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流山市国民健康保険運営協議会（第４回）会議録  

 

１  日  時   平成２５年２月６日（水）午後１時１５分  

２  場  所   市役所第１庁舎４階  第１・２委員会室  

３  招集日   平成２５年１月２８日  

４  出席委員   

   沖山委員  吉田委員、小野委員、横田医院、鈴木委員  

平井委員  紅谷委員、若菜委員  

５  欠席委員  

武笠委員、椎名委員、大塚委員、板津委員、藍川委員  

６  事務局  

   井上市民生活部長、福島市民生活部次長、  

   根本国保年金課課長補佐、石川国保年金課賦課給付係長、  

斉藤国保年金課収納係長   

７  傍聴者    

なし  

８  議題  

（１）平成２５年度流山市国民健康保険特別会計予算 (案 )について  

（２）その他  

９  配付資料  

（１）平成２５年度流山市国民健康保険特別会計予算説明資料  

（２）平成２４年１１月調剤分保険者別医薬品利用実態  

（３）流山市第２期特定健康診査等実施計画  

１０  会議時間   開会  午後１時１５分  

         閉会  午後２時１５分  

 

議事内容  

（事務局）ただいまから、平成２４年度第４回流山市国民健康保険運

営協議会を開催いたします。  

開会にあたりまして、会長よりごあいさつをお願いいたします。  

 

（会  長）委員の皆様方には、雪交じりの悪天候の中、また大変ご多

忙のところ、平成２４年度第４回流山市国民健康保険運営協議会にご

出席いただきまして誠にありがとうございます。  

本日は、平成２５年度流山市国民健康保険特別会計予算につきまし
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て、前回に引き続きご意見を伺いさせていただきたいと思いますので、

宜しくご審議の程お願い申し上げます。  

 

（事務局）続きまして、市民生活部長からあいさつ申し上げます。  

 

（市民生活部長）市民生活部長の井上でございます。本日は、皆さん

足元の悪い中有難うございます。皆様もご存じではあると思いますが、

前回ご質問のありました７０歳から７４歳までの患者負担を法律上

の２割から予算措置で１割に凍結している件については、１月１１日

に閣議決定した緊急経済対策の中で、平成２５年４月以降も当面１割

負担を継続することになりました。但し、田村厚生労働大臣の発言の

中で、なかなか今すぐにとは言えないが、２割への引上げは、必ずや

らなければならないと述べており、２割への引上げを今後も検討して

いく意向が示めされております。本日は、条例の改正や料金改正等が

ありません。したがって、運営協議会に諮問させていただく議題はあ

りませんが、平成２５年度流山市国民健康保険特別会計の予算につき

ましては、１月９日に市長査定を行いまして、前回にご説明させてい

ただきました内容でほぼ査定が終了いたしましたが、一部修正がござ

いますので、事務局から説明させて頂きたいと思っております。本日

は、宜しくどうぞお願いします。  

 

（事務局）協議会の議長は、流山市国民健康保険規則第６条の規定に

より、会長となっております。会長よろしくお願いいたします。  

 

（議  長）これより議事に入ります。ただいまの出席委員は、８名で

ございます。よって、定足数に達しておりますので、会議は成立して

いることをご報告します。  

 

（議  長）それでは、議題１の平成２５年度流山市国民健康保険特別

会計予算について、事務局の説明をお願いします。  

 

（事務局）私から、１月９日に行われました市長査定の結果について

ご報告させて頂きます。資料の１ページ目をご覧頂きたきたいと思い

ます。まず歳出を説明させて頂きます。１款、総務費、合計で１５１

万１千円の減となっております。これにつきましては、職員給与の減
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とういうことでございまして減額させて頂いております。それから１

