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平成３０年度 第１回福井市国民健康保険運営協議会議事録 
日 時 平成３０年１１月２日（金） １３：２５ ～ １４：３０ 

場 所 福井市役所８階 第３委員会室 

出席者 被保険者代表：中嶋委員、柿中委員、山田委員 

国民健康保険医・薬剤師代表：安川委員、岡本委員、青木委員 

公益代表：松平委員、高畑委員、井上委員 

被用者保険者代表：深川委員、田中委員 

計１１名（欠席：片山委員、上原委員、田村委員） 

 

＜事務局＞ 

山田福祉保健部長、松浦次長、石井保険年金課長、嶋田健康管理課長、横山副

課長、竹内課長補佐、野路主幹、齊藤主幹、下田主幹、宮越主査 

 

＜内 容＞ 

・議事 

（１）報告事項 

① 平成２９年度福井市国民健康保険特別会計の決算について 

② 平成３０年度国民健康保険税当初賦課の状況について 

③ 福井市国民健康保険赤字解消計画の進捗状況について 

④ 平成２９年度福井市国民健康保険診療所特別会計の決算について 

⑤ 福井市市税賦課徴収条例の一部改正について 

⑥ 保健事業等の主な取組について 

⑦ 平成３１年度国民健康保険税率の設定について 

 

＜議事録＞ 

【齊藤主幹】 

定刻少し前ではございますが、ただいまより「平成３０年度 第１回福井市国民健康

保険運営協議会」を開催いたします。 

会議に先立ちまして、まず、福井市市民憲章の唱和を行いますので、恐れ入りますが、

ご起立願います。 

市民憲章は、お手元の次第の裏面に掲載してございますので、ご覧ください。 

私が前文を朗読いたしますので、引き続き１番から実践目標も含めて、ご唱和をお願

いいたします。 

 

 （福井市市民憲章唱和） 

 

ありがとうございました。どうぞお座りください。 

続きまして、山田福祉保健部長からご挨拶申し上げます。 

 

【山田部長】 

 皆さん、こんにちは。開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

本日は、大変お忙しいところ、今年第１回目の国保運営協議会にご出席いただきまし

て本当にありがとうございます。また、委員の皆様方には、日頃から福井市の国保の運

営に特段のご指導ご助言を賜り、厚くお礼申し上げます。ありがとうございます。 
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 さて、ご承知のとおり、本年４月から国保の県単位化がスタートしたというところで

ございます。これは制度の安定化を図るという目的で、県も国保運営の責任主体となる、

そして市町と共に保険者となるという制度発足以来、最大の改革だというふうに思って

いるんですけれども、そういう改革を今しているところですが、現在のところ大きな混

乱はないなと、うまく移行したのではないかなと思っているところでございます。 

委員の皆様方には、昨年度、市長から諮問をさせていただいて、今後の国保税の改定

方針と今年３０年度の税率をどうしようかと、さらには赤字が福井市の場合ありますの

で赤字解消の計画をご審議いただいたというところでございまして、それを会長の方か

ら市長の方へ答申をしていただきました。本当にありがとうございました。 

本市としましては答申書に基づきまして、現在さらに法定外で市の方から入れている

財源をできるだけ減らそうということで、保険税の収納対策等の収入確保に努めるとと

もに、特定健康診査の受診率がまだ低いわけなのでそれを上げる努力などをしていると

ころです。そういうところで医療費の抑制に努めているところでございます。 

本日の第１回目の運営協議会では、昨年度の国保の決算の報告、赤字解消計画が今ど

んな状況なのかというようなご報告をさせていただきたいと思います。今年また３回ほ

どお願いしていまして、次回は３１年度の保険税をどうするかというご審議もいただく

ことになろうかと思っています。どうか忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上

げまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【齊藤主幹】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、国民健康保険運営協議会委員の変更がございましたので、保険年金課長

よりご紹介させていただきます。 

 

