますていただくことになります。。。。    

        決算規模決算規模決算規模決算規模とととと決算収支決算収支決算収支決算収支ということでということでということでということで説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

        平成平成平成平成２１２１２１２１年度決算規模年度決算規模年度決算規模年度決算規模はははは歳入歳入歳入歳入でででで１５１１５１１５１１５１億億億億２２２２，，，，６８２６８２６８２６８２万万万万３３３３千円千円千円千円、、、、歳出歳出歳出歳出

でででで１５３１５３１５３１５３億億億億８８８８，，，，５７４５７４５７４５７４万万万万７７７７千円千円千円千円、、、、となっておりましてとなっておりましてとなっておりましてとなっておりまして前年度前年度前年度前年度にくらべにくらべにくらべにくらべ

歳入歳入歳入歳入がががが１１１１．．．．２２２２％％％％のののの減減減減。。。。歳出歳出歳出歳出がががが００００．．．．８８８８％％％％のののの増増増増となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

    第第第第４４４４－－－－３３３３。。。。隣隣隣隣ののののページページページページのののの表表表表でございますでございますでございますでございます。。。。歳入歳入歳入歳入でででで４４４４番番番番のののの療養給付費療養給付費療養給付費療養給付費

等交付金等交付金等交付金等交付金のののの大幅大幅大幅大幅なななな減少減少減少減少。。。。５５５５番番番番のののの前期高齢者交付金前期高齢者交付金前期高齢者交付金前期高齢者交付金やややや７７７７番番番番のののの共同事業交共同事業交共同事業交共同事業交

付金付金付金付金のののの増加増加増加増加。。。。歳出歳出歳出歳出のほうでのほうでのほうでのほうで５５５５番番番番のののの老人保健拠出金老人保健拠出金老人保健拠出金老人保健拠出金、、、、６６６６番番番番のののの介護納付金介護納付金介護納付金介護納付金

のののの過年度清算過年度清算過年度清算過年度清算にともなうにともなうにともなうにともなう大幅大幅大幅大幅なななな減少減少減少減少。。。。７７７７番番番番のののの共同事業拠出金共同事業拠出金共同事業拠出金共同事業拠出金のののの増加増加増加増加なななな

どどどど歳入歳出歳入歳出歳入歳出歳入歳出でででで大幅大幅大幅大幅なななな変動変動変動変動がががが見見見見られておられておられておられておりりりりますますますます。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度におきまにおきまにおきまにおきま

してもしてもしてもしても、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月のののの医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革がががが歳入歳入歳入歳入ではではではでは療養給付費等交付療養給付費等交付療養給付費等交付療養給付費等交付

金金金金とととと前期高齢者交付金前期高齢者交付金前期高齢者交付金前期高齢者交付金、、、、歳出歳出歳出歳出でででで後期高齢者支援金後期高齢者支援金後期高齢者支援金後期高齢者支援金とととと老人保健拠出老人保健拠出老人保健拠出老人保健拠出金金金金にににに

大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（６６６６））））    

        具体的具体的具体的具体的にはですねにはですねにはですねにはですね、、、、保険給付保険給付保険給付保険給付とととと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは３３３３月月月月－－－－２２２２月月月月をををを１１１１年度年度年度年度とととと    

してしてしてして考考考考えておるのでございますがえておるのでございますがえておるのでございますがえておるのでございますが、、、、医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革はははは２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月からからからから実実実実

施施施施されたためされたためされたためされたため２０２０２０２０年度実績年度実績年度実績年度実績にはにはにはには３３３３月分月分月分月分がですねがですねがですねがですね、、、、旧制度旧制度旧制度旧制度のののの給付給付給付給付となっとなっとなっとなっ

ておるためておるためておるためておるため、、、、新制度新制度新制度新制度にににに関係関係関係関係するするするする収入支出収入支出収入支出収入支出のののの部分部分部分部分でででで１１１１１１１１ケケケケ月分月分月分月分のののの計算計算計算計算にににに

なっておるところがございますなっておるところがございますなっておるところがございますなっておるところがございます。。。。それそれそれそれでででで大大大大きくきくきくきく差差差差がががが生生生生じておるところじておるところじておるところじておるところ

でございますでございますでございますでございます。。。。    

            またまたまたまた、、、、税収税収税収税収についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが、、、、４４４４－－－－３３３３のののの図図図図のとおりのとおりのとおりのとおり長引長引長引長引くくくく不不不不

況況況況のののの影響等影響等影響等影響等にににによりよりよりより収納率収納率収納率収納率がががが引引引引きききき続続続続きききき低下低下低下低下しておるというようなしておるというようなしておるというようなしておるというような状況状況状況状況にににに

ありますありますありますあります。。。。    

   第第第第４４４４－－－－２２２２表表表表をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。決算規模決算規模決算規模決算規模とととと収支収支収支収支のののの状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。    

    収入決算額収入決算額収入決算額収入決算額からからからから歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた歳入歳出差引簿歳入歳出差引簿歳入歳出差引簿歳入歳出差引簿、、、、形式収支形式収支形式収支形式収支

はははは２２２２億億億億５５５５，，，，８９２８９２８９２８９２万万万万４４４４千円千円千円千円ののののマイナスマイナスマイナスマイナスになっておりましてになっておりましてになっておりましてになっておりまして平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年

度度度度からからからから繰上充繰上充繰上充繰上充用用用用をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。翌年度精算額翌年度精算額翌年度精算額翌年度精算額をををを加加加加えたえたえたえた実質収支実質収支実質収支実質収支はははは        

２２２２億億億億９９９９，，，，４２３４２３４２３４２３万万万万２２２２千円千円千円千円のののの赤字赤字赤字赤字となってございとなってございとなってございとなってございまままますすすす。。。。    

    そそそそれではれではれではれでは４４４４ページページページページをおをおをおをお開開開開きいただけますでしょうかきいただけますでしょうかきいただけますでしょうかきいただけますでしょうか。。。。    

    第第第第４４４４－－－－４４４４表表表表をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。一般会計繰入金一般会計繰入金一般会計繰入金一般会計繰入金のののの状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。    

    川西市川西市川西市川西市といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、法令基準法令基準法令基準法令基準にににに基基基基づくづくづくづく繰出繰出繰出繰出しのみしのみしのみしのみ

をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    そのそのそのその他他他他、、、、財源補財源補財源補財源補てんてんてんてん的的的的なものなものなものなもの５５５５番番番番であげておりますのはであげておりますのはであげておりますのはであげておりますのは、、、、会社都合会社都合会社都合会社都合

によるによるによるによる退職退職退職退職、、、、リストラリストラリストラリストラ等等等等によるによるによるによる退職退職退職退職などによりなどによりなどによりなどにより国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険にににに加入加入加入加入すすすす

ることになったることになったることになったることになった被保険者被保険者被保険者被保険者などになどになどになどに対対対対するするするする減免減免減免減免のみをのみをのみをのみを計上計上計上計上してございましてございましてございましてございま

すすすす。。。。    

            ５５５５ページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

            さきほどさきほどさきほどさきほど、、、、歳入歳出決算歳入歳出決算歳入歳出決算歳入歳出決算のののの状況状況状況状況ということでということでということでということで国民健康保険事業全体国民健康保険事業全体国民健康保険事業全体国民健康保険事業全体

のののの状況状況状況状況をおをおをおをお話話話話したところでございますがしたところでございますがしたところでございますがしたところでございますが、、、、さらにそれをですねさらにそれをですねさらにそれをですねさらにそれをですね、、、、一般一般一般一般

被保険者分被保険者分被保険者分被保険者分、、、、退職被保険者分退職被保険者分退職被保険者分退職被保険者分、、、、後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分、、、、介護納付金分介護納付金分介護納付金分介護納付金分のののの

４４４４つにつにつにつに分類分類分類分類してしてしてして現在現在現在現在のののの経営状況経営状況経営状況経営状況をををを分析分析分析分析しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

            まずまずまずまず、、、、一般被保険者分一般被保険者分一般被保険者分一般被保険者分でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、第第第第４４４４－－－－５５５５表表表表のののの収支収支収支収支のののの欄欄欄欄をごをごをごをご

覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。形式収支形式収支形式収支形式収支といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、マイナスマイナスマイナスマイナス１１１１億億億億８８８８，，，，６３２６３２６３２６３２万万万万

８８８８千円千円千円千円のののの赤字赤字赤字赤字でございますでございますでございますでございます。。。。ただただただただ、、、、国庫負担金等国庫負担金等国庫負担金等国庫負担金等のののの現年度分現年度分現年度分現年度分のののの精算分精算分精算分精算分

としてとしてとしてとして２２２２，，，，１７７１７７１７７１７７万万万万５５５５千円千円千円千円をををを翌年度翌年度翌年度翌年度にににに返還返還返還返還することになりますためすることになりますためすることになりますためすることになりますため現現現現

年分精算後年分精算後年分精算後年分精算後のののの収支収支収支収支、、、、実質的実質的実質的実質的なななな収支収支収支収支はははは２２２２億億億億８１０８１０８１０８１０万万万万３３３３千円千円千円千円のののの赤字赤字赤字赤字でござでござでござでござ

いますいますいますいます。。。。    

    次次次次にににに、、、、退職被保険者分退職被保険者分退職被保険者分退職被保険者分のののの説明説明説明説明をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（７７７７））））    

        第第第第４４４４－－－－６６６６表表表表、、、、収支収支収支収支をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。退職被保険者分退職被保険者分退職被保険者分退職被保険者分のののの形式収支形式収支形式収支形式収支はははは        

１１１１，，，，５０９５０９５０９５０９万万万万１１１１千円千円千円千円のののの黒字黒字黒字黒字でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、退職者医療制度退職者医療制度退職者医療制度退職者医療制度はははは収支収支収支収支がががが００００

