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会議の概要
（１）議題の 審議結 果又は 今後の 対応
平成 ２８ 年度 美里 町国 民健 康保 険 特別 会計 補正 予算 （第 ４号 ）及 び平 成２ ９
年度 美里 町国 民健 康保 険 特別 会計 予算 、並 びに 美 里町 国民 健康 保険 デー タヘ
ルス計画に つい て審議 、原案 のとお り承 認、町 長へ答 申。
（２）詳細な 意見（ 発言者 氏名及 び発 言内容 の記録 （要点 筆記 ））
【

会議の概要

】

午 後３ 時開 会。 美里 町長 職務 代理 者美 里町 副町 長佐々 木守 より 挨拶 。議 長を 会長
の木村宏委 員が 行う。
会議録 署名 委員 は、 村松 秀雄 委員、 髙橋 清子 委員 。美 里町 長職 務代理 者美 里町 副
町長佐々木 守よ り諮問 を受け た。
○ 木村 会長 ： ただ いま 美里 町長 職務 代理 者美 里町 副町 長佐 々木 守よ り諮 問を 受け ま
した 、平 成２ ８年 度美 里町 国民 健 康保 険特 別会 計補 正予 算（ 第４ 号 ）に つい て、
審議に入り ます 。事務 局より 説明願 いま す。
○相澤課長補佐、梯谷課長 補佐 ：（資料 に基づ き説明 ）
○ 木村 会長 ： ただ いま 説明 のあ りま した 、平 成２ ８年 度美 里町 国民 健康 保険 特別 会
計補正予算 （第 ４号） につい て、質 問ご ざいま せんか 。
○玉 手委 員：高額療養費 が増加 してい る原因 は薬 剤の高 騰との 説明が あり ました が、
薬剤名は町 では 把握し ていま すか。
○ 後藤 課長 ： 薬剤 名は 把握 して いま せん 。平 成２ ７年 度に 薬価 の改 定が あり まし た
が、 その 影響 で薬 剤費 が上 昇し 、 高額 療養 費に も影 響が ある とい う 状況 です 。参
考までに です が、一回 の入 院手術 の費用 が１千 万円 くらい の方が いまし た。現 在、
医療 技術 が発 達し 、高 度な 手術 を 受け るケ ース が増 え、 高額 療養 費 が増 額傾 向に
あり ます 。被 保険 者数 が大 幅に 減 って いま すが 、医 療費 は毎 年増 加 傾向 にあ りま
す。
○木村会長：他に質問は ありま せん か。
（意見、質 問な し）
○ 木村 会長 ： 意見 、質 問が ない よう です ので 、平 成２ ８年 度美 里町 国民 健康 保険 特
別会計補正 予算 （第４ 号）に ついて 、承 認して よろし いでし ょう か。
○委員一同：はい。
○ 木村 会長 ： 平成 ２８ 年度 美里 町国 民健 康保 険特 別会 計補 正予 算（ 第４ 号） につ い

