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流山市国民健康保険運営協議会（第 ３回）会議録  

 

１  日  時   平成２４年１２月２５日（火）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２４年１２月５日  

４  出席委員   

   武笠委員、沖山委員、吉田委員、小野委員、椎名委員  

横田委員、大塚委員、板津委員、鈴木委員、紅谷委員  

若菜委員  

５  欠席委員  

   藍川委員、平井委員  

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  山崎国保年金課賦課給付係主事  

７  傍聴者    

なし  

８  議題  

（１）平成２５年度流山市国民健康保険事業計画 (案 )について  

（２）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  

９  配付資料  

（１）平成２５年度流山市国民健康保険事業計画 (案 )  

（２）平成２５年度流山市国民健康保険特別会計予算 (案 )  

（３）流山市国民健康保険柔道整復施術療養費適正化受診者調査結果  

集計  

１０  会議時間   開会  午後１時１５分  

         閉会  午後２時３０分  

 

議事内容  

（事務局）ただいまから、平成２４年度第３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、大変ご多忙の中、また年末のお忙しい

ところお集まりいただきまして厚くお礼申し上げます。  
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本日は、平成２５年度流山市国民健康保険事業計画（案）及び平成

２５年度流山市国民健康保険特別会計予算（案）について、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）私から一言ご挨拶させていただきます。  

委員の皆様には、年末のお忙しい中、お集まり頂きまして誠に有難

うございます。  

 本日は、平成２５年度流山市国民健康保険事業計画（案）及び平成

２５年度流山市国民健康保険特別会計予算（案）について報告させて

いただきます。国民健康保険特別会計予算は、景気の低迷により保険

料につきましては減収が見込まれ、一方保険給付費は増加傾向にあり

ます。このため、一般会計からの繰入れにより維持されており引き続

き厳しい状況となっております。詳細については、次長から説明させ

ていただきますとともに、本日受け賜りまし たご意見につきましては、

市 長 査 定 時 の 予 算 編 成 に 反 映 し て ま い り た い と 考 え て お り ま す の で

よろしくお願いいたします。  

 

（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、１１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事業

計画 (案 )について、事務局の説明をお願いします。  

 

（事務局）私から平成２５年度流山市国民健康保険事業計画（案）に

ついてご説明いたします。  

（１）適用適正化対策の推進につきましては、平成２４年度と同様  ①

から④方法により、適用適正化を推進してまいります。  

（２）保険料の収納率向上対策の推進につきましては、①から⑦ の方
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法により、収納率の向上を図り納付の公平性の確保に努めます。 特に

⑤被保険者の指導の徹底につきまして今年度は、試行で实施しました

夜間電話催告を年２回实施してまいります。  

（３）医療費適正化対策の推進 につきましては、①から④を实施し、

医療費の適正化を図ってまいります。特に、②の医療費通知で本年度

から实施した長期間にわたり施術を受ける者に対し てアンケート調査

を实施し、必要な場合は指導してまいります。今年度のアンケート結

果につきましては、後ほど報告させていただきます。  

（４）保健事業の充实につきましては、①から④により充实を図って

まいります。特に、①の人間ドック助成事業の实施について、２５年

度は、２４年度当初予算より２２０件増の１，２７０件とし、充实 を

図ります。特定検診については、平成２４年度で实施計画期間が終了

し、新たな实施計画策定の必要があると考え ております。しかし、新

たな指針が国から示されないため、現在保留状態となっております。

２５年度には、新たな实施計画の基で特定検診・特定保健指導を实施

しなければならず苦慮いたしております。  

（５）保険料率の見直しにつきましては、①適正な保険料の検討です

が、国保財政の健全化を図るため、国保運営協議会の委員の皆様と平

成２７年の税と社会保障の一体改革を踏まえご意見を伺ってまいりた

いと考えております。  

（６）その他は、①柔道整復施術療養費の適正化を図るため、啓発パ

ンフレットの配布をします。  

以上で国民健康保険事業計画（案）について の説明を終わります。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

（議  長）事務局からの説明が終わりました。質問等がありましたら

お願いいたします。  

 