１款、予備費５００万円を５９９万５千円に増額させていただいてお

ります。また、歳入を説明させて頂きますと、９款、繰入金につきま

して、職員給与費減ということで５１万６千円の減を行っております。

給付費関係におきましては、前回お話したとおりの額で予算査定を終

えております。それから４ページをお開き下さい。第３回の運営協議

会で医療費の伸びが前年度予算に対し伸びが低いのではないかご質問

を受けまして、決算ベースでこのようになりましたことをご説明させ

て頂きましたが、それを補足する資料として今回添付しました、平成

２３年度及び平成２４年度の医療費の状況でございます。４ページの

下の段になりますが、平成２３年度と平成２４年度の１２月までの合

計で比較しております。総医療費になりますが、合計で１０１．６％、

前年度に対し１．６％の増となっております。このようなことから、

伸びを加味いたしまして２５年度予算に関しては、保険給付費の増額

を２．４９％として見積もったところであります。以上で予算関係の

説明を終わらせて頂きます。  

 

（議長）事務局からの説明が終わりました。ただいまの説明に対しま

して、ご質問等がございましたらお聞きしたいと思います。次長から

話がありましたように前回と比べてそれほど変更がないということで、

変更点のみの説明ということになりました。また、医療費の現状につ

いて説明がありました。如何でしょうか。  

 

（委員）予備費の件で、職員の給与減があったことでその分を予備費

に充てたという話がありましたが、前回、委員から元々予備費の計上

が少ないのではないかということで、家に帰りまして最初に頂いた小

冊子をみたところ、本来予備費の計上を医療費の２％分を計上すべき

である。要するに給付が異常に増えた場合にそれをもって充当すると、

したがって一般会計からの繰入れの手当として予備費を大幅に計上す

べきであるという解説が書いてありますが、年々予備費が減っている

実態があります。今回は、これでよろしいでしょうけど次年度以降は、

改めて予備費の計上について、一定の考え方をされた方がよいのでは

ないかという気がしました。  

 

（議長）ご答弁をお願いいたします。  
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（事務局）予備費に関しましては、たくさんとった方がよいというこ

とは、十分分かっておりますが、今まで運営した中で予備費を大量に

取り崩したことがなかったこともありまして、５，６百万円で落ち着

いております。私も国保年金課に７年おりますけど未だに予備費を使

って医療費に充てるようなことはしていませんので、その辺を含めて

できれば予備費にしておかないで医療費に計上しておきたいと思って

おります。  

 

（議長）委員よろしいでしょうか。その他ご質問がありましたら宜し

くお願いします。委員どうぞ。  

 

（委員）私は、前回に続きまして今回も変わっていないので、それに

２５年度予算の赤字繰入金が２４年度と比較して約４００万円減って

いる訳ですから、この予算案については、大方賛成できますし、良く

できているのではないかと思います。ただ、今後どのように考えてい

るのかお伺いしたいのは、先程の４ページのところでの医療費が年々

増えてきている。年に２％から３％増えてきている。この辺の要因は、

どういうことなのか。それから後期高齢者支援金等については、当初

予算は抑えられていますが、決算額を見るとかなり増えてきている。

医療費はなぜ増えてきているのか。被保険者は、減ってきているのに

なぜなのか。特別な要因でもないのに、どう考えていいのか。その辺

の検討があれば教えて頂きたい。  

 

（事務局）医療費に関しましては、退職分が減っております。一般に

ついては、２．６％増加しております。そういった関係で退職分が減

ってきていることから、医療費の伸びがだんだん収まっていると思わ

れますけど、医療費の高度化により今までＭＲＩをもっている病院が

少なく、それこそ新東京病院にしかなかったため、各病院がそこに照

会しておりましたが、今は流山市内の病院でもあるような状況でござ

います。そういったことで医療技術がどんどん進歩してきており、機

器もどんどん整備されてきたことによって、医療費が伸びているもの

と考えております。以前は、５％位伸びておりましたけど来年度は、

２％位の伸びと考えております。平成２４年度の医療費の伸びは収ま

ってきたものの、これからも医療費が伸びてくると考えております。  
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（議長）委員よろしいですか。委員どうぞ。  