円円円円になるようにになるようにになるようにになるように翌年度翌年度翌年度翌年度でででで精算精算精算精算するするするする仕組仕組仕組仕組みとなっておりますのでみとなっておりますのでみとなっておりますのでみとなっておりますので、、、、平成平成平成平成２２２２

１１１１年度年度年度年度のののの現年分現年分現年分現年分のののの精算精算精算精算のののの収支収支収支収支もももも平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度でででで２２２２，，，，０１８０１８０１８０１８万万万万９９９９千円千円千円千円をををを返返返返

還還還還することなどからすることなどからすることなどからすることなどから収支収支収支収支はははは００００になるとになるとになるとになるといいいいうところでございますうところでございますうところでございますうところでございます。。。。    

     次次次次ののののページページページページをよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

        後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分でございますでございますでございますでございます。。。。第第第第４４４４－－－－７７７７表表表表、、、、収支収支収支収支をごをごをごをご覧覧覧覧くださくださくださくださ

いいいい。。。。後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分はははは歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額からからからから歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた額額額額            

１１１１億億億億４４４４，，，，７０７７０７７０７７０７万万万万５５５５千円千円千円千円ののののマイナスマイナスマイナスマイナスがががが実質収支実質収支実質収支実質収支でございますでございますでございますでございます。。。。    

      このこのこのこの赤字分赤字分赤字分赤字分がそのままがそのままがそのままがそのまま税収税収税収税収のののの不足不足不足不足であったというところでございまであったというところでございまであったというところでございまであったというところでございま

すすすす。。。。次次次次にににに介納付金分介納付金分介納付金分介納付金分でございますでございますでございますでございます。。。。    

      第第第第４４４４－－－－８８８８表表表表、、、、収支収支収支収支をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

            介護納付金分介護納付金分介護納付金分介護納付金分はははは、、、、歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額からからからから歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた額額額額            

４４４４，，，，９３８９３８９３８９３８万万万万８８８８千円千円千円千円にににに療養給付費交付金療養給付費交付金療養給付費交付金療養給付費交付金、、、、介護調整分介護調整分介護調整分介護調整分をををを加加加加えたえたえたえた                

５５５５，，，，４２９４２９４２９４２９万円万円万円万円がががが実質収支実質収支実質収支実質収支。。。。黒字黒字黒字黒字ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。    

      次次次次ののののページページページページをおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。７７７７ページページページページですですですです。。。。    

            第第第第４４４４－－－－９９９９表表表表をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

            さきほどさきほどさきほどさきほど説明説明説明説明させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました一般被保険者分一般被保険者分一般被保険者分一般被保険者分、、、、退職被保険者退職被保険者退職被保険者退職被保険者

分分分分、、、、後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分、、、、介護納付金分介護納付金分介護納付金分介護納付金分のののの現年分精算後現年分精算後現年分精算後現年分精算後のののの収支収支収支収支のののの合計合計合計合計でででで

ございますがございますがございますがございますが、、、、３３３３億億億億８８８８８８８８万万万万８８８８千円千円千円千円ののののマイナスマイナスマイナスマイナスでございますでございますでございますでございます。。。。これにこれにこれにこれに一般一般一般一般

被保険者被保険者被保険者被保険者からからからから退職被保険者退職被保険者退職被保険者退職被保険者へのへのへのへの切切切切りりりり替替替替ええええ等等等等によってによってによってによって生生生生じるじるじるじる国費国費国費国費のののの返還返還返還返還

額額額額、、、、交付金交付金交付金交付金のののの追加追加追加追加額額額額をををを加加加加えたえたえたえた２２２２億億億億９９９９，，，，４２３４２３４２３４２３万万万万２２２２千円千円千円千円をををを実質収支実質収支実質収支実質収支というというというという

ふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年度実質収支額年度実質収支額年度実質収支額年度実質収支額とととと平成平成平成平成２０２０２０２０年度実質収年度実質収年度実質収年度実質収

支額支額支額支額とのとのとのとの差額差額差額差額がががが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１年間年間年間年間のののの収支収支収支収支、、、、単年度実質収支単年度実質収支単年度実質収支単年度実質収支でございでございでございでござい

ましてましてましてまして１１１１億億億億６２１６２１６２１６２１万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。    

    以上以上以上以上がががが平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの国保国保国保国保のののの決算概要決算概要決算概要決算概要でございますでございますでございますでございます。。。。市議会市議会市議会市議会のほうでのほうでのほうでのほうで

もももも質問質問質問質問があったわけなんでございますががあったわけなんでございますががあったわけなんでございますががあったわけなんでございますが、、、、このこのこのこの赤字赤字赤字赤字がなぜがなぜがなぜがなぜ発生発生発生発生したのしたのしたのしたの

かかかか、、、、生生生生じたのかということでごじたのかということでごじたのかということでごじたのかということでござざざざいますいますいますいます。。。。    

        今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性、、、、見通見通見通見通しということでしということでしということでしということで、、、、最後説明最後説明最後説明最後説明させていただいておりさせていただいておりさせていただいておりさせていただいており

ますがますがますがますが、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険はははは平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革によによによによりりりり後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者

医療制度医療制度医療制度医療制度のののの創設創設創設創設、、、、６５６５６５６５歳歳歳歳からからからから７４７４７４７４歳歳歳歳までのまでのまでのまでの前期高齢者前期高齢者前期高齢者前期高齢者のののの負担調整制度負担調整制度負担調整制度負担調整制度なななな

どによってどによってどによってどによって、、、、そのそのそのその財政財政財政財政のののの仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化したところでございますしたところでございますしたところでございますしたところでございます。。。。

現行税率現行税率現行税率現行税率はそのはそのはそのはその変化変化変化変化にににに対応対応対応対応してしてしてして、、、、またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度末年度末年度末年度末のののの赤字解消赤字解消赤字解消赤字解消をはをはをはをは

かるためかるためかるためかるため、、、、設定設定設定設定したものでございますけれどもしたものでございますけれどもしたものでございますけれどもしたものでございますけれども、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの実質収実質収実質収実質収    
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支支支支はははは約約約約３３３３億円億円億円億円のののの赤字赤字赤字赤字というかたちになっておりますというかたちになっておりますというかたちになっておりますというかたちになっております。。。。このこのこのこの赤字赤字赤字赤字になっになっになっになっ

てございますがてございますがてございますがてございますが、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０・・・・２１２１２１２１年度国民健康保険年度国民健康保険年度国民健康保険年度国民健康保険のののの算出決算額算出決算額算出決算額算出決算額のののの約約約約

１１１１％％％％にににに相当相当相当相当するするするする部分部分部分部分なんでございますがなんでございますがなんでございますがなんでございますが、、、、このこのこのこの赤字赤字赤字赤字のののの主主主主なななな原因原因原因原因はははは税率税率税率税率

設定設定設定設定においてですねにおいてですねにおいてですねにおいてですね、、、、新制度下新制度下新制度下新制度下におけるにおけるにおけるにおける前期及前期及前期及前期及びびびび後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者のののの一人当一人当一人当一人当

たりたりたりたり給付費給付費給付費給付費のののの見込見込見込見込みとかですねみとかですねみとかですねみとかですね、、、、あとはさらにはあとはさらにはあとはさらにはあとはさらには一般被保険者一般被保険者一般被保険者一般被保険者とととと退職退職退職退職

被保険者被保険者被保険者被保険者のののの推移推移推移推移のののの見込見込見込見込みですねみですねみですねみですね、、、、そのへんがそのへんがそのへんがそのへんが充分充分充分充分ななななデータデータデータデータがががが得得得得られなられなられなられな

かったかったかったかった、、、、充分充分充分充分にににに見込見込見込見込むことができなかったことによるむことができなかったことによるむことができなかったことによるむことができなかったことによる赤字赤字赤字赤字、、、、それによそれによそれによそれによ

ってってってって赤字赤字赤字赤字がががが発生発生発生発生したのかなというふうにしたのかなというふうにしたのかなというふうにしたのかなというふうに分析分析分析分析してございますしてございますしてございますしてございます。。。。    

    以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

        どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。翌年度精算翌年度精算翌年度精算翌年度精算とかいろいろあってなとかいろいろあってなとかいろいろあってなとかいろいろあってな

かなかわかかなかわかかなかわかかなかわかりにくいりにくいりにくいりにくい所所所所がございますけれどもただがございますけれどもただがございますけれどもただがございますけれどもただ今今今今のののの説明説明説明説明につきましにつきましにつきましにつきまし

てててて、、、、何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見等意見等意見等意見等はございますでしょうかはございますでしょうかはございますでしょうかはございますでしょうか。。。。    

＜＜＜＜質問質問質問質問、、、、意見等意見等意見等意見等なしなしなしなし＞＞＞＞    

        ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。無無無無いようでしたらいようでしたらいようでしたらいようでしたら、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと私私私私のののの方方方方からよろしいからよろしいからよろしいからよろしい

ですかですかですかですか。。。。7 ページページページページのですねのですねのですねのですね、、、、最終的最終的最終的最終的なななな実質収支実質収支実質収支実質収支ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、２０２０２０２０年年年年

決算決算決算決算のののの１１１１億億億億８８８８千千千千８８８８百万百万百万百万のののの赤字赤字赤字赤字というのはというのはというのはというのは、、、、これはこれはこれはこれは２０２０２０２０年度単年度発生年度単年度発生年度単年度発生年度単年度発生

のものですかのものですかのものですかのものですか。。。。 

いえいえいえいえ、、、、累積累積累積累積でございますでございますでございますでございます。。。。    

  ２１２１２１２１年度年度年度年度はははは単年度単年度単年度単年度でできたものでございますでできたものでございますでできたものでございますでできたものでございます。。。。                                             