（委員）（６）その他でございますけど、平成２４年度の場合は、臓器

提供意思表示がございましたが、今年度は、柔道整復 施術療養費にな

っており、臓器提供意思表示については、結構時期も経っているとい

うことから除かれたのでしょうか。  

 

（議長）事務局お願いします。  
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（事務局）ご質問の件でございますけれども、臓器関係に関しまして

は、保険証の裏面にそれが入りまして、被保険者に周知できると考え

まして、来年度については柔道整復施術療養費について、重点的に図

って行こうと考えております。  

 

（議長）委員如何でしょうか。よろしいですか。  

その他ございますか。  

 

（委員）（２）の④収納体制の強化で選任収納員の配置について、人事

担当に要望する。これは、新しく出てきたことですが、これは国保年

金課の定数が増えるということで理解してよろしいですか。  

 

（議長）説明をお願いします。  

 

（事務局）これにつきましては、現在担当が差押え等を行っておりま

す。そのための準備をする段階の人となります。非常に銀行口 座の調

査や生命保険の調査の事務量が多くなっております。 そちらの事務が

多くなってしまうと本来やるべき差押えが出来なくなるということで、

人事担当と協議していくということ です。实際２５年度で实施できる

か２６年度に出来るか、費用の問題もありますのでなかなか難しいか

もしれませんが、充实を図りまして納付の公平性を維持していくよう

に努めてまいりたいと思います。  

 

（議長）委員どうぞ。  

 

（委員）もう１点、柔道整復施術療養費に係る被保険者に対する頻回

受診に対しアンケート調査を实施するという 、２４年度实施計画でし

たが、その結果はどうなったのでしょうか。  

 

（議長）事務局如何でしょうか。  

 

（事務局）後程その他でご報告しますので宜しくお願い致します。  

（議長）後程その他で説明するそうです。よろしいでしょうか。  

それでは、その他の委員さん如何でしょうか。 委員どうぞ。  
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（委員）（４）の人間ドック助成事業ですが、週刊誌やネット検索で、

人間ドック及び特定健診等について 、果たして検査に対して効果があ

るのかという疑問点が指摘されています。中身を読んでみましたら厚

生労働省で２４頄目のうち１６頄目 の検査頄目について効果がないと

いう結論がでているという記事がありました。先生方に伺い したいの

ですが。  

 

（議長）委員から人間ドック助成事業について御質問がありました。  

委員お願いします。  

 

（委員）そういう批判もあるのも確かです。それからデータに基づい

て毎年受ける受診者が同じ頄目をやっても無駄な頄目もあります。こ

の頄目は、別な時に特化したらどうかというのもあります。年齢と共

に柔軟的にやっていかなければならない時が来たのかと思います。 私

も提案しようとしたところです。でもコスト・デメリットというかた

ちからどうかと思っています。色々な健診でもこれはどうかと いう評

価というのは学会のなかで逐一出ています。大腸がん健診などは、非

常にいいというのは出ています。胃がん一つにとってもコスト・デメ

リットでどうかというのが出ています。でも成果をたどると早期のも

のも見つかっているというデータもあります。どういう検討で評価す

るというのは、学会にも集団検診学会というのがありまして、 乳がん

検査頄目も触診だけだったものがマンモグラフィとか超音波とか、で

もそれではだめで年齢別に分けると若い人はこれ、年輩者はこれと逐

一進歩していますから意識改革でドック を受診しようとするのも大事

で、ただ、全然健診を受けない方が多い。マニアックにずっとやる方

と全然やらない方、啓蒙啓発が必要になってくる。ですから医療費を

減らそうと思えばメタボ健診や 人間ドックを实施するのもいいのでは

ないかと思っております。でも価格による効果というのが逐一必ず出

てきます。流山市においても脳ドックはどうなの か毎回出てきます。

一般ドックと脳ドック、肺がん健診でも胸のレントゲンだけのドック

なのかＣＴのドックなのか。東 京都の肺がんをなくす会は、ヘビース

モーカーは、年２回ＣＴチェックする。ですから取り上げ方によって

全然違ってくるものですから一概には言えないというのが私の意見で

す。ですから今のなかで反省しつつドックも進化しないといけない 。
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流山市のドックにおいても、梅毒の検査を毎年やる必要がない。ＨＢ