【石井課長】 

課長の石井でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

お手元にお配りいたしております委員名簿をご覧いただきたいと思います。委員名簿

の中で、中ほどの福井市薬剤師会の委員ですが、薬剤師会の方から推薦をいただき委員

になっていただいているわけですが変更がございまして、新任の委員の方はここに書い

てありますように上原敏さんでございます。 

今日は所用によりまして欠席されておりますが、任期につきましては残任期間の平成

３１年６月２０日までということでございますので、皆様どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【齊藤主幹】 

本日は、委員１４名ご案内のところ、１１名のご出席をいただいておりますので、福

井市国民健康保険条例施行規則第６条の規定により、定数の半数以上に達しており、本

協議会は成立しておりますことをご報告申し上げます。 

それでは、福井市国民健康保険条例施行規則第５条の規定により、議長は会長が務め

ることになっております。これから後の議事進行は会長にお願いしたいと存じます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

【松平議長】 

それでは、規定によりまして、議長を務めさせていただきます。皆様のご協力をよろ

しくお願いいたします。 



3 

まず、議事進行の前に福井市国民健康保険条例施行規則第７条第２項の規定によりま

して、会議録署名人２名を決めたいと思います。 

会議録署名人には、中嶋委員と深川委員のお二人にお願いいたます。よろしくお願い

いたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

報告事項①平成２９年度福井市国民健康保険特別会計の決算につきまして、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

石井課長説明 資料１（Ｐ１～３） 

 

【松平議長】 

それではただいま説明のありました、平成２９年度福井市国民健康保険特別会計の決

算につきまして、何かご質問等はございませんでしょうか。 

 

＜質疑応答なし＞ 

 

【松平議長】 

よろしいですか。それでは、特にご質問がないようですので、次の報告事項に移りた

いと思います。 

それでは②平成３０年度国民健康保険税当初賦課の状況についてと、③福井市国民健

康保険赤字解消計画の進捗状況について、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

横山副課長説明 資料２（Ｐ４） 資料３（Ｐ５） 

 

【松平議長】 

ただいま説明のありました、平成３０年度国民健康保険税当初賦課状況について、そ

れと、福井市国民健康保険赤字解消計画の進捗状況につきまして、なにか質問等はござ

いませんでしょうか。 

 

＜質疑応答なし＞ 

 

【松平議長】 

よろしいですか。それでは、特にご質問がないようですので、次の報告事項に移りま

す。 

それでは、④平成２９年度福井市国民健康保険診療所特別会計の決算につきまして、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

嶋田課長説明 資料４（Ｐ６） 

 

【松平議長】 

ただいまご説明いただきました、平成２９年度福井市国民健康保険診療所特別会計の

決算について、なにか質問等はございませんでしょうか。 
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【Ａ委員】 

 医師の人件費はどれぐらいですか。時給と言いますか。 

 

【嶋田課長】 

 １回の診療に対しまして２万円でございます。 

 

【Ａ委員】 

 １時間半で２万円ということですか。 

 

【嶋田課長】 

 １時間半ですが、美山地区には美山診療所と下味見診療所とこの上味見診療所の３つ

ございます。その３施設を巡回するような形で１日当たり３ヶ所回ることになりますの

で、その３ヶ所分としまして４万円。そのうち２万円分をこの上味見診療所特別会計か

らの支出となっております。 

 

【Ａ委員】 

回っているのはそれでいいと思いますが、それだけだと効率悪いなと思ったものです

から。 

 

【Ｂ委員】 

 上のポイントのところ歳出決算額が「受診者数減少に伴う、医薬品費の減額」と書い

てありますが、医薬品費をみますと７６万円ほど増えていますが、どういうことですか。 

 

【嶋田課長】 

 すみません。受診者数につきましては、ここに記載のとおり前年度よりは減少してお

ります。ちなみに申し上げますと、２８年度ですと受診者数が１２７人に対しまして、

２９年度で１１６人ということで、これは減少でございます。医薬品費につきましては、

減額ではなくて増額でございます。この増額になった原因としましては、診療所では薬

を出しております。どうしても年度替わりの前後につきまして、その購入の時期ですと

か年度によって増減といいますか多い年少ない年があり、薬の処方の関係が出てくる中

で、２９年度につきましては大幅な増額になったということでございます。すみません。

訂正させていただきます。 

 

