
  

平成 30 年度第１回静岡県国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１ 日時 

  平成 30 年８月 20 日（月）午後２時 30 分から午後４時まで 

 

２ 場所 

  静岡県庁別館７階第二会議室Ａ 

 

３ 出席者 

 (1) 委員 

  ア 被保険者代表委員 

    髙橋和生、河村良枝、時枝しのぶ 

  イ 保険医又は保険薬剤師代表委員 

    菅沼明人、山田秀司、山口宜子 

  ウ 公益代表委員 

    東野定律、鈴木みちえ、鈴木素子 

  エ 被用者保険等保険者代表委員 

    長野豊、加藤信雄 

 (2) 事務局（県職員） 

   池田和久健康福祉部長、石田貴医療健康局長、土屋厚子健康福祉部理事、 

   田中尚国民健康保険課長、藤森修国民健康保険課課長代理 ほか 

    

４ 会議に付した事項 

 (1) 開会 

(2) 会長の選出 

 (3) 議事 

  ア 静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱等の制定 

  イ 静岡県国民健康保険運営方針の見直し 

(4) 報告 

 (5) 今後のスケジュール 

 (6) 閉会 

 

５ 配付資料 

  資料１ 静岡県国民健康保険運営協議会委員名簿 

  資料２ 関係法令、条例 

  資料３ 静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱等の制定 

  資料４ 静岡県国民健康保険運営方針策定の経過 

  資料５ 静岡県国民健康保険運営方針の見直し 

参考資料１ 



  

  資料６ 平成 30 年度国民健康保険料（税）率の状況 

  資料７  広報・啓発 

  資料８ 今後のスケジュール 

 

６ 議事等 

 (1) 開会 

【藤森課長代理（司会）】 

 定刻となりましたので、ただ今から「平成 30 年度第１回静岡県国民健康保険運営協

議会」を開会いたします。私、司会を務めます静岡県国民健康保険課課長代理の藤森で

す。よろしくお願いいたします。 

 

(2) 会長の選出 

【司会】 

 ここで部長が御挨拶させていただく予定でしたが、所用で少し遅れていますので、始

めに委員の紹介をさせていただきます。御手元の「資料１」委員名簿を御覧ください。 

本日、国民健康保険法で規定される法定の協議会に衣替えして初めての会議となり、

今年４月１日からの任期で委嘱させていただいております。ここで私から名簿の順に御

紹介いたしますので、その場で御起立願います。 

 

〔「資料１」静岡県国民健康保険運営協議会委員名簿により紹介〕 

 

 本日は委員全員が出席いただいております。 

それでは、会議次第の２、会長の選出に入ります。３頁の「資料２」を御覧ください。

国民健康保険法施行令第５条で、「会長、及び会長代行は、公益を代表する委員のうち

から全委員がこれを選挙する」ことが定められています。立候補又は御推薦をお願いし

たいのですが、ありますでしょうか。 

 

【長野委員】 

推薦ですが、これまで会長、会長代理として円滑な会議の運営を行っていただきまし

た、東野委員、鈴木みちえ委員に引き続き、会長、会長代行をお願いできればと思いま

す。 

 

【髙橋委員】 

私も、会長には東野委員、会長代行には鈴木みちえ委員が適任だと思いますので、お

願いできればと思います。 

 

【司会】 

ありがとうございます。ただいま会長に東野委員、会長代行に鈴木みちえ委員との御



  

推薦がございました。他に御推薦等ございますでしょうか。 

ないようでございますので、会長に東野委員、会長代行に鈴木みちえ委員とすること

に賛同の委員は挙手をお願いします。 

 

〔出席委員 全員挙手〕 

 

【司会】 

ありがとうございます。皆様、御賛同いただきましたので、会長に東野委員、会長代

行に鈴木みちえ委員を選任いたします。東野会長には、会長席に移動していただき、議

長をお願いします。 

 

【東野会長】 

ただ今、静岡県国民健康保険運営協議会会長に選任されました東野でございます。今

年４月から、国民健康保険制度に関しまして新たな制度がスタートしました。国民健康

保険制度は、昭和 36 年の制度創設から国民皆保険の重要な役割を担っておりますが、

この 10 年で 70 歳以上の高齢者が 1.3 倍、国民医療費も 1.3 倍、2025 年には 61.8 兆円

にも上ろうという見込みとなっています。今後も持続可能な制度を維持していくために

はいろいろなことが課題になってきます。この協議会では、国保運営に関する重要事項

を審議することとなりますので、静岡県の国保が、将来にわたって持続可能で、より良

いものとなるよう委員の皆様方におかれましては活発な御議論と御協力をいただきま

すよう、よろしくお願いします。簡単ではございますが私の挨拶に代えさせていただき

ます。 

 