Ｓの感染なども、今、集団で同じ針で予防接種をやっているところは

まずないです。それは集団でやっている頃の感染症のものであって今

は尐ない。ですからその点数を他に特化する検査をオプションで入れ

た方がいいのではないか。というのが流山市のドックの改善点ではな

いかと思って検討してほしいところです。以上です。  

 

（議長）ありがとうございました。委員よろしいですか。  

 

（委員）前回の運協でもお話ししたのですが、特定健診ですが私の場

合２か月間、４月にまた入院しまして今回の特定健診はやらなかった

のですが、６５％が生きているのか 分かりませんけど、そういう直近

に入院された被保険者は、特定健診に实施したことにカウントされて

いないのではないか。人数が大変だということになれば、今回 尐ない

かもしれませんが、そういのもアピールしていけば逆に健診率が上が

るのでないかと考えております がどうですか。  

 

（議長）カウントしてはどうかとういうことですが。 事務局どうです

か。  

 

（事務局）特定健診は、ＪＡに加入されている方がやっている健診と

か、商工会議所でやっている健診とか、データをいただければ特定健

診としてカウントすることができることになっておりますが、なかな

かデータを頂けることが出来ない。個人情報のこともありますので、

医療機関に検査したデータを下さいと言ってもなかなかそれを特定健

診用データとしてお出し頂けないという難しい点があるかと思ってお

ります。  

 

（議長）委員どうぞ。  

 

（委員）私共では、会社健診が済んだらデータを頂きたいといいます。

でも持ってきて下さる方は尐ないです。そういう現实です。それか ら

何か月以内に健診したらそのデータを会社に届けるとそれを認める会

社が増えております。それを市でやるかどうか。それを利用して届け

るアクションを起こせる人と、起こせない人とから見ると起こせない
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人がほとんどで、事務局だけ人件費が掛かって非常にそれが大変 なこ

とです。ですから現在自分のデータは、宝の持ち腐れで自分のところ

に置いとくこと事態が遺憾といっても、何処か行ってしまいましたの

がほとんどです。ですから皆さんが医療費を使っているのだからそれ

を有効に利用しないと損であるということを目覚めさせるキャッチフ

レーズの運動が必要だと思います。現实に待合室に表示しております。

検査した場合には、こちらにお持ち下されば診療過程に役立たせても

らいます。ということはどの病院でも表示はしております。それをす

るかしないかはご本人次第で、それを行政サービスでデータを取り入

れることはコスト的にどうか私には 解りません。  

 

（議長）どうもありがとうございました。委員よろしいですか。その

他の委員さん如何でしょうか。  

 それではお諮りしたいと思います。平成２５年度国民健康保険事業

計画（案）につきましては、事務局の説明のとおり国民健康保険運営

協議会といたしまして承認することにご異議ありませんでしょうか。  

 

〈異議なし〉  

 

（議長）ご異議なしということですので、この平成２５年度 流山市国

民健康保険事業計画（案）につきましては、承認いたしたいと存じま

す。  

 それでは大変恐縮ですけれども、案をお取り頂きたいと思います。  

 それでは、次に議題２へ移らせて頂きます。平成２５年度流山市国

民健康保険特別会計予算（案）について事務局からの説明を求めます。  

 

（ 事 務 局 ） 私 か ら 、 平 成 ２ ５ 年 度 流 山 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算  

（案）についてご説明いたします。Ａ３の資料の１ページ目を ご覧く

ださい。１の国民健康保険加入者の見込みですが、平成２５年度は、

２４年度に比べて世帯数で８７世帯増、被保険者数で３６９人の減そ

れぞれ世帯数で２４，８８５世帯、被保者数４３，００４人としてお

ります。２の国民健康保険介護分４０歳以上６５歳未満の被保険者に

つきましては、４５５人減の１４，３３８人としております。３の保

険料ですが、医療分は、平成２１年度から据置 きで所得割が７．３％、

均等割が１９，２００円、平等割が１５，６００円 、介護分が平成１
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８年から据置きで所得割が１．４％ 、均等割が１２，６００円、支援