 

（委員）年齢によって医者いらずというのは、小学校から中学校、高

校までです。だんだん年齢と共に医者が必要となり、コントロールし

なければいけないような生活習慣が出てきている。医療、介護が進歩

してくると、医療レベルを上げるとなると皆勉強していますから、機

器を買いたい訳です。流山市内でもＭＲＩは何台でもある。個人で持

っている方もおります。そういう時代で、ニーズに合わせて勉強して

いる。それに対応していこうという国民性がある。要は、どこまでそ

れが出来るかという医療費との葛藤がある。お年寄りの、やればやる

だけ、色々部品が古くなったのが見つかってくると、それをどうする

かというのを受ける側とやる側との認識をしていかなければいけない。

ここまでだったら普通、だから死に向かってどういうような姿勢を持

つべきかと、極端なことを申しますと安楽死です。最終的にセレモニ

ー的にやればやるだけ医療費は最後にべらぼうに掛かります。それが

今の日本の姿です。しかし、今はここまで生きたのだから、ここまで

で家族はいいというのを現場でよく説明してやらなければいけない。

セレモニーでない。それはなんなのか宗教的理解がなければいけない。

だから医師任せにしてはだめです。だから医療費は掛かります。です

から具体的に質問する家族が増えていますから、それに答えてこちら

も姿勢を改めるような時代になってきている。だから足ふみする位の

状態がほしいけれど、医療はどんどん進歩してきている。どんどん高

額になってきている。いたちごっこで苦しいところです。答えになっ

ていませんが以上です。  

 

（議長）委員有難うございます。今お話があったようにそういう状況

の中で、医療費の高騰と高齢化社会であることから、尚更という状況

もあるかと思います。如何でしょうか。他に質問等がありましたらど

うぞ。  

 

（委員）私自身、被保険者証とか免許証に延命治療は必要ないと書い

てあります。終末期医療は、先生が言われたようにものすごい費用が

掛かります。私は、延命治療はいやだと。だけど臓器提供は、使える

かどうか分かりませんがそれはＯＫとしています。前にもご質問しま
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したが、薬です。私は、薬局は全部一つの薬局にしてあります。私の

妻も特定疾病になっておりますので、薬局を一つにしてあります。一

番便利なのは、確定申告の際、領収書がそこの薬局１枚で済みますの

で、そういうメリットがあります。言いたいのは、薬が無駄に使われ

ているというのがよく聞きます。薬はもらったけど飲んでいないとか。

薬屋さんでそういう話を聞きます。いわゆるお薬手帳を患者に全部診

察の時に持たして、受診すると、そしてその薬を飲んでいるのかどう

か。そういったことを先生方がチェックするような体制をとっていた

だければ、患者さんとうのは、１つの医療機関にずっと行くというこ

とはほぼ少ないのではないかと思います。むしろあっちこっち行き、

あそこは評判いいから行ってみようと、同じ病気なのに複数の医療機

関を受診するケースも結構あるのではないかと思います。そういった

意味でもお薬手帳を活用するという何かいい方策等があるのではない

かと、私もネットでいろいろ検索しているのですがあまりピンとした

ものが出てこなかったので分からないですけど、先生如何でしょうか。 

 

（議長）如何でしょうか。委員。  

 