            でででで、、、、先程先程先程先程のおのおのおのお話話話話でででで、、、、当年度当年度当年度当年度、、、、精算精算精算精算するもんだというようなことでごするもんだというようなことでごするもんだというようなことでごするもんだというようなことでご

ざいますねざいますねざいますねざいますね、、、、残残残残っているっているっているっているんですねんですねんですねんですね、、、、わからないわからないわからないわからない部分部分部分部分がががが・・・・・・・・・・・・ 

   はいはいはいはい。。。。    

        でででで、、、、そのそのそのその見込見込見込見込みでみでみでみで、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、これがこれがこれがこれが少少少少しししし減減減減るとかるとかるとかるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは増増増増ええええ

るとかるとかるとかるとか、、、、逆逆逆逆にににに持持持持ちちちち出出出出しがあるのかしがあるのかしがあるのかしがあるのか、、、、そういうことはあるんでしょうかそういうことはあるんでしょうかそういうことはあるんでしょうかそういうことはあるんでしょうか。。。。    

        はいはいはいはい。。。。収支収支収支収支、、、、出出出出させていただいてますのはさせていただいてますのはさせていただいてますのはさせていただいてますのは、、、、２２２２ページページページページのののの、、、、第第第第４４４４－－－－２２２２

表表表表でででで、、、、ですねですねですねですね、、、、歳入歳入歳入歳入、、、、歳出歳出歳出歳出のののの決算額決算額決算額決算額のののの単純単純単純単純なななな引引引引きききき算算算算でででで、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはＣＣＣＣのののの

欄欄欄欄、、、、歳入歳出差歳入歳出差歳入歳出差歳入歳出差しししし引引引引きききき額額額額、、、、２２２２億億億億５５５５，，，，８９２８９２８９２８９２万万万万４４４４千円千円千円千円というようなというようなというようなというような状態状態状態状態、、、、

そこからそこからそこからそこから、、、、翌年度翌年度翌年度翌年度、、、、精算額精算額精算額精算額のののの３３３３，，，，５３０５３０５３０５３０万万万万８８８８千円千円千円千円、、、、これをこれをこれをこれを差差差差しししし引引引引いていていていて

ですねですねですねですね、、、、差差差差しししし引引引引いてというかいてというかいてというかいてというか、、、、まだこれだけまだこれだけまだこれだけまだこれだけ翌年度翌年度翌年度翌年度にににに支出支出支出支出しないといしないといしないといしないとい

けないことからけないことからけないことからけないことから、、、、このこのこのこの部分部分部分部分をををを加加加加えてえてえてえて、、、、赤字赤字赤字赤字としてとしてとしてとして、、、、２２２２億億億億９９９９，，，，４２３４２３４２３４２３万万万万

２２２２千千千千というというというという形形形形でででで報告報告報告報告させていただいてますさせていただいてますさせていただいてますさせていただいてます。。。。これこれこれこれ、、、、翌年度精算翌年度精算翌年度精算翌年度精算するするするする部部部部

分分分分とととと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、国庫負担金国庫負担金国庫負担金国庫負担金でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、退職被保険者退職被保険者退職被保険者退職被保険者にににに交付交付交付交付

されるされるされるされる療養給付等交付金療養給付等交付金療養給付等交付金療養給付等交付金のののの部分部分部分部分でございでございでございでござい    
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会長会長会長会長    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

ますますますます。。。。でででで、、、、先程先程先程先程、、、、会長会長会長会長からごからごからごからご指摘指摘指摘指摘いただいたいただいたいただいたいただいた部分部分部分部分、、、、たしかにまだたしかにまだたしかにまだたしかにまだ更更更更にににに

精算精算精算精算というのがございますというのがございますというのがございますというのがございます。。。。    

  例例例例ええええばばばば、、、、前期高齢者前期高齢者前期高齢者前期高齢者のののの調整交付金調整交付金調整交付金調整交付金のののの部分部分部分部分ですですですです。。。。もしくはもしくはもしくはもしくは、、、、後期高齢後期高齢後期高齢後期高齢

者者者者のののの支援金支援金支援金支援金といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは２２２２年後精算年後精算年後精算年後精算のののの形形形形をとりますをとりますをとりますをとります。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、今今今今

年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの例例例例えばえばえばえば、、、、後期高齢者支援分後期高齢者支援分後期高齢者支援分後期高齢者支援分というのはですねというのはですねというのはですねというのはですね、、、、

２２２２２２２２年度年度年度年度のののの概算額概算額概算額概算額、、、、概算概算概算概算でこれくらいでこれくらいでこれくらいでこれくらい払払払払いなさいといなさいといなさいといなさいと国国国国からからからから言言言言ってきてってきてってきてってきて

るるるる分分分分とととと、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの精算分精算分精算分精算分をををを加加加加えてえてえてえて、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度のののの請求請求請求請求をををを行行行行なってなってなってなって

いるわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。でででで、、、、他他他他にににに、、、、前期前期前期前期のののの調整金調整金調整金調整金につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、これはこれはこれはこれは私共私共私共私共

がもらうおがもらうおがもらうおがもらうお金金金金なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、それもそれもそれもそれも、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、今年度今年度今年度今年度はははは２２２２２２２２年度年度年度年度

のののの概算交付概算交付概算交付概算交付とととと２０２０２０２０年度年度年度年度のののの精算交付精算交付精算交付精算交付、、、、これをこれをこれをこれをプラスプラスプラスプラスしてしてしてして、、、、２２２２２２２２年年年年            

度度度度のののの調整金調整金調整金調整金としてとしてとしてとして交付交付交付交付をををを受受受受けるけるけるける形形形形になりますになりますになりますになります。。。。でででで、、、、このへんをですねこのへんをですねこのへんをですねこのへんをですね、、、、

２１２１２１２１年度年度年度年度のののの来年来年来年来年のののの精算額精算額精算額精算額までまでまでまで、、、、推計推計推計推計しましたところですねしましたところですねしましたところですねしましたところですね、、、、あのあのあのあの～～～～国国国国

民健康保険民健康保険民健康保険民健康保険にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、まぁあのまぁあのまぁあのまぁあの、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも試算試算試算試算でございますけどでございますけどでございますけどでございますけど

もももも、、、、億単位億単位億単位億単位でででで収支収支収支収支はははは改善改善改善改善するものというするものというするものというするものという風風風風にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ですかですかですかですか

らららら、、、、今回今回今回今回、、、、３３３３億程億程億程億程のののの赤字赤字赤字赤字をををを計上計上計上計上しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、そのへんのそのへんのそのへんのそのへんの精算部分精算部分精算部分精算部分

をををを差差差差しししし引引引引きしましたらきしましたらきしましたらきしましたら、、、、１１１１億何千万億何千万億何千万億何千万かはかはかはかは、、、、良良良良いいいい風風風風なななな、、、、形形形形になるのかなになるのかなになるのかなになるのかな

というというというという風風風風にににに思思思思いますいますいますいます。。。。但但但但しししし、、、、このこのこのこの２２２２年後精算年後精算年後精算年後精算のののの部分部分部分部分がこれからずっとがこれからずっとがこれからずっとがこれからずっと

先先先先へへへへ続続続続いていくことになりますのでいていくことになりますのでいていくことになりますのでいていくことになりますので、、、、そのようなものまでそのようなものまでそのようなものまでそのようなものまで加加加加             

えてえてえてえて収支収支収支収支というというというという形形形形をとりましたらをとりましたらをとりましたらをとりましたら、、、、いったいほんならどこでいったいほんならどこでいったいほんならどこでいったいほんならどこで、、、、そのそのそのその収収収収

支額支額支額支額はははは、、、、はっきりするのかいうはっきりするのかいうはっきりするのかいうはっきりするのかいう風風風風になってしまいましたらになってしまいましたらになってしまいましたらになってしまいましたら、、、、これはどこれはどこれはどこれはど

こまでもこまでもこまでもこまでも切切切切れなくなってしまいますのでれなくなってしまいますのでれなくなってしまいますのでれなくなってしまいますので、、、、そのそのそのその部分部分部分部分というのはというのはというのはというのは、、、、２２２２年年年年

後後後後、、、、２２２２年後年後年後年後ででででプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスされてされてされてされて、、、、不公平不公平不公平不公平のおきないようにのおきないようにのおきないようにのおきないように調整調整調整調整ささささ

れているというようなれているというようなれているというようなれているというような制度制度制度制度がががが国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの制度制度制度制度でございますでございますでございますでございます。。。。非常非常非常非常

にににに難難難難しいややこしいしいややこしいしいややこしいしいややこしい制度制度制度制度ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、はいはいはいはい。。。。 

    例例例例えばえばえばえば２５２５２５２５年年年年にににに、、、、制度制度制度制度がかわりましてねがかわりましてねがかわりましてねがかわりましてね、、、、これこれこれこれ一応一応一応一応２５２５２５２５年年年年、、、、２４２４２４２４年年年年

末末末末でででで〆〆〆〆切切切切りましょうりましょうりましょうりましょう、、、、このこのこのこの時時時時はははは、、、、どうなるのでしょうどうなるのでしょうどうなるのでしょうどうなるのでしょう。。。。 

  あのあのあのあの、、、、これまぁこれまぁこれまぁこれまぁ県県県県ともともともとも今今今今ちょっとちょっとちょっとちょっと話話話話をしていをしていをしていをしているところなんですけれるところなんですけれるところなんですけれるところなんですけれ

どもどもどもども、、、、例例例例えばのえばのえばのえばの話話話話なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、別制度別制度別制度別制度でもってでもってでもってでもって、、、、制度制度制度制度がががが動動動動くくくく時時時時にはにはにはには、、、、

赤字赤字赤字赤字もですねもですねもですねもですね、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば黒字黒字黒字黒字のののの部分部分部分部分もももも引引引引きききき継継継継がないというがないというがないというがないという風風風風にににに、、、、一般一般一般一般

