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平成 27 年度第 1 回青森市国民健康保険運営協議会 会議概要 

 

 

開催日時  平成 27 年 5 月 25 日（月）19：00～20：32 

 

開催場所  青森市役所 第二庁舎 2階 庁議室 

 

出席委員  工藤宏委員、気仙忠委員、清野葭子委員、藤巻芳枝委員、 

工藤協志委員、近藤博満委員、村上公克委員、小田桐金三委員、 

村川みどり委員、小倉保英委員、船木昭夫委員、鳴海文紀委員、 

菊谷彰文委員、髙橋幸正委員 ＜計 14 名＞ 

 

欠席委員  村松薫委員 ＜計 1名＞ 

 

事 務 局  健康福祉部長 赤垣敏子、健康福祉部次長 木浪龍太、 

国保医療年金課長 福井直文、 

健康福祉部参事健康づくり推進課長事務取扱 山口朋子、 

財務部参事納税支援課長事務取扱兼納税相談センター所長事務取扱 川村敬貴、 

浪岡事務所健康福祉課長 加福拓志、国保医療年金課副参事 井上悦子、 

国保医療年金課主幹 嶋中しのぶ、国保医療年金課主幹 田中広信、 

国保医療年金課主幹 小笠原将憲、国保医療年金課主査 神礼一、 

国保医療年金課主事 花田和俊、国保医療年金課主事 古賀薫 ＜計 13 名＞ 

 

会議次第  1 開会 

     2 健康福祉部長挨拶 

3 報告案件 

        （1）平成 27 年度青森市国民健康保険事業特別会計当初予算等について 

（2）平成 27 年度青森市国民健康保険事業重点事項について 

（3）平成 27 年度運営協議会委員の会議及び研修計画について 

（4）その他 

4 閉会 

       

 

議事要旨 

報告案件（1）平成 27 年度青森市国民健康保険事業特別会計当初予算等について 

 

事務局から資料 1、2について説明があった。 

意見、質疑応答 

○委員 

  平成 26 年度の国民健康保険税 60 億 5,308 万 1 千円とあるが、被保険者 1 人あたりに

換算するといくらになるか。 

また、被保険者 1 人あたりの平均所得が、当初賦課時点で平成 25 年度 41 万 5,441 円

とあるが、青森市では所得に対する税負担の調定割合が何％になるのか。 
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   それから、被保険者について、平成 26 年度で、76,113 人となっているが、市の人口に 

比べ約何％位になるのか。 

   さらに、平成 27 年度の国保税の当初予算が補正予算に比べて約 4億円以上マイナス 

となっており、特に滞納繰越分が 3億 9,189 万 3 千円減であり、収納率が低下した結果 

なのか。当初の見込より減じた理由が知りたい。 

 以上 4点を質問する。 

 

○事務局 

   1 点目については、1 人あたりの税額は、平成 26 年度の国民健康保険税の決算見込額

を平均被保険者数で割り返すと、79,527 円である。 

   2 点目の税負担の調定割合については、手元に資料がないため後日回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3 点目については、平成 26 年度の国民健康保険の被保険者数の割合は、25.7％である。 

   4 点目、国民健康保険税滞納繰越分の約 3 億 9 千万円の減額補正については、平成 27

年度当初予算編成時点において財源不足を滞納繰越分に求めたが、平成 26 年度決算見込

により収支均衡が図られたことから、6月補正において減額補正をした。収納率が低下し

たということではない。 

   

◯委員 

   平成 27 年度 6月補正予算における保険給付費について、約 2千 900 万円減額補正をし 

ているが、どの保険者も保険給付費は増加傾向にあり、青森市においても 1人あたりの 

保険給付費は、前年度比 106％増加しているところで、平成 26 年度決算見込と比較して 

も約 3億円の減額補正予算となっている。主に減る要素は何か。 

 

◯事務局 

   平成 27 年度 6月補正時点において、被保険者数の減少を見込んで補正した。 

 

◯委員 

   平成 27 年度の被保険者数は、76,113 人からさらに減る見込みなのか。 

 

平成 25 年度、26 年度における青森市の所得に対する調定額の割合について 

平成 25 年度 

     1 人あたり平均所得      592 千円 

     1 人あたり平均保険税調定額   83 千円 

     所得に対する調定額の割合    13.3% 

 

 平成 26 年度 

     1 人あたり平均所得      598 千円 

     1 人あたり平均保険税調定額   75 千円 

     所得に対する調定額の割合    12.5％ 

 

 ※全国的に統計上、毎年度 9 月末で集計を行っており、年度比較として当資料を提 

供。 
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◯事務局 

   平成 27 年度 6月補正時点では、73,681 人と積算している。 

 

◯委員 

   平成 27 年度は、国保税の値上げがなかったということで大変よかったと思っている。 

引き続きこのような調子で、頑張っていただきたい。 

 

◯委員 

   保健事業について、平成 26 年度の予算がかなり残っている。平成 27 年度はもっと 

使っていただいて、ぜひ保健事業に力を入れてほしい。短命県返上を望んでいる。 

 

○議長 

短命県返上という青森県の方向性は、青森市にも非常に関わっている課題だと思う。

その本質は、保険税等も含めて、被保険者が減少していったとしても医療費の高騰とい

う課題がある。それらの均衡を図っていくと視点で、保健事業について検討していただ

きたい。 

 

 

議事要旨 

報告案件（2）平成 27 年度青森市国民健康保険事業重点事項について 

 