て、 原案 のと おり 承認 する こと に 決し まし た。 次に 、平 成２ ９年 度 美里 町国 民健
康保険特別 会計 予算に ついて 、審議 に入 ります 。事務 局より 説明 願いま す。
○後藤課長、梯谷課長補佐 ：（資料 に基づ き説 明）
○ 木村 会長 ： ただ いま 説明 のあ りま した 、平 成２ ９年 度美 里町 国民 健康 保険 特別 会
計予算につ いて 、質問 ござい ません か。
○木 村委 員：葬祭費の予 算を７ ２名 分で計 上して います が、７ ２名分 で足り ますか 。
○ 後藤 課長 ： 平成 ２８ 年度 のこ れま での 支給 人数 とこ れか らの 見込 みで は、 間に 合
います。も しも 、足り なけれ ば補正 で対 応させ ていた だきま す。
○ 横山 委員 ： 年間 で約 ４０ ０人 の被 保険 者数 が減 少し た理 由は 、ど のよ うに 考え て
いますか。
○ 後藤 課長 ： 後期 高齢 者医 療制 度へ 移行 され る方 が増 えた のが 第一 の要 因と 考え て
いま す。 これ から 団塊 の世 代と 呼 ばれ る方 々が 後期 高齢 者医 療制 度 へ移 行し ます
ので 、今 後、 後期 高齢 者医 療制 度 の被 保険 者が 増え る傾 向に あり 、 後期 高齢 者医
療制度の負 担が 大きく なると 予想さ れま す。
○ 野田 委員 ： 昨年 度か ら成 人歯 科健 診を 無料 化し て実 施し てい ます が、 その 予算 は
保健事業費 のど こに含 まれて います か。
○相澤課長補佐：一般 会計の 健康福 祉課の 予算に 含ま れてい ます。
○ 大森 委員 ： 現在 ６億 円あ る財 政調 整基 金は 、平 成３ ０年 度か ら開 始さ れる 都道 府
県広域化の 際に 持ち出 しする のです か。
○ 後藤 課長 ： 財政 調整 基金 の持 ち出 しは あり ませ ん。 納付 金は 、県 から 納付 金額 が
示さ れ、 それ に見 合っ た分 を国 保 税と して 徴収 して 町か ら県 へ納 付 する 流れ にな
って いま す。 現在 、納 付金 額の 試 算中 です が、 その 数値 の精 度が 荒 く、 皆様 にお
示し でき る数 値で はあ りま せん 。 今年 の１ １月 から １２ 月ま でに は 、は っき りと
した 数値 が示 され ると 思い ます 。 仮に 、納 付金 が国 保税 の収 入よ り も多 かっ た場
合、 不足 分を 基金 から 持ち 出す こ とも 考え られ ます ので 、基 金は あ れば ある だけ
安心と考え てい ます。
○ 梯谷 課長 補 佐： 納付 金額 によ って は、 国保 税の 引き 下げ とい う考 え方 も一 方で あ
りま す。 納付 金額 次第 によ って は 、国 保税 の引 き上 げや 引き 下げ 、 また は、 どの
くら い基 金か らの 繰出 しで 対応 で きる かを 含め 考え てい ます 。し か し、 現在 は何
も決まって いな い状況 ですの で、こ こで はっき りと申 し上げ られ ません 。
○後 藤課 長：仮に 、国 保税の 徴収金 が７ 億円 、県へ の納付 金が ８億円 だった 場合に 、
１億 円を どう する かと いう 問題 に なり ます 。不 足分 につ いて 、国 保 税を 上げ る方
法や 国保 税額 は据 置き して 財政 調 整基 金か ら補 填す る方 法も 一つ の 選択 肢と して
考えていま す。
○梯谷課長補佐：（国保 税の軽 減判 定所得 につい て、資 料に基 づき 追加説 明）
○木村委員：税率が 上がる という こと ですか 。

○梯 谷課 長 補佐 ： 軽減判 定を 受 ける 世帯 が多 くな ると いう こ とで す。 そう する と、
保険 基盤 とい う国 の 補助 金に 影響 して き て、 国か ら来 るお 金 が増 えて 国保 の財 源
へ

補填される制度 上のこ とです 。

○木村会長：ここで 休憩を とりま す。 再開は １５時 ３５分 とし ます。
（休

憩）

○木村会長：再開し ます。 他に質 問ご ざいま せんか 。
（意見、質問 なし）
○ 木村 会長 ： 意見 、質 問が ない よう です ので 、平 成２ ９年 度美 里町 国民 健康 保険 特
別会計予算 につ いて、 承認し てよろ しい でしょ うか。
○委員一同：はい。
○ 木村 会長 ： 平成 ２９ 年度 美里 町国 民健 康保 険特 別会 計予 算に つい て、 原案 のと お
り承 認す るこ とに 決し まし た。 次 に、 美里 町国 民健 康保 険デ ータ ヘ ルス 計画 につ
いて審議に 入り ます。 事務局 より説 明願 います 。
○堀田主査：（資料 に基 づき説 明）
○ 木村 会長 ： ただ いま 説明 のあ りま した 、美 里町 国民 健康 保険 デー タヘ ルス 計画 に
ついて、質 問ご ざいま せんか 。
○ 野田 委員 ： 平成 ２２ 年現 在の 高齢 化率 が４ ４． ８％ と記 載が あり ます が、 私が 見
た数 年前 の大 崎タ イム スの 記事 で は、 確か 、そ の時 の美 里町 の 高齢 化率 は３ ５％
弱だ った と思 いま す。 そん なに 高 齢化 率は 高い のか と驚 いて い ます 。デ ータ の取
り方はどの よう にして います か。
○ 堀田 主査 ： 美里 町人 口ビ ジョ ンの 推移 をそ のま ま掲 載し てい ます 。し かし 、人 口
ビジ ョン の推 移の 値と 実際 の値 と は大 きく 違っ てい ます 。い ろい ろ なデ ータ の取
り方 があ りま すの で多 少の 差異 は あり ます が、 平成 ２７ 年度 の実 際 の高 齢化 率は
ＫＤ Ｂの デー タで ２８ ．９ ％と な って いま す。 野田 委員 の御 意見 の とお り、 美里
町の 人口 につ いて 平成 ２２ 年現 在 で記 載さ れて いる 箇所 を、 平成 ２ ７年 度の 実際
の値に変更 させ ていた だきま す。
○ 野田 委員 ： 健康 寿命 はこ んな に低 かっ たで しょ うか 。平 均寿 命と 健康 寿命 の差 が
１０ 歳く らい と私 の記 憶に はあ り ます が、 こん なに 開き があ るも の なの でし ょう
か。
○ 堀田 主査 ： 統計 によ って どこ のデ ータ をど こか ら持 って くる かで 違っ てき ます 。
その ため 、多 少の 数値 の誤 差が 生 じる とは 思い ます が、 この 計画 で はこ この 基準
を取りまし たと いうこ とを表 示させ てい ただき ました 。
○櫻井委員：都道府県広 域化に 向け て、Ｋ ＤＢは 共通で 使用 されま すか。
○堀田主査：県内一 律です 。
○後 藤課 長 ： 参考ま でに です が、 都 道府 県広 域化 する のは 財政 の 運営 面で すの で、
保健事業は 引き 続き町 が行い ます。 この 計画は 平成３ ５年ま でと なりま す。