【Ｃ委員】 

 繰入金ですが、前年度より大幅に増額になっておりますが、どういうことですか。 

 

【嶋田課長】 

 ２８年度は国民健康保険診療所基金からの繰入金がありませんでした。２９年度から

基金繰り入れを行っています。その関係で増額になっております。 

 

【Ｃ委員】 

 増額ができたからこそ医業費もちょうどだったのかなあと思います。医業費が増額に

なったんですから。 
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【嶋田課長】 

 薬代が上がった関係で医業費も増えておりますし、基金の使用につきましては条例の

定めがございまして、この診療所の運営、施設の整備等に使用することになっておりま

すので、その中で運営費全般という中で基金を活用させていただいております。 

 

【Ｃ委員】 

 繰入金がなかったら赤字になるのですか。 

 

【松平議長】 

 今の質疑ですけれども、資料４の歳出決算書、これが訂正ということですね。受診者

数減少に伴う、医薬品費の減額ではなくて。 

 

【嶋田課長】 

 上のポイントのところです。ポイントのところの文言で、医薬品費の減額とあるのを

増額ということでの訂正でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【松平議長】 

 もう１点は、国民健康保険診療所の基金の繰入金が、２９年度から新たに繰り入れた

ということですね。 

 

その他ご質問よろしいですか。 

 それでは次の議題に入りたいと思います。⑤の福井市市税賦課徴収条例の一部改正に

つきまして、事務局の方からお願いいたします。 

 

竹内課長補佐説明 資料５（Ｐ７） 

 

【松平議長】 

 ただいまご説明のありました、福井市市税賦課徴収条例の一部改正につきまして、何

かご質問はございませんでしょうか。 

 

＜質疑応答なし＞ 

 

【松平議長】 

 よろしいでしょうか。特にご質問がないようですので、それでは次の報告事項に移り

ます。 

⑥保健事業等の主な取組について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

野路主幹説明 資料６（Ｐ８～１２） 

 

【松平議長】 

 ただいま説明のありました、保健事業等の主な取組についてですが、何かご質問はご

ざいませんでしょうか。 
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【Ｂ委員】 

 当日の保健指導の実施状況、利用状況は分かりますか。協会けんぽも今年度からでき

るようになりましたが、委託先では今のところ実績がないと言うところなので。 

 

【野路主幹】 

 資料１０ページにありますが、当日面接は８人ということで８月末の結果が出ており

ます。 

 

【Ｂ委員】 

 福井市の保健師は何人いるんですか。 

 

【野路主幹】 

これは福井市の保健師がやっているわけではないです。 

 

【Ｂ委員】 

保健指導をされる保健師は何人いるんですか。しないのですか。福井市で訪問して指

導とかはしないんですか。 

 

【嶋田課長】 

福井市の保健師の数ですが、保健センターの方は２４名だったと思います。 

（※保健センター保健師 実人数 ２７人） 

【Ｂ委員】 

福井市の保健師さんも保健指導をやられているのですか。 

 

【嶋田課長】 

保健指導をもちろんやっております。 

 

【野路主幹】 

ここの保健指導とはまた違いますが。これは国保の特定保健指導に限っている話で

す。 

 

【Ｂ委員】 

１１人全員（特定保健指導実施者）、健診機関でやっているということですか。 

 

【野路主幹】 

医師会での健診の時にやっていますので、医師会の方でやってもらっています。 

 

【Ｂ委員】 

市の保健師ではやってないですか。 

 

【野路主幹】 

健診会場では、国保の特定保健指導はやりません。 

 

【松平議長】 

よろしいでしょうか。その他ご質問はございませんか。 
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【Ｄ委員】 