【司会】 

 部長が参りましたので、御挨拶申し上げます。 

 

【池田健康福祉部長】 

健康福祉部長の池田と申します。よろしくお願いいたします。本日は、委員の皆様方

には、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。また、日頃から、

健康福祉行政に御理解、御協力を賜りまして、感謝を申し上げます。 

 本年４月からの国民健康保険の制度改革によりまして、県と市町が共同で運営を行う

新制度がスタートいたしました。本協議会につきましても、改正後の法律に基づき、設

置されることとなりまして、今回は新たなスタートとなります。多くの皆様方には昨年

度から引き続き御参画いただくことになりますが、これまで同様よろしくお願いします。

新たに御就任いただきました委員におかれましても、よろしくお願いします。 

 今回の制度改革につきましては、昭和 34 年に国民健康保険法が施行されて以来、初

めての大きな改革でございました。 

制度移行後、４か月半ほどが経過しましたが、大きな混乱もなく全体として順調なス



  

タートが切れたのではないかと思っております。この制度改革を受けまして、国が、県

や市町の取組や成果を評価・支援する保険者努力支援制度を始めました。県としまして

は、特定健診の受診率向上、重症化予防をはじめとした健康づくりに、これまで以上に

力を入れていかなければならないと考えております。また、受動喫煙防止条例につきま

しても、９月議会に提出するよう今準備を進めているところでございます。 

 本日、御審議いただきますのは、運営方針の見直し、取組に対する評価などでござい

ます。それぞれのお立場から御意見をいただき、今後のより良い国保運営につなげてま

いりたいと考えております。 

 新たな国保制度が、将来にわたって県民が安心して医療を受けられる、持続可能な制

度となりますよう、安定した財政運営、効率的な事業を実施する運営体制を構築するよ

う努めてまいりますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見を賜りますよう、お願い申し上げ

まして、挨拶とします。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 健康福祉部長は所用がございますので、ここで退席させていただきます。 

 

(3) 議事 

ア 静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱等の制定 

【東野会長】 

それでは、議事に入ります。始めに、「協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める」と条例第６条に規定されていることから、運営協議会運営要綱及

び傍聴要領の制定について、皆様にお諮りいたします。事務局から説明をお願いします。 

 

【田中課長】 

５頁の「資料３」を御覧ください。 静岡県国民健康保険運営要綱等の制定について、

御説明します。 

 昨年度まで本協議会は、静岡県国民健康保険協議会条例に基づき設置されておりまし

たが、条例は３月末日で効力を失い、４月から新たに改正国民健康保険法に基づき設置

されることとなりましたので、改めて運営要綱を制定することとなった次第です。 

 第１条では、趣旨としまして、「この要綱は、静岡県国民健康保険運営協議会の委員

の定数を定める条例第６条の規定に基づき、協議会の運営に関し必要な事項を定める」

としています。 

 第２条では、「会議は、会長が招集する」こととして、「委員の全員が新たに任命され

た場合又は会長若しくは職務を代理する者が共に欠けた場合における会議の招集は、知

事が行う」こととし、「あらかじめ開催の日時等を通知する」こととしています。 

 第３条では、「会議は、公開とする」ことと規定しています。 

 第４条では、「会議を開催したときは、会議録を調製して、会長及び会長の指名した



  

委員１人がこれに署名しなければならない」とし、「会議録は、公開するもの」と規定

しています。 

 第５条では、細則としまして、「この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し

必要な事項は、必要な都度、会長が定める」としています。 

６頁を御覧ください。こちらが会長が定めるものとした静岡県国民健康保険運営協議

会傍聴要領の案です。当協議会の傍聴につきましては、これまで「傍聴に当たっての注

意事項」として傍聴者に周知していましたが、要綱第５条に基づき、改めて傍聴要領と

して規定するものです。 

第１では、趣旨として、要綱に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとしてい

ます。 

第２では、傍聴の手続として、会議の開催予定時刻までに先着順で受付を済ませ、定

員になり次第、受付を終了することとしています。 

第３では、傍聴人の守るべき事項として、会議中は静粛に傍聴し、飲食、撮影等の行

為をしてはならないとしています。 

第４では、第３の規程に違反した場合の措置を規定しています。 

 第５では、本要領は、委員随行者や報道関係者には適用しないこととしています。 

 説明については以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

【東野会長】 

ありがとうございました。ただ今、事務局の説明につきまして、御意見、御質問はご

ざいますか。 

 