（委員）私の一開業医が答えるようなものではないですが。将来的に

は、資料を共存化して一つのＣＤ化する。スイカと同じような全部入

力してそこに入れると薬が出てくる。それは若い世代の次の世代から

育っていかなければいけない。機器になれながら、患者も慣れていか

なければならない。お年寄りは、昔ながらのマンツーマン、フェース

ツーフェースの方がいい訳です。ですから制度としては、ＩＴ化の方

に向かってはいる。私共では、飲んでいる薬は必ず提示して下さいと、

必ず待合室に書いてあるはずです。しかし、患者さんはそれを言いた

くないみたいで、それが不思議です。介護保険もそうです。どこそこ

の主治医だと患者さんが指定しますが、その主治医は、自分が主治医

だと思っていません。思っている先生と思っていない先生がいます。

この間びっくりしたのですが、介護保険で書類を書きます。しかし、

それはアルバイトの先生が、患者を診てないで書く場合が多いそうで

す。ですから介護関係は、これは、ほんとに主治医とのフェースツー

フェースの介護保険の結果がでているのか。しかし介護審査会でそれ

は分かっております。非常に未熟な意見書が出てきます。だからジャ

ッジが本当にいいのかどうか。だから県の方にクレームで上がって、
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なんで出てくるかということになります。意外と県は分かっていない。

実際は、介護保険でこういうサービスを受けたいのに現実は、こんな

に低い差が出てくる場合があります。ですから医師の意見書とケアマ

ネージャの意見書の調査票でもって審査があります。食い違いをどう

すればよいか非常に心配なところです。ということは、サービスにお

いては、医師の意見書を十分反映させるために、こういうサービスが

必要であるということを書くはずです。しかし、診ていない先生が書

いた場合は書けない。ですから一番信頼するのは、病院で看護記録も

非常に細かく観察している。ケアマネージャの調査も非常にレベルが

高い。他の市町村より会議は良く進めておりました。サービスを受け

る側の人は、認知症などがありますからどのサービスがいいのか分か

らない。ご家族と調査医師を主体とした介護の指導、一体となっての

介護保険制度ですから、流山市としては、他の市に負けていないと思

います。でも、まだまだ矛盾が見られると思います。原点に戻って先

程の薬ですけど、少しずつ進歩していると思います。ジェネリックも

実際、薬の名前だけのジェネリックはなくなりつつあります。今はジ

ェネリックの会社は、名前だけ替えていろんな乱立しているジェネリ

ックでもって保険点数がきます。そうすると商品名で勝負するのでな

く、先発品は先発品でプラオリティーの権利をやりなさい。しかし後

は、ゾロ品はゾロ品というかたちで、製品名は統一しようという動き

になってきています。ですから、そうするとゾロの会社がつぶれてき

ます。自然淘汰のかたちで、ですからそれはまたこれからの動きとな

ると思いますけれども、要は、ジェネリックというのは、先発の会社

から出ているという噂がある訳で、本当にジェネリックの会社が自分

で開発をやったのという疑問もあります。ですから裏を言えばきりが

無いですし不信感が出てくる。患者さんの定期的な血液検査などでフ

ォローしていると、この薬はしっかりしているというのを確認してい

るのが現実です。ですからジェネリックを信じなさいと、今日は、薬

剤の先生が来ていないですけれど、そういう意見を聞きたい現実はあ

ります。でも、日本の認可された国家認定の薬となると、責任があり

ますから、そんなに中国や他の国と比べて信頼はあると思います。先

ず、時の流れとしては、どんどん言って頂いて世の中が変わっていい

方に行けばいい訳ですから、この辺で勘弁して下さい。  

 

（議長）いろいろありがとうございました。お薬手帳の関係で今後と
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も色々検討していく過程があるかと思います。その他ございますか。

委員どうぞ。  

 

（委員）参考までに２点ほどお伺いしたいのですが。まず１点目は、

今のお話にも通じるかと思いますが、ジェネリック差額通知というの

は、やられているのか。あと医療費通知です。やられているとなると

歳出の何処の項目に入るのか。それともう１点、特定保健指導の関係

ですが、新たに第２期の計画を定めることになっておりますが、それ

が流山市ではどの段階で実施計画を定めるのかお伺いしたいのですが。 

 

（議長）それでは、２点ほどご質問がありましたのでご答弁をお願い

します。  

 