分が、平成２０年度の後期高齢者医療制度創設以来所得割１．８％ 、

均等割４，２００円とした保険料を平成２５年度も据置いて予算編成

しております。  

次に、賦課限度額についてですが、平成２３年度から据置 きで医療

分５１万円、介護分１２万円、後期分１４万円で合計７７万円として

おります。４の平成２５年度予算案ですが、平成２４年度当初予算か

ら６億１，６６４万５千円増の１５７億２，２０５万４千円として財

政部長査定を受けております。また 、１月に市長査定を受けた後、第

４回流山市国民健康保険運営協議会にお諮りし、御承認を受けて平成

２５年度流山市国民健康保険特別会計予算として議会に提出させてい

ただきます。平成２５年度予算案の主な増額の理由は保険給付費約２

億５千８百万円の増と後期高齢者支援金約３億２千万円の増です。  

歳入から御説明いたします。  

１款、国民健康保険料、現年分収納率９１．６７％、滞納繰越分２６．

５０％、２４年度当初予算から２，３２１万８千円の減としておりま

すが、被保険者の減尐と加入者の収入が落 ち込むものと予測したもの

です。３款、国庫支出金の主なものは、療養給付費等負担金２５億３，

５７０万２千円が主なもので、前年度増減額１億１５万１千円 の減は、

国の補助率が２％減となり県に移行したことによるものです。４款 、

療養給付費等交付金は、退職医療制度に基づき社会保険から交付され

るもので、２４年度当初予算から１，０２５万５千円減は、退職被保

険者等の減が見込まれることからです。５款 、前期高齢者交付金は、

６５歳以上７５歳未満の前期高齢者の１人当たりの医療費に前期高齢

者の被保者数を乗じたもので、２４年度当初予算から５億２，９３１

万９千円の増は、前期高齢者の医療費の伸びが主な理由です。６款 、

県支出金は、県財政調整交付金１億３， ２０４万１千円の増は、国の

療養給付費負担金の２％部分が県の財政調整交付金として交付される

ことが主な要因です。９款、繰入金のうち特別事情分は、２５年度は

２億２，９７０万７千円で２４年度当初から約５２９万３千円の減と

なりました。  

続きまして歳出についてご説明いたします。  

２款、保険給付費は、平成２４年度当初予算から２億５，８１３万円

増の１０６億４，４９７万４千円を計上いたしました。３款 、後期高

齢者支援金等は、平成２４年度当初予算から３億２，１３８万１千円



                  9 

増の２２億４２５万７千円計上いたしました。これは、後期高齢者の

医療費の増加が見込まれるため増額するものです。５款、老人保健拠

出金２千円は、平成２０年度に後期高齢者医療制度に移行したことに

伴い廃止された老人医療保健の清算金の請求があった場合に備えて科

目取りをするものです。７款、共同事業拠出金の８４６万２千円の減

は、高額医療共同事業拠出金の減が見込まれるためです。この共同事

業には、高額医療費共同事業で８０万円を超える医療費に対する拠出

と３０万円を超え８０万円以下の医療に対し拠出する保険財政安定化

事業の２種類があり、いずれも各保険者が、当市の場合は、千葉県国

保団体連合会に拠出する再保険制度です。平成２７ 年度からは、県単

位の広域化の１段階目としてこの保険財政安定化事業の３０万円以上

を１円以上とすることなる見込みです。８ 款、保健事業費１，１１９

万円の減は、平成２０年度から实施してまいりました特定健康診査等

委託料の減が主なものです。１０款 、諸支出金は、所得更生等により

生じる保険料の還付金が主なものです。以上で説明を終わります、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

（議長）事務局からの説明が終わりました。ご質問等がありましたら

お願いしたいと思います。  

 委員どうぞ。  

 