事務局から資料 3について説明があった。 

意見、質疑応答 

◯委員  

   保健事業の推進について、目標をどれくらい達成したのか検証を行うためにも、数値 

目標を立てるべきではないか。 

 

◯事務局 

   委員ご指摘のとおり事業を安定的に運営するため、重点的に取組む事項に対し目標を 

をしっかり持ってやっていくということで、青森県国保連合会の支援をいただき、当市 

で初めて、青森市データヘルス計画を策定した。これにより目標を立て取り組みながら、 

その目標や重点事項にある様々なものに取り組んでいくつもりである。 

 

◯議長 

   計画上、数値目標を出すことが基本であるが、重点事項に沿って、次回からデータヘ 

ルス計画から簡単に書き出したものを、改めて出していただくと分かりやすい。 

 

◯委員 

   受診率及び実施率の向上とあるが、特定健診やがん検診にしても受診率が低い原因は 

何であるのか把握しているのか。あと再検査を無料にしたほうがいい。 

   また、青森県はがんになる人が多いが対応が薄い。健診することが早期発見・早期治療 

であるならば、特定健診のデータを見ることができる市役所で、がん健診も同様で、その 

後どれだけの人が健診を受けたかを追跡すべき。 
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◯委員 

   がん死亡率の高い原因の一つとして、がん検診の受診率が悪いことが挙げられる。優 

先順位はまず体なんだという啓蒙活動認識を持っていただきたい。自分の時間やお金も 

使われるから行きたくないという気持ちもわかるが、優先順位をもう一度考え直すよう 

啓蒙活動をすべきである。 

まずは受診してくださいということを今一生懸命やるべきである。 

 

◯委員 

   お話はわかるが、再検査の無料化を検討してほしい。 

 

◯委員 

   もう一つ付け加えると今年度からは、前立腺がん検診が始まる。 

 

◯議長 

   基本的に、受診率をどう上げていくのかということについて、ただ単に住民の意識を 

どう変化させていくのかというのは非常に大きな課題であり、県自体においても介護予 

防等を含めた受診率の向上は、非常に一つの大きな課題である。 

その面でまず、データとしてどうなのかをもう一度明らかにしてほしい。 

   併せて、実際に健診等を含めたものが、形として医療機関等を含めた中で結果を改め 

  て明らかにしていくことが、住民への意識の変化にも繋がっていく。 

   どう行動していくのかを具体的に提示していく必要があると思う。 

 

◯委員 

   食生活改善推進委員会で減塩活動や男の料理教室を実施しているが、なかなか人が集 

まらない状態。健康に対する意識を皆さんに持ってほしいので、啓蒙啓発に努力してい 

きたい。 

 また、マイナンバー制度が導入されると国保税の収納率が把握しやすくなるのか。 

 

◯事務局 

   健診について、青森市民にアンケートをとったところ、症状がないので行かないとい 

う意見が圧倒的に多い。無料でも来ないということは、行動変容、市民の気持ちを健康 

第一に変える活動が必要である。 

 平成25年度から健康づくりのための推進会議を立ち上げ、多くの市民に参画いただき、 

今、地域の中に根を張る活動を継続し、市医師会をはじめ食生活改善推進員や様々な関 

係団体の力を借りてやっていきたいと思っている。 

 マイナンバー制度で、国保の管理ができるようになるのかについては、双方がどう繋 

がりができるのかについて、国から示されていないのでお答えしかねるが、いずれにし 

ても個人情報を扱うことから、本当に慎重に取り扱わなければならないと思っている。 

 

◯委員 

   弘前市で実施している、ポイントをためて商品をもらえる、いわゆるマイレージ制度 

の導入で受診率を高めるのも一つの選択肢だと思っている。 

 

◯議長 

   行動変容に関し、いわゆるご褒美的なものは、行動変容の基本的な考え方であるし、 
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それを健康行動に位置付けていくことも一つのやり方である。 

   日本では、いわゆる褒美を差し上げるというのは、あまりいい捉え方をしないが、行 

動変容するためには、様々な方法を活用していくことが必要だと思う。 

   いろいろな情報等を収集し検討していただければありがたい。 

 

◯委員 

   平成 25 年度から平成 29 年度まで特定健康診査と特定保健指導の受診率の目標が書か 

れているが、平成 25 年度の健康診査の受診率、全体で 37.1％、目標が 40％、平成 29 年 

度には 60％の目標があるので、是非これを目標に進めてほしい。保健指導については、 

対象者に 100％声を掛けて、生活改善の動機付けにつなげられたらいい。 

 

 

議事要旨 

報告案件（3）平成 27 年度運営協議会委員の会議及び研修計画について 

 

事務局から資料 4について説明があった。 

 

意見、質疑応答 

 なし 

 

 

報告案件（4）その他（青森市データヘルス計画） 

 

事務局から説明があった。 

意見、質疑応答 

◯委員 

   この計画に関わった職種や人数の記載がないのか。 

 

 ◯事務局 

    この計画策定にあたっては、市の職員で策定したので記載していないが、国保医療 

   年金課及び健康づくり推進課それぞれの職員で策定した。 

策定の過程では、青森県国民健康保険団体連合会の第三者評価委員の方から助言を

いただきながら、ひとつずつ取決めしていった。 

 

 ◯議長 

データベースを基本にしながら、検証、そして方針・計画を立てるということで、 

ある意味悪い数値とともに、いい数値も併せて方向性を見出す。具体的には、初期段 

階でがんが見つかり、その後、いい方向に向かった件数も出すことが可能ではないか 

と思われるので、そういうことも含め検討していただきたい。 