的的的的にはにはにはには、、、、なるそうですなるそうですなるそうですなるそうです。。。。ですからですからですからですから、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、今回今回今回今回のののの後期高齢者医療制後期高齢者医療制後期高齢者医療制後期高齢者医療制

度度度度ができたができたができたができた時時時時にもですねにもですねにもですねにもですね、、、、老人保健老人保健老人保健老人保健のののの黒字黒字黒字黒字、、、、赤字赤字赤字赤字というのはというのはというのはというのは、、、、一切一切一切一切、、、、

引引引引きついでおりませんきついでおりませんきついでおりませんきついでおりません。。。。    

ええええーーーー、、、、老人保健拠出金老人保健拠出金老人保健拠出金老人保健拠出金のののの精算精算精算精算もももも、、、、またまたまたまた別別別別でずっとでずっとでずっとでずっと進進進進んでおりますしんでおりますしんでおりますしんでおりますし、、、、

後期高齢後期高齢後期高齢後期高齢のののの方方方方がががが面倒面倒面倒面倒みてくれるわけでもみてくれるわけでもみてくれるわけでもみてくれるわけでも決決決決してないですしてないですしてないですしてないです。。。。今回今回今回今回のののの    
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会長会長会長会長    

制度制度制度制度がどんながどんながどんながどんな形形形形になるかにもよるとはになるかにもよるとはになるかにもよるとはになるかにもよるとは、、、、思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ただただただただ、、、、例例例例

えばえばえばえば、、、、広域化広域化広域化広域化いういういういう形形形形のところでのところでのところでのところで市町村市町村市町村市町村がががが合併合併合併合併するするするする、、、、ああああーーーー、、、、広域化広域化広域化広域化されされされされ

たたたた保険保険保険保険をををを運営運営運営運営するとなったときにするとなったときにするとなったときにするとなったときに、、、、そのそのそのその黒字黒字黒字黒字、、、、赤字赤字赤字赤字をををを引引引引きずったようきずったようきずったようきずったよう

なななな統合統合統合統合でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、赤字赤字赤字赤字をををを出出出出してるところはしてるところはしてるところはしてるところは、、、、まるまるまるまるまるまるまるまる赤字赤字赤字赤字がががが解消解消解消解消されされされされ

無無無無くなっちゃうわけですからくなっちゃうわけですからくなっちゃうわけですからくなっちゃうわけですから、、、、得得得得してしてしてして、、、、黒字黒字黒字黒字あるところはあるところはあるところはあるところは、、、、まぁまぁまぁまぁ、、、、そそそそ

のののの、、、、なんていいましょうなんていいましょうなんていいましょうなんていいましょう、、、、ためてあるためてあるためてあるためてある部分部分部分部分をもってかれちゃうみたいをもってかれちゃうみたいをもってかれちゃうみたいをもってかれちゃうみたい

になりますんでになりますんでになりますんでになりますんで、、、、そんなそんなそんなそんな不公平不公平不公平不公平なななな形形形形はははは、、、、たぶんたぶんたぶんたぶん、、、、たぶんですけれどもたぶんですけれどもたぶんですけれどもたぶんですけれども

とらないちゃうかなというとらないちゃうかなというとらないちゃうかなというとらないちゃうかなという風風風風にににに思思思思ってますってますってますってます。。。。ですからですからですからですから国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険とととと

してしてしてして、、、、市市市市のののの国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険としてとしてとしてとして、、、、今考今考今考今考えねばならないのはえねばならないのはえねばならないのはえねばならないのは、、、、そのそのそのその合併合併合併合併

するであろうするであろうするであろうするであろう時期時期時期時期にそこはにそこはにそこはにそこは明確明確明確明確にはしておりませんけれどもにはしておりませんけれどもにはしておりませんけれどもにはしておりませんけれども、、、、広域化広域化広域化広域化

するであろうするであろうするであろうするであろう時期時期時期時期にににに、、、、赤字赤字赤字赤字をををを解消解消解消解消しておくしておくしておくしておく、、、、というというというという所所所所がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな

点点点点であるんではないかというであるんではないかというであるんではないかというであるんではないかという風風風風にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

    他他他他にににに何何何何かかかか皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ごごごご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等、、、、ございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうか。。。。よよよよ

ろしゅうございますかろしゅうございますかろしゅうございますかろしゅうございますか。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、他他他他にごにごにごにご意見意見意見意見もないようですのでもないようですのでもないようですのでもないようですので、、、、

次次次次にににに協議事項第協議事項第協議事項第協議事項第２２２２のののの「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの税率改定見送税率改定見送税率改定見送税率改定見送りについてりについてりについてりについて（（（（経過経過経過経過

説明説明説明説明）」）」）」）」をををを議題議題議題議題としたいととしたいととしたいととしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明をもとめますをもとめますをもとめますをもとめます。。。。

よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

        資料資料資料資料２２２２をごらんいただきますをごらんいただきますをごらんいただきますをごらんいただきます。。。。昨年度昨年度昨年度昨年度、、、、当運営協議会当運営協議会当運営協議会当運営協議会のののの方方方方にににに諮問諮問諮問諮問

をさせていただきましてをさせていただきましてをさせていただきましてをさせていただきまして答申答申答申答申をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた内容内容内容内容のののの答申書答申書答申書答申書をおをおをおをお配配配配りさせりさせりさせりさせ

ていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、まぁまぁまぁまぁ、、、、あのあのあのあの、、、、読読読読んでいただいたんでいただいたんでいただいたんでいただいた通通通通りりりり

になるわけでございますけれどもになるわけでございますけれどもになるわけでございますけれどもになるわけでございますけれども、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには、、、、下下下下のののの段段段段のののの１１１１、、、、２２２２、、、、３３３３

のようにのようにのようにのように医療給付費分国民健康保険税医療給付費分国民健康保険税医療給付費分国民健康保険税医療給付費分国民健康保険税のののの改定改定改定改定、、、、後期高齢者支援金分国後期高齢者支援金分国後期高齢者支援金分国後期高齢者支援金分国

民健康保険税民健康保険税民健康保険税民健康保険税のののの改定改定改定改定、、、、３３３３つつつつ目目目目にににに介護納付金分国民健康保険税介護納付金分国民健康保険税介護納付金分国民健康保険税介護納付金分国民健康保険税のののの改定改定改定改定とととと

いうことでいうことでいうことでいうことで答申答申答申答申をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。先程先程先程先程、、、、市長市長市長市長のののの方方方方がががが、、、、ごあいさつのごあいさつのごあいさつのごあいさつの

中中中中でででで、、、、このこのこのこの件件件件につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、このこのこのこの時時時時のののの経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢なりというなりというなりというなりという観点観点観点観点からからからから、、、、

市長市長市長市長としてとしてとしてとして、、、、見見見見送送送送りをさせていただいたということでございますりをさせていただいたということでございますりをさせていただいたということでございますりをさせていただいたということでございます。。。。そそそそ

れにつきましてはれにつきましてはれにつきましてはれにつきましては、、、、市長名市長名市長名市長名のののの文書文書文書文書でたぶんでたぶんでたぶんでたぶん委員委員委員委員さんのさんのさんのさんの方方方方にごにごにごにご案内案内案内案内をさをさをさをさ

しあげたこととしあげたこととしあげたこととしあげたことと存存存存じますじますじますじます。。。。今後今後今後今後、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、次年次年次年次年

度以降度以降度以降度以降のののの税率税率税率税率についてについてについてについて先程先程先程先程もおっしゃっていましたようにごもおっしゃっていましたようにごもおっしゃっていましたようにごもおっしゃっていましたようにご審議審議審議審議をあをあをあをあ

おぐというおぐというおぐというおぐという形形形形をををを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上、、、、簡単簡単簡単簡単でででで申申申申しししし訳訳訳訳ございませんございませんございませんございません。。。。

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。 

    前任前任前任前任のののの安藤会長安藤会長安藤会長安藤会長のもとでこういったのもとでこういったのもとでこういったのもとでこういった答申答申答申答申がががが出出出出されされされされ、、、、そしてそしてそしてそして先程先程先程先程、、、、ごごごご

説明説明説明説明があったようにがあったようにがあったようにがあったように見送見送見送見送られたられたられたられた訳訳訳訳でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、これについこれについこれについこれについ    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（１１１１１１１１））））    

    

    

    

健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長    

    

    

委員委員委員委員    

てててて、、、、何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見意見意見意見ございますでしょうかございますでしょうかございますでしょうかございますでしょうか。。。。まぁまぁまぁまぁ、、、、このこのこのこの見送見送見送見送りがりがりがりが

ま たま たま たま た ２ １２ １２ １２ １ 年 度年 度年 度年 度 のののの 赤 字赤 字赤 字赤 字 の ひ と つ のの ひ と つ のの ひ と つ のの ひ と つ の 要 因要 因要 因要 因 で あ っ た と い う ことで あ っ た と い う ことで あ っ た と い う ことで あ っ た と い う こと             

ですねですねですねですね。。。。特特特特にごにごにごにご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問質問質問質問ございませんですかございませんですかございませんですかございませんですか。。。。 

    一応一応一応一応、、、、まぁまぁまぁまぁ、、、、あのあのあのあの当初当初当初当初２０２０２０２０、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度とととと２２２２年間年間年間年間をををを想定想定想定想定したしたしたした税率税率税率税率でででで、、、、

２０２０２０２０、、、、２１２１２１２１のののの結果結果結果結果でででで赤字赤字赤字赤字をををを生生生生じておるじておるじておるじておる、、、、でででで、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度、、、、今年今年今年今年でもってでもってでもってでもって

去年去年去年去年にににに当協議会当協議会当協議会当協議会におにおにおにお諮諮諮諮りさせていただいたりさせていただいたりさせていただいたりさせていただいた内容内容内容内容のののの件件件件からからからから、、、、こうであっこうであっこうであっこうであっ