（委員）歳出に関してですが、保険給付費が対前年度伸び率２．４９％

で決算でも申し上げたように結局これでは足りない訳です。ちなみに

２３年度予算案では、対前年度比５．２９％、平成２４年度は、３．

９１％、そして今年度は、２．４９％。保険給付費が上がっている割

には予算の計上段階で伸び率が尐なく、始めからこの数字で足りるの

かどうか。もちろん足りればいいのですが、結果的に一般会計から繰

入れすることになる。以前にもお話したのですが、流山市の全体の人

口と国保の被保険者に比べると約４分の１ですか。一般会計から繰入

れを行っていると、他の組合健保とか協会健保 の方からそろそろ苦情

が出てくるのではないか。ということになればそろそろ保険料の見直

しが必要でないか。給付費が２．４９％で足りるとは到底思えない。

その辺はどうお考えでしょうか。  

 

（議長）事務局如何でしょうか。給付費の伸びが２．４９％では足り
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ないのではないかというお話しです が。  

 

（事務局）決算ベースで過去の推移を見ますと、平成２２年度と平成

２３年度の決算の対前年度比が４． ５３％、平成２３年度と平成２４

年度の決算の対前年度比が２． ４４％と金額的には、高額な保険給付

費の支払いをしておりますが、平成２４年度は、決 算見込みではあり

ますが、２．４４％を見込んでおり、平成２５年度は、決算ベースを

見込んで２．４９％で計上させていただきました。繰入金についても、

平成２２年度が３億４，５００万、平成２３年度は１億６，１４２万

９千円で、国からの療養費負担金が予算より多めに入ってきているこ

とから、平成２３年度は、繰入額は尐なめになっております。  

 

（議長）決算見込みから計上したということです。委員よろしいでし

ょうか。委員どうぞ。  

 

（委員）平成２４年の４月から診療報酬の改 定がございました。それ

で医療費の前年度対比はどうですか。  

 

（議長）事務局如何でしょうか。診療報酬の改定後の伸び率がどのよ

うな状況になっているのかというご質問でございます。  

 

（事務局）今年度の伸びですが、９月現在の上期で見ますと２３年度

に対しまして一般の療養給付費が２．６４％の伸びでありまして 、後

半の方で毎年金額が上がってくる傾向がありますので、一概には申し

上げられませんが、上半期ではこのような数字となっております。  

 

（議長）委員どうぞ。  

 

（委員）そうしますと先程申し上げられました２．４９％で大丈夫で

すか。  

 

（議長）心配だということですが。事務局どうぞ。  

 

（事務局）保険というのは、保険証の提出があれば支払わなければな

らないという仕事ですので、一概にこれでいいかと言え ばいいとも言
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えませんので、保険料の収入もありますので最大限の予測を して対応

できる範囲で考えております。医療費については、インフルエンザが

流行ったり流行らなかったり、以前新型インフルエンザが流行った年、

皆さん記憶があるかと思いますが、皆さんマスクをしていただいて、

約１億補正減をしたときがあります。平成２１年度であったかと思い

ますけどそういった経験もあります。医療費というのは水ものでござ

います。余るかもしれませんし、足りないかもしれませんということ

で、被保険者の負担を掛けないよう 努力して予算編成をさせていただ

いております。  

 

（議長）よろしいでしょうか。  

 

（委員）良く分かりました。  

それからもう１点、予備費が平成２４年度の決算見込が１ 千１６５万

８千円、２５年度予算案が５００万円で６６５万８千円減っている訳

です。これは、他のやりくりでこれしか計上できなかったという考え

でよろしいですか。今のような保険給付費が 増額となると予備費を充

てるようなかたちになります。それでどうしようもなければ一般会計

の方から繰入れして補うというかたちになるかと思いますけど如何で

しょうか。  

 

（議長）事務局答弁をお願いします。  

 

（事務局）实際予備費につきましては、歳入、歳出の差額という形で

計上しております。今回は、５００万円しか計上することができなか

ったということです。ただ、予備費だけで医療給付費を賄えるかとい

いますと１日だいたい４，０００万円近い医療費が出ていきますので 、

それを考えますと５００万から６００万円の差があったとしても医療

費を補填する金額ではありませんので、これは備品等の 緊急に対応す

るものと考えております。  

 

（議長）よろしいですか。委員。  

 

（委員）最初の事業計画にありました新システムによるチェックです

が、これによる数字的な評価は把握しております でしょうか。  



                  12 

 