〔意見等なし〕 

 

【東野会長】 

意見等がございませんでしたので、本案を静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱、

傍聴要領といたします。 

 

【東野会長】 

次に、ただ今、決まりました運営要綱第４条第１項により、会議録署名委員として、

加藤委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

御異議はないようですので、加藤委員よろしくお願いいたします。 

 事務局から、補足説明はありますか。 

 

 



  

【田中課長】 

 会議録につきましては、発言者のお名前と内容について記録しまして、ホームページ

等で公開します。公開する前には、委員の皆様に発言等に誤り等がないか確認の上公開

したいと思いますので、御了解いただければと思います。 

 

イ 静岡県国民健康保険運営方針の見直し 

【東野会長】 

 続きまして、静岡県国民健康保険運営方針の見直しについて事務局から説明をお願い

します。 

 

【田中課長】 

 ７頁の「資料４」を御覧ください。運営方針の策定の経過ですが、昨年２月 10 日、

７月 28 日、11 月 27 日に県国保運営協議会において御審議いただきまして、12 月 11 日

に答申をいただいたところです。 

 また、８月から９月にパブリックコメントを実施しまして、10 月には、法に定めると

ころにより、市町からの意見聴取を行っています。 

 これらを踏まえて、昨年 12 月 27 日に静岡県国民健康保険運営方針を策定しました。 

次に、９頁の「資料５」を御覧ください。国保運営方針第４章の１の収納率目標につ

きましては、昨年度の議論にもありましたが、「制度移行後の市町の運営状況を確認し

た上で、収納率目標を上げていくように、県と市町の協議を行う」として、平成 31 年

度の新たな目標設定に向けて検討することとしていました。 

 今年度、目標の見直しにつきまして、県と市町の協議の場であります国保運営方針連

携会議で協議を重ねてきていますが、協議中の見直し案を１の(1)に掲載しています。 

 見直し案は、2020 年度の目標値を、保険者規模別に 2016 年度全国自治体上位５割に

当たる収納率としました。この目標値は、10 頁の下の段に掲載しました国の平成 31 年

度保険者努力支援制度の評価指標を用いたものです。 

 また、保険者規模１万人未満の目標値は、現行の目標値と比べ、3.66 ポイントの急激

な上げ幅となるため、上げ幅の２分の１の値を 2019 年度の目標値とし、段階的に目標

値を引き上げる設定とすることを協議しています。 

 なお、保険者努力支援制度の評価指標は、収納率の対象が現年の全被保険者となって

いることから、対象者を現年の一般被保険者から現年の全被保険者に変更しています。 

 今後の予定につきましては、本案を国民健康保険法に基づく市町長への意見聴取を行

った上で、次回の運営協議会で改めて御審議いただければと考えております。 

説明についは以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

【東野会長】 

 ありがとうございます。ただ今の説明について、御意見、御質問はございますか。 

 



  

【長野委員】 

 以前、現行の収納率目標は低すぎるのではないかという意見を申し上げましたが、今

回の見直し案で収納率目標が高くなっていることについては歓迎したいと思っていま

す。ただ、今回の見直しの根拠として全国自治体上位５割以上にあたる収納率とされて

おり、全国平均ということだと思いますが、上位３割とは言いませんが、一人当たりの

医療費も保険料の調定額も全国と比べ高くはない本県において全国平均以上を目指す

というのはごく当たり前の話ではないかと思います。次の頁の保険者努力支援制度の評

価指標を見ますと、2019 年度の目標値が 2020 年度に１年先延ばしになっている。これ

で目標の達成を目指すと言われても我々としてはこの目標で頑張ってくださいと言い

にくい面もあるのですが、何はともあれ目標を更に引き上げようとされた県と市町の皆

さんの努力に対しては敬意を表したいと思います。 

 

【東野会長】 

 事務局から補足説明はあるでしょうか。 

 