たけれどもこれはたけれどもこれはたけれどもこれはたけれどもこれは、、、、いったんいったんいったんいったん見送見送見送見送りさせていただいてりさせていただいてりさせていただいてりさせていただいて、、、、２０２０２０２０、、、、２１２１２１２１、、、、

２２２２２２２２とととと同同同同じじじじ税率税率税率税率でさせていでさせていでさせていでさせていただきましたということのただきましたということのただきましたということのただきましたということの一応一応一応一応、、、、確認確認確認確認といといといとい

うことでございますのでうことでございますのでうことでございますのでうことでございますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

    他他他他にごにごにごにご意見意見意見意見ございますでしょうかございますでしょうかございますでしょうかございますでしょうか。。。。    

    ちょっとよろしいですかちょっとよろしいですかちょっとよろしいですかちょっとよろしいですか、、、、決決決決まったことにどうこういうことじゃなまったことにどうこういうことじゃなまったことにどうこういうことじゃなまったことにどうこういうことじゃな

いんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども。。。。あのあのあのあの、、、、実実実実はそのはそのはそのはその分分分分かるんですかるんですかるんですかるんです。。。。先程先程先程先程のねのねのねのね、、、、そのそのそのその、、、、

やめたことやめたことやめたことやめたこと。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度、、、、そのそのそのその我我我我々々々々審議会審議会審議会審議会でででで事情事情事情事情がががが非常非常非常非常によくによくによくによく分分分分かるもかるもかるもかるも

のののののののの大変厳大変厳大変厳大変厳しいしいしいしい情勢情勢情勢情勢というかというかというかというか、、、、財政財政財政財政のののの中中中中においてねにおいてねにおいてねにおいてね、、、、当時当時当時当時まだたいへまだたいへまだたいへまだたいへ

んんんん苦苦苦苦しいしいしいしい判断判断判断判断をしたんですよねをしたんですよねをしたんですよねをしたんですよね。。。。本当本当本当本当はしたくないけれどもそれはやはしたくないけれどもそれはやはしたくないけれどもそれはやはしたくないけれどもそれはや

むをむをむをむを得得得得ないなないなないなないな、、、、もちろんそういうもちろんそういうもちろんそういうもちろんそういう答申答申答申答申だったとだったとだったとだったと思思思思いますからいますからいますからいますから。。。。それはそれはそれはそれは

確確確確かにやめたかにやめたかにやめたかにやめたんだけれどもんだけれどもんだけれどもんだけれども、、、、やめたというかやめたというかやめたというかやめたというか、、、、いったんいったんいったんいったん引引引引いたんだけいたんだけいたんだけいたんだけ

どよくどよくどよくどよく分分分分からないんですからないんですからないんですからないんです。。。。何故引何故引何故引何故引けることができたかけることができたかけることができたかけることができたか。。。。そのそのそのその、、、、つまりつまりつまりつまり

ですねですねですねですね。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが答申答申答申答申したしたしたした内容内容内容内容をををを、、、、今回今回今回今回、、、、やめたことにしたわけですやめたことにしたわけですやめたことにしたわけですやめたことにしたわけです

よねよねよねよね。。。。何故何故何故何故、、、、それができたんだということですよねそれができたんだということですよねそれができたんだということですよねそれができたんだということですよね、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、そのそのそのその財財財財

政政政政がががが赤字赤字赤字赤字になることをになることをになることをになることを先延先延先延先延ばしにするんだということでばしにするんだということでばしにするんだということでばしにするんだということで解釈解釈解釈解釈したらいしたらいしたらいしたらい

いんですかいんですかいんですかいんですか。。。。 

    当時当時当時当時のののの状況状況状況状況からからからから、、、、当然審議当然審議当然審議当然審議をおをおをおをお願願願願いしたいしたいしたいした中中中中ではではではでは２０２０２０２０、、、、２１２１２１２１のののの決算状決算状決算状決算状

況況況況をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて諮問諮問諮問諮問をさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきました。。。。ただただただただ、、、、今今今今のごのごのごのご指摘指摘指摘指摘のののの内容内容内容内容

はははは事実事実事実事実とととと受受受受けけけけ止止止止めておりますめておりますめておりますめております。。。。 

    だからだからだからだから、、、、もっともっともっともっと端的端的端的端的にににに言言言言えばえばえばえば、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、又又又又、、、、一生一生一生一生懸命審議懸命審議懸命審議懸命審議してですしてですしてですしてです

ねねねね、、、、苦苦苦苦しみながらしみながらしみながらしみながら答申答申答申答申したらしたらしたらしたら、、、、又又又又、、、、すっとこうすっとこうすっとこうすっとこう、、、、やられてしまうといやられてしまうといやられてしまうといやられてしまうとい

うかねうかねうかねうかね。。。。いやいやいやいやいやいやいやいや、、、、何何何何となくですよとなくですよとなくですよとなくですよ。。。。だからそのだからそのだからそのだからその、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、そのそのそのその引引引引

いたといわゆるいたといわゆるいたといわゆるいたといわゆる、、、、まぁまぁまぁまぁ、、、、答申答申答申答申はそうだけどはそうだけどはそうだけどはそうだけど据据据据ええええ置置置置いたということのいたということのいたということのいたということのアアアア

レレレレがががが本当本当本当本当にににに分分分分からないからないからないからない。。。。 

    何故何故何故何故、、、、そういうことができるんかそういうことができるんかそういうことができるんかそういうことができるんか、、、、まぁそりゃいつかはまぁそりゃいつかはまぁそりゃいつかはまぁそりゃいつかは法律法律法律法律、、、、あるあるあるある

いはそういうものがいはそういうものがいはそういうものがいはそういうものが改正改正改正改正のののの見込見込見込見込みがあってみがあってみがあってみがあって、、、、実実実実はそのことがはそのことがはそのことがはそのことが結果的結果的結果的結果的にににに

期待期待期待期待できるものがあるとかねできるものがあるとかねできるものがあるとかねできるものがあるとかね。。。。いうものがあるときにはいうものがあるときにはいうものがあるときにはいうものがあるときには、、、、ぼくはねぼくはねぼくはねぼくはね、、、、

わからんこともないんだろうけどもわからんこともないんだろうけどもわからんこともないんだろうけどもわからんこともないんだろうけども。。。。ちょっとようちょっとようちょっとようちょっとよう分分分分からんのでからんのでからんのでからんので、、、、ああああ    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（１２１２１２１２））））    

    

    

副市長副市長副市長副市長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

委員委員委員委員    

会長会長会長会長    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

のののの、、、、今回今回今回今回もももも色色色色々、々、々、々、又又又又、、、、審議審議審議審議していかなあかんとしていかなあかんとしていかなあかんとしていかなあかんと思思思思うんですけどもうんですけどもうんですけどもうんですけども。。。。同同同同

じことになってしまわないのかじことになってしまわないのかじことになってしまわないのかじことになってしまわないのか。。。。 

    ごごごご指摘指摘指摘指摘をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして。。。。昨年昨年昨年昨年、、、、あのあのあのあの、、、、このこのこのこの運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会からからからから率率率率でいでいでいでい

たしますとたしますとたしますとたしますと、、、、４４４４．．．．８１８１８１８１％％％％のののの改定改定改定改定ということでごということでごということでごということでご答申答申答申答申をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。

我我我我々、々、々、々、当然当然当然当然、、、、それにそれにそれにそれに沿沿沿沿ってってってって改定改定改定改定をさせていただくをさせていただくをさせていただくをさせていただく、、、、事務的事務的事務的事務的なななな処理処理処理処理をすをすをすをす

すめてまいりましたすめてまいりましたすめてまいりましたすめてまいりました。。。。ただただただただ、、、、先程来先程来先程来先程来、、、、市長市長市長市長もごあいさつのもごあいさつのもごあいさつのもごあいさつの中中中中でででで申申申申しましましましま

したとおりしたとおりしたとおりしたとおり、、、、経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、本当本当本当本当にあのにあのにあのにあのーーーー、、、、政政政政

権代権代権代権代わりましてわりましてわりましてわりまして、、、、地域保地域保地域保地域保険険険険というようなというようなというようなというような形形形形でででで国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度

再編再編再編再編するんだというするんだというするんだというするんだという風風風風なななな案案案案もございましたもございましたもございましたもございました。。。。そんなこともそんなこともそんなこともそんなことも含含含含めてめてめてめて、、、、まままま

ぁぁぁぁ、、、、それがそれがそれがそれが一体一体一体一体、、、、そういうそういうそういうそういう風風風風なななな形形形形になるものかになるものかになるものかになるものか、、、、それもそれもそれもそれも大変不明確大変不明確大変不明確大変不明確でででで

ございましたございましたございましたございました。。。。でででで、、、、今今今今、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘いただきましたようにいただきましたようにいただきましたようにいただきましたように、、、、何故答申何故答申何故答申何故答申したしたしたした

のにのにのにのに改定改定改定改定をしなかったかいうというをしなかったかいうというをしなかったかいうというをしなかったかいうという風風風風なななな議会議会議会議会からもごからもごからもごからもご指摘指摘指摘指摘はございまはございまはございまはございま

したしたしたした。。。。こういうごこういうごこういうごこういうご答弁答弁答弁答弁をさせていただいていますをさせていただいていますをさせていただいていますをさせていただいています。。。。    

   あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも緊急避難的緊急避難的緊急避難的緊急避難的なななな措置措置措置措置だとだとだとだと、、、、いういういういう風風風風にににに我我我我々々々々思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。

でででで、、、、ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、これがこれがこれがこれが、、、、仮仮仮仮にににに、、、、将来将来将来将来にににに渡渡渡渡ってってってって、、、、全然改定全然改定全然改定全然改定をしないをしないをしないをしない