（事務局）まず１点目のジェネリック差額通知でございますけれど、

これにつきましては、１１月２８日に発送させて頂きました。後程説

明させて頂きますけれども、流山市では、利用率が３２・６％まで上

がっております。国の基準をはるかに超えていると考えております。  

送りました中で流山市に２件程連絡があった方で、ジェネリック通知

をいただいたが、これを病院にお願いするのはとてもできないという

ことで、電話を頂きました。この後、発送しないでほしいと言われま

したが、これは、年金収入で暮らしている方の為にも、少しでも生活

の足しになるようなことで出させて頂きましたと説明いたしました。

それから、医療費通知については、年４回お出ししております。項目

につきましては、保険事業費の総額に入っております。ジェネリック

通知については、年１回の発送で、約１３３，０００円、それからコ

ールセンターへの問い合わせ手数料等で約１００，０００円掛かりま

すけど、合計で２３３，０００円を予定しております。医療費通知に

つきましては、年４回送付する費用といたしまして、４，３７５，０

００円を考えております。あと特定健診の実施計画でございますけど、

これにつきましては、今年４月から第２期に入りますので、本日、私

共で作りましたものをご提示したいと思っております。  

 

（議長）委員よろしいでしょうか。計画については、後程説明するそ

うです。委員。  
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（委員）今、事務局からお話があった１１月にジェネリックを使うと

これだけ安くなると言われますが、実は、私も頂いて私自身はドクタ

ーとお話をして、心筋梗塞をやっていまして、今まで使っている薬を

替えるというのは、先生としても抵抗があるということで、二つは変

えられないと言われ、もう一つの胃腸薬は替えました。それで、通知

を出した結果替えられたという割合は、分かりますでしょうか。  

 

（議長）ジェネリックに替えられた割合について事務局の説明をお願

いします。  

 

（事務局）通知を発送しましたのが１１月でございまして、その結果

が反映されるのが１２月分からで、１２月分の審査がまだ上がってき

ていませんので、まだ分析が出来ない状況であります。これについて

は、また検証していきたいと思っております。  

 

（議長）よろしいでしょうか。如何でしょうか。前回から引き続いて

皆さんからご意見を頂いたところでありますけど、平成２４年度流山

市国民健康保険特別会計予算につきましては、事業の適正かつ安定的

な運営を図って頂きたいというお願いを申し上げて、これで運営協議

会として了承するということでご異議ありませんか。  

 

〈異議なし〉  

 

（議長）異議なしでございますので、平成２５年度流山市国民健康保

険特別会計予算は、原案のとおり承認されました。ありがとうござい

ます。次に、議題２のその他について事務局からの説明をお願いしま

す。  

 

（事務局）今、委員からも質問がありました、ジェネリックの利用実

態と第２期特定健康診査等実施計画について説明させて頂きたいと思

いますので、今から資料をお配りいたします。  

 

（議長）それでは、資料配布をお願いします。  

 

（事務局）資料２点ほどお配りさせて頂きましたものを確認いたしま
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す。１点目、「平成２４年１１月調剤分保険者別医薬品利用実態、平成