【田中課長】 

 長野委員、御意見ありがとうございます。 

 収納率の実績ですが、平成 28 年度の全国平均は 91.92％に対し本県は 91.98％と全国

平均を若干上回っている状況です。ただし、都道府県順位では 38 位となっています。

全国平均を上回っていますので 23 位、24 位というのが普通なのですが、静岡県より収

納率が低い都道府県が東京都や大阪府、埼玉県といった被保険者数の多い地域の収納率

が下がっているので、38 位でありながら平均を上回っている状況です。 

 昨年、御議論いただいた収納率目標は他県に比べて更に低いという御指摘がありまし

たので、全ての自治体で上位５割以上を目指すことにより、現在の低い目標値より確実

に、我々の試算ですと 23 位あたりを目指すことが可能となりますので、この目標値で

設定させてもらおうと考えているところです。 

 

【時枝委員】 

 23 位というと前後はどの県になるのでしょうか。 

 

【田中課長】 

 目標数値の設定にもよりますが 23 位前後の県として、上位には宮崎県、栃木県があ

り、下位には青森県、大阪府があります。本県は１市町当たりの被保険者数が２万５千

人位ということで、この保険者規模で収納率目標を 93.48％まで引き上げると 23 位とい

うことです。 

 

【髙橋委員】 

 以前いただいた資料では、平成 21 年度から収納率が上昇していますが、これは処分



  

の強化等によるものと思います。私は月６～７万円の年金しかもらっていません。その

中で一番大きいのは口座引き落としで、収納率が上昇した要因だと思っています。目標

が高いことはいいと思いますが、目標が上がることによって更に大変な思いをする方も

いらっしゃると思います。その点も考えながら目標を設定してほしいと思います。 

 

【東野会長】 

 ただ今の意見について、事務局はいかがですか。 

 

【田中課長】 

 髙橋委員のおっしゃるとおりでして、市町との協議の中でも、県は設定するだけで努

力するのは市町だと厳しい意見もいただいています。 

「資料」10 頁の国の保険者努力支援制度は、国が定めた収納率実績の評価指標があり、

収納率が点数化されて補助金がいただける仕組みとなっています。上位３割に入れば 50

点、上位５割では 45 点という形になります。収納率目標を達成することで補助金を多

くもらえるものです。県も補助制度を設けていまして、保険者努力支援制度に連動して

市町が頑張った分だけ補助金がもらえて、さらに保険料が安くなることにつながるとい

うインセンティブを考えているところです。 

 

【河村委員】 

 収納率を上げる新たな方策はあるのでしょうか。 

 

【田中課長】 

 国保運営方針 49 頁に収納対策等の実施状況があります。収納体制の強化を図るもの

として市町の取組状況を示していますが、コールセンターの設置や口座振替、コンビニ

エンスストアでの収納、クレジットカードによる決裁など様々な方策があります。これ

らの方策を組み合わせて実施するほか、収納率向上のための研修会への参加や国の収納

率向上アドバイザーの活用など市町に収納率向上のお願いをしているところです。 

 

【鈴木素子委員】 

 国家財政の現状や少子高齢化を考える上で、国保は日本の未来を作っていく大切な制

度であると思っています。それぞれが責任を果たす意味の収納率ですから、目標に向け

て段階的に上げる案は極めて合理的に設定されていると考えます。いろいろな事情も認

識しつつ、収納率目標を達成してもらいたいと思います。 

 

【加藤委員】 

 滞納繰越分も保険者努力支援制度の評価指標の中にあり、現年度分の目標を達成して

いかないと、滞納繰越分の指標に届かなくなってしまうことから、現年度分と同時に滞

納繰越分も努力いただいて、保険者努力支援制度の補助金を多く受けられるようにして



  

いただきたいと思います。 

 

【東野会長】 

 ありがとうございます。事務局はいかがですか。 

 

【田中課長】 

 委員の皆様の御指摘のとおり、目標を定めるだけではなく、被保険者の状況に配慮し

ながら、様々な手段で収納率向上のために市町と連携して、収納率を上げていくよう頑

張ってまいりたいと思います。 

 

【東野会長】 

 保険者努力支援制度は 31 年度分とありますが、継続的な制度でしょうか。 

 

【田中課長】 

 保険者努力支援制度は継続的な制度であると考えていますが。激変緩和措置について

は６年間と言われている状況もありますので、恒久的に実施してもらえるよう国に要望

等で働きかけていきたいと思います。 

 