いういういういう事事事事ではではではでは決決決決してございませんしてございませんしてございませんしてございません。。。。そのそのそのその中中中中にはにはにはには、、、、あるあるあるある程程程程度財政的度財政的度財政的度財政的なななな、、、、国国国国

民健康保険民健康保険民健康保険民健康保険のののの会計会計会計会計にににに向向向向けてけてけてけて、、、、財政的財政的財政的財政的なななな支援支援支援支援もあるもあるもあるもある面必要面必要面必要面必要だとだとだとだと、、、、そういそういそういそうい

うううう風風風風なななな考考考考ええええ方方方方もございますもございますもございますもございます。。。。そんなこともそんなこともそんなこともそんなことも含含含含めてめてめてめて、、、、次年度次年度次年度次年度、、、、２３２３２３２３年度年度年度年度

以降以降以降以降のののの税率税率税率税率のののの改定改定改定改定についてについてについてについて、、、、再再再再びびびび、、、、ごごごご審議審議審議審議をいただこうとそういうをいただこうとそういうをいただこうとそういうをいただこうとそういう風風風風

なことでなことでなことでなことで思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか的的的的をををを射射射射たたたた答答答答えにはなっておらないえにはなっておらないえにはなっておらないえにはなっておらない

かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような考考考考ええええ方方方方でででで我我我我々々々々判断判断判断判断させていただいたとさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたと

いうことでございますいうことでございますいうことでございますいうことでございます。。。。 

    委員委員委員委員よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか    

        はいはいはいはい    

        他他他他にににに何何何何かございませんでしょうかかございませんでしょうかかございませんでしょうかかございませんでしょうか、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、特特特特にないようですのにないようですのにないようですのにないようですの

でででで、、、、それではそれではそれではそれでは「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの項目項目項目項目にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

  まずまずまずまず今後今後今後今後ののののススススケジュールケジュールケジュールケジュールについてについてについてについて事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

    資料資料資料資料３３３３をおをおをおをお開開開開きいただけますでしょうかきいただけますでしょうかきいただけますでしょうかきいただけますでしょうか、、、、今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールといといといとい

うところでございますうところでございますうところでございますうところでございます。。。。    

  先程先程先程先程、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘いただいたいただいたいただいたいただいた所所所所なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど本日本日本日本日ですねですねですねですね、、、、第第第第

１１１１回運営協議会回運営協議会回運営協議会回運営協議会というというというという形形形形でこれまでのでこれまでのでこれまでのでこれまでの決算等決算等決算等決算等をおをおをおをお知知知知らせさせていただらせさせていただらせさせていただらせさせていただ

きましたきましたきましたきました。。。。    

  平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年、、、、このこのこのこの１２１２１２１２月月月月にですねにですねにですねにですね、、、、高齢者医療制度改革会議高齢者医療制度改革会議高齢者医療制度改革会議高齢者医療制度改革会議、、、、それそれそれそれ

はもともとはもともとはもともとはもともと厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが主催主催主催主催しているものですけれどもしているものですけれどもしているものですけれどもしているものですけれども、、、、最終取最終取最終取最終取りりりり    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（１３１３１３１３））））    

    まとめまとめまとめまとめ案案案案がなされますがなされますがなされますがなされます。。。。このこのこのこの案案案案にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、そのそのそのその案案案案をををを提出提出提出提出してしてしてして、、、、翌年翌年翌年翌年

にはにはにはには、、、、法案法案法案法案をををを提出提出提出提出してしてしてして、、、、３３３３月月月月のののの成立成立成立成立をををを目指目指目指目指していくのがしていくのがしていくのがしていくのが、、、、今今今今のところのところのところのところ

のののの予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。    

  最終最終最終最終、、、、取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ案案案案にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、今後今後今後今後のののの保険税率等保険税率等保険税率等保険税率等をどうすれをどうすれをどうすれをどうすれ

ばいいのかばいいのかばいいのかばいいのか等等等等々々々々をををを検討検討検討検討させていただきましてさせていただきましてさせていただきましてさせていただきまして、、、、事務局事務局事務局事務局のののの案案案案をををを作成作成作成作成してしてしてして

いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。でででで、、、、年明年明年明年明けけけけ１１１１月月月月ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おおおお正月明正月明正月明正月明

けてすぐにはなるんですけれどもけてすぐにはなるんですけれどもけてすぐにはなるんですけれどもけてすぐにはなるんですけれども、、、、そこからそこからそこからそこから第第第第２２２２回回回回、、、、３３３３回回回回、、、、４４４４回回回回、、、、５５５５

回回回回くらいまでですねくらいまでですねくらいまでですねくらいまでですね、、、、全部全部全部全部でででで４４４４回程度回程度回程度回程度、、、、皆様皆様皆様皆様におにおにおにお時間時間時間時間をいただきましをいただきましをいただきましをいただきまし

てててて、、、、ごごごご審議審議審議審議をいただきたいなぁというをいただきたいなぁというをいただきたいなぁというをいただきたいなぁという風風風風にににに考考考考えてございますえてございますえてございますえてございます。。。。それをそれをそれをそれを

ですねですねですねですね、、、、３３３３月月月月、、、、市議会市議会市議会市議会のののの方方方方にににに提出提出提出提出したいというしたいというしたいというしたいという風風風風にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

１１１１ケケケケ月間月間月間月間でででで、、、、４４４４回程度回程度回程度回程度のののの会議会議会議会議をををを開催開催開催開催するというするというするというするという非常非常非常非常にあわただにあわただにあわただにあわただ      

しいしいしいしい日程日程日程日程ではございますけれどもではございますけれどもではございますけれどもではございますけれども、、、、週週週週にににに１１１１回程度回程度回程度回程度になるようなになるようなになるようなになるような日程日程日程日程でででで

させていただかなければならないかなとさせていただかなければならないかなとさせていただかなければならないかなとさせていただかなければならないかなと、、、、いういういういう様様様様にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

    あのあのあのあの～、～、～、～、前回変更前回変更前回変更前回変更させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた中中中中でででで、、、、医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革のののの様子様子様子様子がはがはがはがは

っきりしていかないっきりしていかないっきりしていかないっきりしていかない中中中中でででで、、、、強引強引強引強引なななな、、、、あるあるあるある意味強引意味強引意味強引意味強引なななな案案案案のののの提示提示提示提示というというというという中中中中

でのでのでのでの審議審議審議審議でででで作作作作ったわけなんですけれどもったわけなんですけれどもったわけなんですけれどもったわけなんですけれども、、、、今回今回今回今回につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては国国国国のののの最最最最

終的終的終的終的なななな案案案案とととと、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん法律法律法律法律がががが通通通通るるるる通通通通らないとかですねらないとかですねらないとかですねらないとかですね、、、、国会国会国会国会のののの動動動動きもきもきもきも

ありますけれどもありますけれどもありますけれどもありますけれども、、、、それはあのそれはあのそれはあのそれはあの、、、、そのそのそのその段階段階段階段階でのでのでのでの最終的最終的最終的最終的なななな案案案案にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、

ええええーーーー、、、、作成作成作成作成したいとしたいとしたいとしたいといういういういう様様様様にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。であのであのであのであの～、～、～、～、今回資料今回資料今回資料今回資料とととと

いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、資料資料資料資料４４４４といたしましてですねといたしましてですねといたしましてですねといたしましてですね、、、、そのそのそのその、、、、国国国国のののの方方方方のこれがのこれがのこれがのこれが

９９９９月月月月にににに出出出出されたわけでございますけれどもされたわけでございますけれどもされたわけでございますけれどもされたわけでございますけれども、、、、それをそれをそれをそれをポイントポイントポイントポイントとしくみとしくみとしくみとしくみ

のののの方方方方をまとめてありますのでをまとめてありますのでをまとめてありますのでをまとめてありますので、、、、それをごそれをごそれをごそれをご紹介紹介紹介紹介させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 

    このこのこのこの会議会議会議会議ののののポイントポイントポイントポイントといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして「「「「後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度をををを必必必必ずずずず廃廃廃廃

止止止止しますしますしますします」」」」とととと。。。。でででで、、、、廃止廃止廃止廃止してしてしてして、、、、そのそのそのその後高齢者後高齢者後高齢者後高齢者だけをだけをだけをだけを区別区別区別区別するするするする様様様様なななな制度制度制度制度

にはしませんにはしませんにはしませんにはしません。。。。なおかつなおかつなおかつなおかつ国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの方方方方にににに急急急急なななな負担負担負担負担、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは今今今今のののの

７５７５７５７５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの皆様皆様皆様皆様にににに急激急激急激急激なななな負担負担負担負担がががが発生発生発生発生するするするする様様様様なことにはしないというなことにはしないというなことにはしないというなことにはしないという

条件条件条件条件のののの中中中中でででで、、、、新新新新しいしいしいしい制度制度制度制度をををを作作作作ろうとしろうとしろうとしろうとしておりますておりますておりますております。。。。 

    でででで、、、、まずまずまずまず１１１１番番番番としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、現行制度現行制度現行制度現行制度・・・・後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度をそれをそれをそれをそれ

ぞれぞれぞれぞれ元元元元のののの形形形形にににに戻戻戻戻してですねしてですねしてですねしてですね、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険とととと被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険とにとにとにとに

戻戻戻戻そうじゃないかというそうじゃないかというそうじゃないかというそうじゃないかという所所所所でございますでございますでございますでございます。。。。 

    国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険としてとしてとしてとして考考考考えなければならないのはえなければならないのはえなければならないのはえなければならないのは、、、、要要要要はそのはそのはそのはその７５７５７５７５歳以歳以歳以歳以