２５年１月３１日案」及び「流山市第２期特定健康診査等実施計画」

の２点をお配りいたしました。まず１点目のジェネリック利用実態に

ついて説明させて頂きたいと思います。先程委員からもお話がありま

したように、１１月に通知を出した月の状態になっております。利用

率として、後発品の利用率が３２．６％、こちら実際に、後発に替え

られる調剤を使った場合、数量ベースで６６．２％まで伸ばせるとい

う資料でございます。金額ベースですと利用率が１４．８％、最大適

用時ですと３２．５％まで後発品の利用が可能となるということです。

先程説明したように１１月２８日にジェネリック薬品の通知を皆様に

発送したところであります。通知件数は、一般被保険者の方が２，２

５１件、退職被保険者の方が２３９件、合計２，４９０件の方に発送

しておりまして、こちらは、効果額が最低２００円以上の差額が生じ

るものといことが第１条件と循環器管系の薬それから呼吸器管系の薬、

消化器管系の薬、糖尿病に関する薬ということで長期医療が見込まれ

るものについて対象といたしておりますので、これは毎月８日頃デー

タが入ってくることとなっておりますので、入ってきましたら、また

こちらもどのように移ったかを皆様にご報告したいと思っております。

それから引き続き２点目を若菜委員からもお話がありました「流山市

第２期特定健診審査等実施計画」についてご説明させて頂きたいと思

います。御承知のとおり特定健康診査、特定保健指導につきましては、

平成２０年に内臓脂肪症候群、いわゆるメタボリック症候群の対象に

よりまして、糖尿病を始めとして精神病の予防、それから早期発見に

より重篤化を防ぐという目的から、厚生労働省で始めたものとなって

おります。実際これをスタートしたのは、平成２０年でございまして、

こちらにつきましては高齢者の医療の確保に関する法律で特定健診の

実施計画について、保険者に義務付けられております。またこちらの

実施に当たりましては、５年毎に計画的に実施することが義務付けら

れておりまして、２０年を開始年度といたしまして、今年度２４年度

で第１回目の５年を満了することになりますことから、次期２５年度

をスタートといたします５年間について、新たな実施計画を策定して、

それに基づいて実施をしていくことになっております。内容につきま

しては、今、中間の状態でお示ししておりますので、まだ不完全な状

態でございますので、大変見苦しい点がありまして申し訳ないのです

が、このような状態で進めさせております。４月１日から開始となり
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ますので、今年度中の策定を目途として今準備を進めているところで

ございます。  

 

（議長）ジェネリックの関係と第２期の特定健康診査等の実施計画と

いうことで、今事務局の方から説明があった訳ですけど、各委員さん

からご意見がございましたら、ご質問を頂きたいと思います。委員ど

うぞ。  

 

（委員）特定健診の目標に対しペナルティーがあるようなことを聞い

ていたことがあるのですが、違う会議に出た時は、千葉県の中で流山

市は意外といい成績が出ていたように思うのですが、実際最終的な集

計はどうなのでしょうか。目標は、達成できたのでしょうか。  

 

（議長）事務局答弁をお願いします。  

 

（事務局）設定していた目標値は、６５％ということでありました。

これにつきましては、流山市は、正式な集計は終わっていないですが、

４２％程度ということでございます。千葉県では、第３位の実施率を

誇っています。何処の市町村も達成しておらず、日本全国で約１０市

町村が５０％を超えているとのことですけれども、千葉県では超えて

いるところはございません。今後、次期の計画では、国から６５％を

６０％に引き下げて基準を設定するという予定でありますので、６

０％に向けて計画していくというかたちになります。  

 

（委員）達しない場合補助金が減額されるような噂があったのですが。 

 

（議長）事務局答弁をお願いいたします。  

 

（事務局）減額につきましては、現在も生きております。当時６５％

を達しない市町村につきましては、後期高齢者支援金を１０％加算し

ますということでありました。流山市としては約２２億の１０％がペ

ナルティーとして加算されるということになっておりました。この制

度につきましては、現在も生きていると国は言っておりまして、ただ

実施するにあたりまして、各市町村がこういう状況でございますので、

本当にやっていない市町村のみペナルティーになるということを国が
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考えていることを聞いております。  

 

（議長）そういうことですが、委員よろしいですか。委員。  

 

（委員）国からの指示は出ているのでしょうか。  

 

（議長）事務局答弁をお願いします。  

 

（事務局）現在案というかたちで出ておりまして、正式な通知は出て

おりません。  

 

（議長）委員よろしいですか。委員。  

 