（事務局）レセプト点検業務に関しましては、实際点検件数は増えて

おります。ただ点検額は減っております。というのは医療機関も電算

化されておりまして、非常に誤りも尐なくなってきたということです。 

 

（議長）その他の委員さん如何でしょうか。委員。  

 

（委員）歳出の保険事業費のことですけど、詳しくは資料の下か４行

目の特定健診として１億２千万強の予算を計上されておりますが、こ

れは目標値に対して計上しているのか、当然目標値より受診率は低い

訳ですがそれらの過去の数字を勘案して計上されているのか教えて下

さい。  

 

（議長）事務局答弁をお願いします。  

 

（事務局）最初に流山市の健診の状況でございます が、千葉県内でも

３位、４位という受診率を誇っています。それでも４２％ から４３％

の受診率となっております。目標値ですと今年度中に６５％というこ

とになっておりますけどもそこまで予算化しておりません。やはり实

績値をもとにして算出した数字となっております。  

 

（議長）委員よろしいですか。  

 

（委員）ありがとうございます。  

 

（議長）他にありますでしょうか。委員どうぞ。  

 

（委員）後期高齢者医療制度についてお伺いしたいのですが、前年度

対比で３億２，１００万円増えていますが、この算出根拠が良く解ら

ないのと、後期高齢者支援金と前期高齢者納付金 との関係について教

えて下さい。  

 

（議長）事務局お願いします。  

 

（事務局）後期高齢者支援金についてお答えしますと、日本全国の７
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５歳以上の方の医療費の４０％を各保険者の７４歳未満の方に割り振

っています。ですから７５歳以上の医療費の４０％を流山市の被保険

者数割で算出したということになります。  

 

（議長）委員よろしいですか。  

 

（委員）そうしますと、これは今までの实績で計上しており、給付費

と同じように増額になることも考えられるということになりますか。  

 

（議長）事務局お願いします。  

 

（事務局）あくまでも国の試算で前々年度の清算分がありまして、多

く取りすぎた場合には返還してもらえますし、尐ない場合には納付金

が増えることになります。  

 

（議長）委員どうぞ。  

 

（委員）これは２５年度になって国から通知があるのですか。それと

も国の通知に基づいて計上しているのですか。  

 

（議長）事務局お願いします。  

 

（事務局）これはあくまでも試算であります。国からの通知はこれか

らきますので、後ほど補正で対応いたします。  

 

（議長）その他の委員さんありますか。委員どうぞ。  

 

（委員）懸け離れた問題で恐縮ではありますけど、 窓口負担の１割の

問題でございますけど、現在７０歳以上の方は１割負担ですが来年度

も１割負担ですが、ただし、延長が切れるので平成２５年度に７０歳

になる方は、２割負担になると民主党は説明していましたが、その確

定の情報はあるのですか。  

 

（議長）今、そういうことが言われてい ますが、事務局で情報を掴ん

でいるかどうか。事務局お願いします。  
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（事務局）平成２０年度に小泉改革で１割が２割になりました。その

後、福田内閣になったときに２割から１割に戻しました。この１割に

戻した医療費は流山市が支払っているのではなくて 、国が１割分を負

担するというかたちになっております。今回これを２割に戻すという

ことで検討しておりますが、まだお答えできる状況ではありません。  

 

（議長）委員どうぞ。  

 

（委員）現在７４歳までの人は、大半１割負担です。仮に２割負担に

なりますと窓口負担が倍払うことになりますが、これが 確定した時点

でもって、市民に対して広報を大きくやらないとかなり混乱が生じる

のではないかそんな懸念を持っていますので 、そこは是非ご用意して

頂きたいと思います。  

 

（議長）事務局どうぞ。  

 

（事務局）委員の話は十分認識しております。平成２０年に２割にな

るとき、毎週自治会や老人会に説明してご理解を得た ところでしたが、

１割になってしまいました。そういった経緯もございます。このこと

は広く皆様にお知らせしませんと非常にトラブルが起きると思います

ので、２割になるようであれば広報等や団体に説明したいと考えてお

ります。  

 