上上上上のののの方方方方々々々々がががが国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険にににに戻戻戻戻ってきたってきたってきたってきた時時時時にどうしていくのかにどうしていくのかにどうしていくのかにどうしていくのか、、、、というというというという

所所所所でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、このこのこのこの次次次次ののののページページページページのですねのですねのですねのですね、、、、５５５５番番番番のののの所所所所。。。。                                                    

そのそのそのその、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの広域化広域化広域化広域化をををを実践実践実践実践しししし、、、、国民皆保険国民皆保険国民皆保険国民皆保険をををを守守守守るんだというるんだというるんだというるんだという    
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会長会長会長会長    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

委員委員委員委員    

    

    

事事事事がががが書書書書いてあるんですけれどもいてあるんですけれどもいてあるんですけれどもいてあるんですけれども、、、、先程説明先程説明先程説明先程説明させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました様様様様にににに、、、、

元元元元のののの形形形形にににに戻戻戻戻してそれでしてそれでしてそれでしてそれで、、、、７５７５７５７５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方々々々々についてはについてはについてはについては、、、、都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位

のののの財政運営財政運営財政運営財政運営をしようじゃないかというをしようじゃないかというをしようじゃないかというをしようじゃないかという事事事事ですですですです。。。。でででで、、、、７５７５７５７５歳以下歳以下歳以下歳以下のののの者者者者にににに

ついてはこれまでついてはこれまでついてはこれまでついてはこれまで通通通通りりりり、、、、各市町村単位各市町村単位各市町村単位各市町村単位でででで税率税率税率税率をををを設定設定設定設定してやっていきなしてやっていきなしてやっていきなしてやっていきな

さいとさいとさいとさいと。。。。でででで、、、、それをそれをそれをそれを数年後数年後数年後数年後にはにはにはには全年齢全年齢全年齢全年齢をををを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした、、、、都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位のののの

財政運営財政運営財政運営財政運営のののの保険保険保険保険をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという風風風風なななな事事事事でございますでございますでございますでございます。。。。    

   本日本日本日本日、、、、私私私私どもにどもにどもにどもに届届届届きましたきましたきましたきました国保新聞国保新聞国保新聞国保新聞というというというという、「、「、「、「厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がどうがどうがどうがどう動動動動

いてますよいてますよいてますよいてますよ」」」」というというというという事事事事がががが書書書書いていていていてあるあるあるある新聞新聞新聞新聞があるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれども、、、、それそれそれそれ

もそのもそのもそのもその制度制度制度制度ですねですねですねですね、、、、このこのこのこの通通通通りのりのりのりの動動動動きをきをきをきを現段階現段階現段階現段階でしておりますでしておりますでしておりますでしております。。。。はいはいはいはい。。。。

ですのでですのでですのでですので、、、、私私私私、、、、はじめにはじめにはじめにはじめに会長会長会長会長さんからのさんからのさんからのさんからの質問質問質問質問でででで答答答答えさせていただきまえさせていただきまえさせていただきまえさせていただきま

したしたしたした通通通通りりりり、、、、このこのこのこの制度制度制度制度がががが開始開始開始開始されるまでにされるまでにされるまでにされるまでに、、、、国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの財政財政財政財政をををを収支収支収支収支

均衡均衡均衡均衡、、、、要要要要はははは赤字解消赤字解消赤字解消赤字解消のののの必要必要必要必要があるがあるがあるがある、、、、それはそれはそれはそれは結局結局結局結局はははは、、、、全全全全てがてがてがてが市市市市のののの負担負担負担負担とととと

申申申申しましょうかしましょうかしましょうかしましょうか、、、、要要要要はははは赤字赤字赤字赤字のののの部分部分部分部分をををを抱抱抱抱えこんでしまうというえこんでしまうというえこんでしまうというえこんでしまうという事事事事になっになっになっになっ

てしまいますのでてしまいますのでてしまいますのでてしまいますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして財政財政財政財政をををを整整整整えていかないといけなえていかないといけなえていかないといけなえていかないといけな

いなといういなといういなといういなという様様様様にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその最終的最終的最終的最終的なななな案案案案というのがこというのがこというのがこというのがこ

のののの１２１２１２１２月月月月になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、それをそれをそれをそれを見見見見させていたださせていたださせていたださせていただいたいたいたいた上上上上でででで、、、、原案原案原案原案のののの方方方方

をををを作成作成作成作成してまいりたいというしてまいりたいというしてまいりたいというしてまいりたいという風風風風にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。というというというという事事事事でででで、、、、よろよろよろよろ

しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

    はいはいはいはい。。。。どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。    

  このこのこのこの件件件件につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問ございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうか。。。。    

  日程的日程的日程的日程的にはにはにはには、、、、大変忙大変忙大変忙大変忙しいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、大変重要大変重要大変重要大変重要なななな課題課題課題課題でございますのでございますのでございますのでございますの

でででで、、、、皆様是非議論皆様是非議論皆様是非議論皆様是非議論をとをとをとをと思思思思っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、資料資料資料資料４４４４でででで何何何何かございませかございませかございませかございませ

んですかんですかんですかんですか。。。。    

  修正案修正案修正案修正案はこれはこれはこれはこれ、、、、２２２２段階段階段階段階になっているのですかになっているのですかになっているのですかになっているのですか？？？？ 

    そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。今日今日今日今日のののの届届届届きましたきましたきましたきました情報情報情報情報をををを見見見見ておりましたらておりましたらておりましたらておりましたら、、、、一応一応一応一応そのそのそのその

情報情報情報情報ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日でこのでこのでこのでこの、、、、まずはまずはまずはまずは７５７５７５７５歳以上歳以上歳以上歳以上都都都都

道府県単位道府県単位道府県単位道府県単位がががが。。。。そこからそこからそこからそこから４４４４年間年間年間年間のののの間間間間にににに都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位をををを元元元元にしていきたにしていきたにしていきたにしていきた

いなぁといなぁといなぁといなぁと、、、、厚生労働省案厚生労働省案厚生労働省案厚生労働省案をををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。はいはいはいはい。。。。 

    すみませんすみませんすみませんすみません、、、、あのあのあのあの、、、、すごくこれすごくこれすごくこれすごくこれ、、、、変変変変えていくえていくえていくえていく事事事事にしたらにしたらにしたらにしたら、、、、またまたまたまた大変大変大変大変

ななななアレアレアレアレでででで。。。。またまたまたまた国保国保国保国保のののの保険保険保険保険もまだもまだもまだもまだ払払払払っておられないっておられないっておられないっておられない方方方方もたくさんあるもたくさんあるもたくさんあるもたくさんある

とととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。市市市市のののの中中中中でねでねでねでね。。。。そういうそういうそういうそういう事事事事はどういうはどういうはどういうはどういう風風風風になさっていくになさっていくになさっていくになさっていく

のかなとのかなとのかなとのかなと思思思思ってってってって。。。。変変変変えていくのにつれてえていくのにつれてえていくのにつれてえていくのにつれて、、、、払払払払っていないっていないっていないっていない方方方方もやはりもやはりもやはりもやはり変変変変

えていかなかればならないでしょうしえていかなかればならないでしょうしえていかなかればならないでしょうしえていかなかればならないでしょうし。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点はははは、、、、まぁまぁまぁまぁ、、、、細細細細々々々々とととと

したしたしたした点点点点なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、まぁこれにまぁこれにまぁこれにまぁこれに切切切切りりりり替替替替えていくにつけてねえていくにつけてねえていくにつけてねえていくにつけてね、、、、どういうどういうどういうどういう    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（１１１１５５５５））））    

    

    

    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会長会長会長会長    

委員委員委員委員    

    

保険収納課長保険収納課長保険収納課長保険収納課長    

    

    

    

    

    

副市長副市長副市長副市長    

委員委員委員委員    

保険収納課長保険収納課長保険収納課長保険収納課長    

    

会長会長会長会長    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

副会長副会長副会長副会長    

風風風風にあのにあのにあのにあの、、、、これをあのこれをあのこれをあのこれをあの、、、、まぁまぁまぁまぁ向向向向こうこうこうこう、、、、政府政府政府政府のののの方方方方がこういうがこういうがこういうがこういう形形形形にっていにっていにっていにってい

うううう様様様様なななな、、、、前前前前のののの時時時時これこれこれこれ、、、、あのあのあのあの、、、、何何何何するするするする時時時時にはにはにはには、、、、政権政権政権政権がわからないといがわからないといがわからないといがわからないとい             

うううう事事事事でででで、、、、据据据据ええええ置置置置きになるきになるきになるきになる感感感感じでじでじでじで、、、、私私私私はあのはあのはあのはあの、（、（、（、（皆様皆様皆様皆様あれなんですけどあれなんですけどあれなんですけどあれなんですけど）、）、）、）、

とらえてたんですがとらえてたんですがとらえてたんですがとらえてたんですが、、、、今度今度今度今度これがこれがこれがこれが出出出出てきましててきましててきましててきまして、、、、一応一応一応一応またあのまたあのまたあのまたあの、、、、変変変変ええええ

ていくとしたらていくとしたらていくとしたらていくとしたら、、、、大変大変大変大変なななな仕事仕事仕事仕事じゃないかなとじゃないかなとじゃないかなとじゃないかなと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 

        はいはいはいはい、、、、あのあのあのあの、、、、仮仮仮仮のののの話話話話ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、要要要要はははは国保制度国保制度国保制度国保制度がががが仮仮仮仮にににに無無無無くなってくなってくなってくなって

ですねですねですねですね、、、、無無無無くなってっておかしいんですけれどもくなってっておかしいんですけれどもくなってっておかしいんですけれどもくなってっておかしいんですけれども、、、、広域化広域化広域化広域化されてされてされてされて、、、、広広広広

域域域域もしくはもしくはもしくはもしくは県県県県というというというという形形形形になったになったになったになった場合場合場合場合ですねですねですねですね、、、、多分多分多分多分これもこれもこれもこれも、、、、多分多分多分多分のののの話話話話なななな

んですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、当然赤字当然赤字当然赤字当然赤字とかとかとかとか黒字黒字黒字黒字とかとかとかとか全部全部全部全部、、、、そういったそういったそういったそういった部分部分部分部分をををを引引引引きききき

継継継継ぐこともなくですねぐこともなくですねぐこともなくですねぐこともなくですね、、、、市市市市としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのそのそのその段階段階段階段階であるであるであるである未納未納未納未納というのはというのはというのはというのは、、、、

法律法律法律法律がががが許許許許すすすす限限限限りりりり追追追追っかけていくというっかけていくというっかけていくというっかけていくという事事事事にはにはにはには当然当然当然当然なるかとなるかとなるかとなるかと思思思思いますいますいますいます。。。。

広域連合広域連合広域連合広域連合のののの後期高齢者制度後期高齢者制度後期高齢者制度後期高齢者制度としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、そこからそこからそこからそこから先先先先のののの制度制度制度制度はなくなはなくなはなくなはなくな

りますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、過去過去過去過去のののの精算業務精算業務精算業務精算業務でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、そういうそういうそういうそういう徴収業務徴収業務徴収業務徴収業務

であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そういったものはやはりそういったものはやはりそういったものはやはりそういったものはやはり残残残残っていくっていくっていくっていくわけなんですよわけなんですよわけなんですよわけなんですよ。。。。でででで

すからすからすからすから、、、、統合統合統合統合されたらされたらされたらされたら最後最後最後最後、、、、滞納滞納滞納滞納してたらそれがしてたらそれがしてたらそれがしてたらそれがチャラチャラチャラチャラになったとかになったとかになったとかになったとか、、、、

決決決決してそのしてそのしてそのしてその様様様様なことはございませんなことはございませんなことはございませんなことはございません。。。。当然制度当然制度当然制度当然制度としてはとしてはとしてはとしては追追追追っかけていっかけていっかけていっかけてい

かなければならないかなければならないかなければならないかなければならない、、、、というというというという事事事事でございますでございますでございますでございます。。。。 

  委員委員委員委員、、、、よろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますか。。。。 

  ちょとちょとちょとちょと今今今今、、、、あのあのあのあのーーーー、、、、どのどのどのどの位位位位あのあのあのあのーーーー、、、、ねねねね。。。。していただいてるかというしていただいてるかというしていただいてるかというしていただいてるかという

事事事事でででで、、、、質問質問質問質問できるんですかできるんですかできるんですかできるんですか？？？？ 

        まずはまずはまずはまずは徴収徴収徴収徴収としましてはですねとしましてはですねとしましてはですねとしましてはですね、、、、今現在入今現在入今現在入今現在入っておられるっておられるっておられるっておられる国民健康保国民健康保国民健康保国民健康保

険険険険はははは、、、、債権債権債権債権としてとしてとしてとして確定確定確定確定しておるしておるしておるしておる部分部分部分部分はありますのではありますのではありますのではありますので、、、、そのそのそのその部分部分部分部分についについについについ

てはてはてはては当然当然当然当然にににに、、、、これからもこれからもこれからもこれからも市市市市がががが債務確保債務確保債務確保債務確保のためにのためにのためにのために徴収徴収徴収徴収、、、、まぁまぁまぁまぁ差差差差しししし押押押押さえさえさえさえ

とかとかとかとか滞納滞納滞納滞納処分処分処分処分とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった部分部分部分部分はありますけれどもはありますけれどもはありますけれどもはありますけれども執行執行執行執行していくしていくしていくしていく

事事事事になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、債権債権債権債権がなくなるというがなくなるというがなくなるというがなくなるという事事事事はございませんのではございませんのではございませんのではございませんので、、、、はははは

いいいい。。。。 

  今今今今のののの徴収率徴収率徴収率徴収率はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度？？？？    

    役所役所役所役所のののの方方方方にもにもにもにも行行行行っていただいてねっていただいてねっていただいてねっていただいてね、、、、していただいているおしていただいているおしていただいているおしていただいているお話話話話。。。。    

        すみませんすみませんすみませんすみません、、、、２１２１２１２１年度分年度分年度分年度分のののの収納率収納率収納率収納率ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、現年度分現年度分現年度分現年度分としましとしましとしましとしまし

てはてはてはては、、、、８８８８８８８８．．．．９１９１９１９１％％％％のののの収納率収納率収納率収納率となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

        他他他他にににに誰誰誰誰かかかか、、、、何何何何かございませんでしょうかかございませんでしょうかかございませんでしょうかかございませんでしょうか。。。。特特特特にないですかにないですかにないですかにないですか。。。。何何何何かごかごかごかご

ざいませんかざいませんかざいませんかざいませんか。。。。    

        特特特特にににに議題議題議題議題はございませんはございませんはございませんはございません。。。。    

        ちょっとちょっとちょっとちょっと質問質問質問質問したいんだけれどもしたいんだけれどもしたいんだけれどもしたいんだけれども、、、、特定健診特定健診特定健診特定健診。。。。あれあれあれあれ、、、、受診率受診率受診率受診率がががが悪悪悪悪けけけけ    

    

    



審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    （（（（１６１６１６１６））））    

    

    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

副会長副会長副会長副会長    

保険年金課長保険年金課長保険年金課長保険年金課長    

会長会長会長会長    

    

ればればればれば何何何何かかかか後期高齢後期高齢後期高齢後期高齢ににににペナルティペナルティペナルティペナルティがつくとかそういったがつくとかそういったがつくとかそういったがつくとかそういった事事事事があったががあったががあったががあったが、、、、

あれもあれもあれもあれも皆皆皆皆チャラチャラチャラチャラなんですかなんですかなんですかなんですか？？？？    

        あのあのあのあの～、～、～、～、今聞今聞今聞今聞いておりますいておりますいておりますいております情報情報情報情報ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そうですあのそうですあのそうですあのそうですあの、、、、２５２５２５２５

年年年年のののの分分分分からからからからペナルティペナルティペナルティペナルティをつけていこうとをつけていこうとをつけていこうとをつけていこうと当初考当初考当初考当初考えていたわけなんでえていたわけなんでえていたわけなんでえていたわけなんで

すすすす。。。。でででで、、、、２５２５２５２５年度年度年度年度にはにはにはには後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療をなくそうとしていますからをなくそうとしていますからをなくそうとしていますからをなくそうとしていますから。。。。

そのそのそのその後期高齢者医療支援金後期高齢者医療支援金後期高齢者医療支援金後期高齢者医療支援金としてのとしてのとしてのとしてのペナルティペナルティペナルティペナルティどうのはどうのはどうのはどうのは、、、、これはできこれはできこれはできこれはでき

ないというないというないというないという事事事事にににに。。。。ただただただただ、、、、別別別別のののの形形形形でででで。。。。それはそれはそれはそれは何何何何かやっていかなければとかやっていかなければとかやっていかなければとかやっていかなければと

いういういういう事事事事はははは国国国国がががが言言言言っていますっていますっていますっています。。。。どのどのどのどの部分部分部分部分ででででペナルティペナルティペナルティペナルティをかけてをかけてをかけてをかけて。。。。後期高後期高後期高後期高

齢者医療制度齢者医療制度齢者医療制度齢者医療制度というというというという形形形形はなくなりますけれどもはなくなりますけれどもはなくなりますけれどもはなくなりますけれども、、、、例例例例えばえばえばえば今度今度今度今度７５７５７５７５歳以歳以歳以歳以

上上上上のこののこののこののこの仕組仕組仕組仕組みにみにみにみに変変変変わってもわってもわってもわっても、、、、現役現役現役現役のののの世代世代世代世代としてとしてとしてとして後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者のののの財政運財政運財政運財政運

営営営営のためにのためにのためにのために拠出拠出拠出拠出するするするする、、、、支援支援支援支援するするするする割合割合割合割合はははは基本的基本的基本的基本的にはにはにはには多分変多分変多分変多分変わらないことわらないことわらないことわらないこと

になろうかとになろうかとになろうかとになろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその拠出金拠出金拠出金拠出金のののの方方方方でででで多分調整多分調整多分調整多分調整をかけられることをかけられることをかけられることをかけられること

になるんじゃないかなとになるんじゃないかなとになるんじゃないかなとになるんじゃないかなと。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう風風風風なななな可能性可能性可能性可能性があるといがあるといがあるといがあるとい

うううう認識認識認識認識のののの中中中中でででで特定健診特定健診特定健診特定健診のののの方方方方のののの受診率等受診率等受診率等受診率等をををを高高高高めていくめていくめていくめていく様様様様にににに努力努力努力努力していかしていかしていかしていか

なければならないなければならないなければならないなければならない訳訳訳訳ですですですです。。。。    

        特定健診特定健診特定健診特定健診のののの受診率受診率受診率受診率をををを高高高高めていかないといけないめていかないといけないめていかないといけないめていかないといけない？？？？    

        そういうそういうそういうそういう事事事事ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは何何何何もももも変変変変わらないとわらないとわらないとわらないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        他他他他にににに何何何何かありますでしょうかかありますでしょうかかありますでしょうかかありますでしょうか。。。。    

  無無無無いようですのでいようですのでいようですのでいようですので、、、、それではこれをもちましてそれではこれをもちましてそれではこれをもちましてそれではこれをもちまして本日本日本日本日のののの協議会協議会協議会協議会をををを終了終了終了終了

させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

  本日本日本日本日はははは、、、、公私何公私何公私何公私何かとごかとごかとごかとご多忙多忙多忙多忙のところのところのところのところ、、、、どうもありがとうございましどうもありがとうございましどうもありがとうございましどうもありがとうございまし

たたたた。。。。    

    

    

        