 ジェネリック医薬品ですが、差額通知書４月、６月、８月と書いてあるのは何ですか。

年６回発送と書いてありますけど。４月、６月、８月とは何を指しているのですか。 

 

【下田主幹】 

ジェネリック医薬品の差額通知書については、今年度４月と６月と８月にお出しした

ところでございます。 

 

【Ｄ委員】 

年３回ということですか。 

 

【下田主幹】 

２ヶ月に１回お出ししますので、年６回なんですが、今までの結果として４月、６月、

８月の３回で６，４００通余りを出させていただいたということでございます。 

 

【Ｄ委員】 

２８年度６３．４％から３０年度７２．８％と急激に上がっていますけれども、これ

はどういう理由、どういう施策によってこんなに上がってきたんですか。 

 

【下田主幹】 

２年前の６３％から今年度９月末時点で約１０％近く上がっている現実がございま

すけれども、こちらに書かせていただいた主な取組の効果もあろうかと思いますし、世

間一般にジェネリック医薬品というものが認知されてきたということではないかと考

えております。 

 

【Ｅ委員】 

ジェネリックに関しては、病院なんかは特に使用量何％以上にすると、プラス何点か

取れるというような色んなことがあります。多くの病院は今８割超えているぐらいだと

思います。 

 

【松平議長】 

ありがとうございました。その他ございませんでしょうか。 

 

【Ｆ委員】 

歯科ですが、歯科の検診を受けられる人の受診率がだいぶまだ低いというのと、その

後、実際に治療されているかどうか追っているのでしょうか。今、歯周病とか治療して

いくと健康寿命が伸びるというデータがたくさん出ているみたいですけれども。そこら

へんはどうでしょう。歯科が出てないので、ちょっと分からないんですけれども。 

 

【嶋田課長】 

歯周疾患の検診につきましては、うちの保健センターの方で３０歳、４０、５０、６

０、７０という中で歯周疾患検診をやっております。また併せて、後期高齢者の歯科検

診もやってございます。委員からもお話ありましたとおり受診率につきましては、どち

らも１０％前後ぐらい１０％ちょっと超えるぐらいの受診率ということで、受診率自体

はどちらかというと低いというのが現状でございます。追跡については実際やっており
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ません。数の把握としまして受診者の検診結果に基づいての例えば要指導、要精検の数

というものの把握はしていますが、その方についての要精検者への受診勧奨までは実際

取り組めていないのが現状です。 

 

【松平議長】 

よろしいでしょうか。それでは⑦番の議題に移りたいと思います。 

⑦番国民健康保険税率設定スケジュールについて、事務局の方からお願いをいたしま

す。 

 

横山副課長説明 資料７（Ｐ１３～１４） 

 

【松平議長】 

 ただいま説明のありました、国民健康保険税率設定のスケジュールにつきまして、何

かご質問等はございませんでしょうか。 

 

 ＜質疑応答なし＞ 

 

【松平議長】 

あとは今日は報告事項が①番から⑦番までございましたが、それを通しまして何かご

質問等はございませんでしょうか。 

よろしいですか。特にご質問はないようです。これで本日予定しておりました議事を

すべて終了させていただきます。円滑な議事進行、ありがとうございました。 

それでは、その他ということで、事務局にマイクをお返しいたします。 

 

【横山副課長】 

事務局より１点お願いいたします。この国保運営協議会の資料、議事録の公開につい

てでございます。昨年、何件か資料や議事録に関しましてお問い合わせがございました。

資料また議事録の公開につきましては、今後、本市ホームページにおきまして公開する

ことを検討していきたいと考えております。現在、人口規模が同じような都市の方に調

査をしている最中でございます。調査結果を踏まえまして、運営協議会の委員のみなさ

まのご意見をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【齊藤主幹】 

 委員の皆様には長時間にわたり、ご審議いただきまして誠にありがとうございまし

た。 

それでは、これをもちまして本日の日程を終了させていただきます。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

《以上》 

 

 