（議長）そのような対応ということでお願いいたします。  

それでは如何でしょうか。お諮りしたいと思います。平成２５年度国

民健康保険特別会計予算（案）につきましては、只今事務局の説明ど

おり運営協議会といたしまして承認することに意義ありませんか。  

 

〈異議なし〉  

 

（議長）ご異議なしということ でよろしいですかね。当初次長から説

明があったように、１月に入って市長査定があるということについて、

各委員さんもご了承頂きたいと思います。  

 それでは事務局から何かありますか。  
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（事務局）先程事業計画にありました柔道整復施術療養費についてア

ンケートを实施しましたので、その集計結果を説明させて頂きたいと

思います。  

 

（議長）それではアンケート調査の結果を説明するということで資料

をお配りさせていただきます。  

 それでは、事務局の方から説明をお願いします。  

 

（事務局）このアンケート調査については、第２回のこの場でも説明

させていただきましたけれども、本年３月に厚生労働省の事務局から

柔道整復師の適正化について、各保険者においても調査等によって適

正化を図っていただきたいという通知がありました。これに基づ きま

して流山市におきましても柔道整復師に掛かれた方を対象 といたしま

して調査を实施したところであります。お手元の資料をご覧いただき

たいのですが、アンケートの対象といたしまして、①長期診療受診者

として、２４年８月を基準といたしまして、それから過去を遡って４

か月以上連続して掛かっていらっしゃる方 。それから②高頻度受診者

ということで１か月に１５日を超えて受診されている方を抽出しまし

た。この①及び②に該当されている方というものを今回の調査対象と

して抽出をしたところでございます。この ①及び②に該当された方が

３２名いらっしゃいました。平成２４年１２月１２日付けでこの調査

票を発送いたしまして、本日２５日を提出期限 ということで依頼をし

たところであります。  

本日の午前中までに３２件に対しまして２６件の回答がございました。

回収率として、８１．２５％でした。内容として４問ほど設問いたし

ました。この設問につては厚生労働省で示されました案に基づいて作

成したものですけれど、まず１点目の施術期間、实日数についてとい

うことで、市で調査した日数をアンケート用紙に載せてあります。こ

ちらは、施術期間と一致しているかどうかということは、全件２６人

とも合致しているということで日数についても間違いがないという 回

答を頂いております。２点目の負傷の原因ということで、こちらは具

体的な施術として頄目として設問を取ってありますが、怪我によるも

のが２３件で８８．５％、怪我以外の疑いが あるのが２件ございまし

た。それからその他の疑義というものについては、お仕事中に 容体が
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悪くなったという記述がありましたので、労災に当てはまるのではな

いかという疑義があるのが１件で、そして３件が怪我以外という記載

があったものでございます。３点目の各施術所におきまして、本来１

０割負担で請求するところ７割負担を施術所に委任しますというよう

な文書の取り交わしをするのですが、この療養費の申請につきまして

ご自身で署名したかについて設問したところ、２４名の方が自分で署

名したという回答されております。また、手の負傷ということで書け

ないので施術所に依頼したという方が２名おりました。最後に ４点目

の領収書ということですが、これについては、 施術所の方に毎回発行

するように指導していることもあるのですが、これについて、受けと

っているが２３件で８８．５％、受けとっていない若しくは受けとっ

ていない場合もあるが合計３件いらっしゃいました。これに基づきま

して本市におきましても電話、窓口で指導ということで確認したとこ

ろでございます。その指導の一部でございますけど最後に記載させて

いただきましたけれども、お仕事中の怪我である回答の方に お電話で

確認させていただいたところ、記載するスペースが限られているので

そのことに言及しましたが他にも要因があるということで確認をして

おります。また、慢性的な疾患によるものという疑義があるものにつ

いても、更にこちらの方から確認をしていきたいと思っております。

以上でございます。  

 

(議長 )今、事務局からアンケート調査結果について報告がありました。 

そういうことでよろしいでしょうか。委員どうぞ。  

 