（委員）政権が変わった場合に、私共は、民主党の事業仕分けにあっ

て私共の産業活動の予算が削られまして、全国の産業検診推進センタ

ーも随分削られましたし、予算が減って働いている職場に対しての無

料健康相談をするような予算もどんどん削られましたために、産業保

健活動がやりにくいような、息苦しいような世代になってきました。

民主党の事業仕分けで非常に後ろ向き制度をやってくれたもので、こ

ういう目標設定をもって何処で事業仕分けのような、リセットをする

ようなことがあるのかどうか。これからすると自民党が設定した特定

健診だから、自民党になるとどうか目標は目標で納得するような指針

を出さなくてはいけない。何年たっても達せないのであれば目標設定

が間違いであるということになる訳ですけれども、見直しはいつやる

のか。むしろ国のやり方として前触れもなく事業の減額をされた側か

らすると、これは国の政策、しかし現実からみると２０％以上違うと

いうことで、どこかでリセットしないといけない。目標は目標で、憧

れは憧れの健康管理で終わってしまい、何か難しいところです。検診

をやらない人はとことんやらない、やる人はマニアのようなかたちで

毎年やる、そして会場に行くといつも同じような顔を見る人ばっかり

だというような、いつまでたっても掘り起こしをどうするかという議

論になってくる訳ですけど、ですからちょっとしたアイデアの工夫が

必要になってくる。急患でもって、急に悲惨な目にあうのは、意外と

管理していない人です。昨日の勉強会でも胃がんが破裂して、腹膜炎

になって８２歳になっても薬は何も飲んでいない、医療費も使ってい
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ない、ある日突然お腹が痛くなって、入院して開けてみたら胃に穴が

開いていたということがある訳です。だから医者嫌いなのです。病院

嫌い。それで体重はどうですかというと、少しずつ減って変だと思っ

ていた。現実に検診は何も受けていない。勉強会で病院の先生がこう

いうケースもありますと、それでもって無事に退院できましたと喜び

のケースがケースレコードとして勉強会に出てくる訳です。それがち

ょっとした間違いがあったら違う世界に逝ってしまう。受ける側と、

受けない側、だから目のとどくのは４割位、中間系が３割位、最後の

２割位は、何処か掘り起こしをやっていかなければならない。という

感じがします。  

 

（議長）ありがとうございます。目標設定のあり方でございますが、

今まで先程事務局から説明がありました６５％を６０％ということで、

若干、今までの設定目標を下げてきているような状況があるというよ

うな事務局の説明があった訳ですけれども、それでも現実的には、ま

だまだ高い設定であると、委員からも色々事例もお話があった中で、

そうすると今の国の施策として見直しの検討する余地があるのではな

いか、というお話しだったと思います。  

 

（委員）最初の目標は、２年後位までだったと思いますが。  

 

（議長）委員から２年後までという質問がありましたが事務局お願い

します。  

 

（事務局）２０年から２４年までの計画で６５％でした。  

 

（議長）如何でしょうか。色々と話が出てきている訳ですけれども、

それ以外の方でご質問等がございますか。それでは、事務局で検討し

ている案について了解頂けるということで、よろしいでございますか。 

 

〈異議なし〉  

 

（議長）ありがとうございます。事務局どうぞ。  

 

（事務局）ご意見いただきましてありがとうございました。今、お渡
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しした計画について、ご意見がありましたらこの計画書は、年度内の

作成となっておりますので、お気づきの点がございましたら事務局ま

でご指摘をいただければと思っております。作成のプロセスの時間も

ありますので、２週間位の間にご指摘を頂きたいと思っております。  

 

（議長）今、事務局から２週間位の間にご意見がございましたら事務

局にご意見を頂ければありがたいと、こういうようなお話がございま

したので、各委員さん何かございましたら事務局までご連絡頂きたい

と思います。それでは、以上を持ちまして平成２４年度第４回国民健

康保険運営協議会をこれで閉会したいと思います。今日は、御苦労さ

までした。  

 

 

この会議録は真正であることを認め署名する。  

 

  流山市国民健康保険運営協議会会長  

 