○櫻井委員：この計 画は共 有する ので しょう か。
○ 後藤 課長 ： この 計画 は共 有し ませ ん。 美里 町の 計画 です 。都 道府 県広 域化 は全 て
が一緒にな るわ けでは ありま せん。 財政 の運営 面のみ です。
○櫻井委員：将来どのよ うに活 用し ていこ うと思 ってい ます か。
○ 堀田 主査 ： デー タヘ ルス 計画 の策 定は 、都 道府 県広 域化 とは 別で す。 都道 府県 広
域化 以降 の保 健事 業に つい ては 、 まだ 何も 決ま って いな い状 況で す ので 、今 後ど
うし てい くか 、そ のと きの 現状 を 見て から にな ると 思い ます 。国 の 日本 再興 戦略
の中 で、 全て の健 康保 険組 合は デ ータ ヘル ス計 画策 定の 取組 を求 め ると とも に、
市町 村国 保も 同様 の取 組を 行う こ とを 推進 する とさ れて いま す。 で すか ら、 美里
町と して 、こ の計 画を 策定 しま す し、 各健 康保 険組 合や 市町 村国 保 がそ れぞ れデ
ータ ヘル ス計 画を 策定 しま す。 後 期高 齢者 医療 制度 につ いて は、 宮 城県 後期 高齢
者医 療広 域連 合が 策定 して おり ま すが 、整 合性 につ いて は、 今後 の 課題 とな りま
す。
○ 櫻井 委員 ： 転入 先の 市町 村で 、自 分の デー タが 反映 され てい れば 、継 続医 療に つ
ながると思 いま す。こ のデー タはど のよ うに使 ってい きます か。
○堀田主査：現在のＫＤ Ｂでは 、デ ータの 引継ぎ ができ ませ ん。
○ 横山 委員 ： 特定 健診 の受 診率 が約 ５０ ％と 記載 があ りま すが 、こ こに は病 院に か
かっ てい る人 は含 まれ てい ない か と思 いま す。 特定 健診 をし ても 結 局受 ける 人が
限定され てし まいま すので 、特定 健診の 受診率 を上 げよう とする よりも 、例え ば、
美里 町の 介護 認定 者の 有病 率は 国の 有 病率 と比 較し て全 てが 高く なっ てい ます し、
美里 町は 肥満 の方 が多 いの で、 町 民の 健康 志向 につ いて 取り 組ん だ 方が 、結 果的
に有効では ない かと思 います 。
○堀田主査：調べて反映 させて いき たいと 思いま す。
○木村会長：他に質 問はあ りませ んか 。
（意見、質 問な し）
○ 木村 会長 ： 意見 、質 問が ない よう です ので 、美 里町 デー タヘ ルス 計画 につ いて 、
承認してよ ろし いでし ょうか 。
○委員一同：はい。
○ 木村 会長 ： 美里 町デ ータ ヘル ス計 画に つい て、 原案 のと おり 承認 する こと に決 し
ました。そ の他 、事務 局から ござい ます か。
○相 澤課 長補 佐 ： 美里町 デー タヘ ルス 計画 につ いて は、 御意 見 をい ただ いた ところ
を修 正し 、後 日、 皆様 へお 届け し ます 。次 に、 運営 協議 会の 今 後の 日程 です が、
例年、６ 月議会 の前に 開催 させて いただ いてい ます。６月の 議会 が６月 １３日（火）
です ので 、５ 月２ ５日 （木 ）か 、 ６月 １日 （木 ）の いず れか で 御案 内を する 予定
です。
○木村会長：これをもち まして 会議 を終了 いたし ます。