（委員）外国人の国民皆保険制度で加入し日本で医療を受けると、権

利と義務の関係で給付率、収納率が非常に悪い 。他の外国人労働者の

多い群馬県とか埼玉県とかと比較して現状はどうか。改善する方向性

はあるのかどうか。出産の場合でも外国人労働者の多い県 で、支援金

をもらったら自分の国に帰って出産するような率 を群馬県とか埼玉県

で、現实はどうかを調べられたことはありますか。保険給付は、３か

月でもって請求できないことが言われております。しかし、自分自身

においては、３年位で請求が却下されてしまう現实 を聞いております。

外国人の受診率が流山でも増えていると思います。こういったことか

ら県の方から１年に１回实態の調査がきます。实際外国人の方が困っ

ている場合どうするかというと救急車で行きなさい。そうすればどこ
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かで診てもらうことができるでしょう。と言うような常識になってい

ます。それに対応するような救済的なものも考えていかなくてはいけ

ない現实もあることから、外国人が多い他県との比較で改善策を作ら

なければいけない感じがするのですが、民主党が決めたことで、政権

が代わればどうなるかを見ていかなければいけないのですが 、現实は

どうでしょうか。  

 

（議長）事務局その点についてどうでしょうか。  

 

（事務局）外国人の滞納率は、平成２４年度で加入者６５０名そのう

ち２７３名が滞納されているということで 、約４２．６％が滞納者と

いうことになっております。現状からしますと外国人の方ですと前に

もお話ししたのですが、財産調査しても財産が見当たらないというこ

とがありますので、なるべく債権回収対策室と協力しまして移管をす

るということで何件かは外国人の方を移管しております。財産調査を

して何件かを差押え行っている状態です。ですから外国人といえども

財産を見つかった時点で滞納されている方は、差押えをさせて頂くと

いうことで今はやっております。以上です。  

 

（事務局）外国人の方が日本の医療機関で掛かられる場合の分析とい

うのはないのですが、保険制度を理解して頂き保険料を払ってい ただ

ける場合は問題が無いのですが、お支払いが 滞納している場合につい

ては、高額療養費の月の申請の段階で充当していただく 等のお話しを

させて頂くことを行っております。それから海外療養費ですが外国で

使われた場合について、後から保険請求する制度があるのですが、関

西の方でも不正請求があったということで発覚 しまして問題となりま

したが、流山市の場合、海外に帰られてしまって 、まだ国保に加入さ

れ国保に請求されるというケースの懸念がございますので、基本的に

出産一時金それから海外療養費につきましても日本に戻ってきた段階

で申請して頂くように、海外からダイレクトに申請 を受けるというの

はしないように努めております。それから内容の審査につきましても

不正請求の防止に努めております。  

 

（議長）今事務局の方から説明がありましたが、群馬県、埼玉県まで

の情報はないようです。  
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（委員）進行形で検討していかなければならない頄目ですので頑 張っ

て下さい。  

 

（議長）その他事務局からありますか。  

 

（事務局）ジェネリック薬品の通知につきまして、 今年の１１月２８

日に２，４８９通発送いたしました。ジェネリックにより２００円以

上差が出る方について通知いたしました。ジェネリックに関しまして

は、全国国保連合会の方で全ての問い合わせをお答えするようなフリ

ーダイヤルを記載しています。これについて流山市から７件の問い合

わせがあったそうです。ジェネリックの価格について１件、差額通知

の趣旨、切り替え方法、その他ということで合計７件 。流山市に直接

電話をされた方が２人おりました。いずれの方も自分から医療機関に

ジェネリックに替えて下さいと言えないという話がありました。流山

市では、３０％以上のジェネリック医薬品を利用して頂いております。

流山市内の先生方は、ジェネリックについて大変ご理解頂いておりま

すので、一度ご相談して見て下さい 。ということでお話しさせていた

だきました。以上がジェネリック通知についてご報告でございます。  

 

（議長）今、事務局からジェネリック薬品の通知について報告があり

ました。  

 それでは、以上を持ちまして平成２４年度第３回国民健康保険運営

協議会を閉会したいと思います。今年もあと数日となっておりますけ

ど寒さも日々深まって参ります 。健康には十分ご留意頂きまして、よ

いお年を迎え頂きたいと思います。本日は、大変お忙しいところあり

がとうございました。  

 

 