【東野会長】 

 恒久的な制度ではないということであれば、公平性の部分から見ても県からアプロー

チは必要であると思いますし、無理のない目標設定も被保険者の方としては必要かなと

思います。段階的に目標率を設定されていることにつきましては、モニターする上で今

後見ていくところかと思いますし、この協議会でも来年度また議論させてもらえればと

思います。 

 

【鈴木みちえ委員】 

 収納率向上の問題は、昨年の方針決定の際も協議されたものと思います。滞納してい

る人、35 市町いろいろな実情があると思うので、市町と連携して取り組んでいくことも

難しいなと思いながらお聞きしました。 

以前、私が浜松市の運営協議会の委員だった頃、名古屋市の収納率が非常に高かった

ため、どうしたら収納率が上がるのだろうかと視察に行ったところ、その当時一番早く

コンビニでの収納を始めるなど、非常にきめ細かく取組がなされていました。支払う力

があっても何らかの要因で支払えない方もいることから、きめ細かな取組をしないと収

納率は上がらないだろうと思いました。今回の協議会に当たり、名古屋市の取組を調べ

たところ、国民健康保険を納めないとどうなるかということを、ホームページで啓発を

していました。 

次回協議会で目標設定が妥当であるかどうかを審議していく中で、もう少し具体的に

県の広域的な取組方針をお聞きできればと思います。 



  

 

【時枝委員】 

 特定健診のテレビＣＭは偶然見ました。ポスターもＣＭのキャラクターが登場して明

るい雰囲気で健診を前向きに捉えられるよう作られていると思いますが、他のポスター

に紛れてしまう感じがします。特定健診と国保の現状を分かってもらえるかは疑問です。 

名古屋の取組を今聞きました。その中で、収納率が上がる方法とともに、国保を納め

ないとどうなるのかという点を啓発していたことです。これは、この際見逃せない啓発

だと感じました。 

 

【東野会長】 

 次の報告事項の内容にもなりますが、特定健診や保険料の納付など広報の仕方を考え

ていかなければならないと思います。 

 ところで、現在、収納率目標案の達成状況はどうでしょうか。 

 

【田中課長】 

 運営方針の 48 頁を御覧ください。この表は、昨年の収納率目標と達成状況を示して

います。この時点で 26 市町が達成しているところです。これを 新の収納率実績に置

き換えますと、28 市町が達成しているところです。 

 さらに、収納率目標見直し案で見ますと、2019 年度の目標値での達成状況は 21 市町、

2020 年度の目標値での達成状況は 16 市町と見込まれています。 

 

【東野会長】 

 今後の働きかけによって数字は変わってくると思いますが、半分くらいの市町は既に

達成していますが、達成していない市町も明らかであることから、ピンポイントのアプ

ローチも必要かなと思います。今後、状況を報告してください。 

 他によろしいでしょうか。 

 では、事務局から説明がありましたとおり、収納率目標の見直し案について、本日の

議論、市町への意見聴取を踏まえ、次回協議会で御審議いただくこととなります。 

議事は以上となります。次に報告に移ります。平成 30 年度市町国民健康保険料率に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

(4) 報告 

ア 平成 30 年度市町国民健康保険料率 

【田中課長】 

11 頁の「資料６」を御覧ください。平成 30 年度の国民健康保険料（税）率の状況に

ついての資料です。 

平成 30 年度の市町国民健康保険料（税）率は、本年１月に県から市町に提示した納

付金額及び標準保険料率を基に、市町の国保運営協議会での答申を経て、２月、６月の



  

市町議会で改定の議決が行われ、全 35 市町で保険料（税）率が決定されているところ

です。 

 今回は、国保制度改革に伴います国費拡充に伴い財政基盤が強化されたことや、被保

険者の保険料負担が急激に増加することのないよう激変緩和措置が取られたことから、

制度改革を理由とする引上げの改定は見られませんでした。 

 引上げの改定を行った２市町では赤字繰入額の削減などがされており、引下げの改定

をした８市町は、制度改革に伴う国費の拡充により負担が軽減したことが要因と見られ

ます。また、その他の 25 市町は前年と同水準又は前年据置きとなっております。 

 各市町の改定状況を 13 頁に添付しておりますが、国保の保険料率は、医療分、後期

高齢者支援分、介護納付金分に区分され、それぞれの区分ごとに、所得・資産といった

応能分で賦課される所得割、資産割、個人・世帯といった応益分で賦課される均等割、

平等割に区別され、引上げ、引下げが混在している市町もありましたので、改定をした

市町からの聞き取りなどにより、引上げ、引下げ、同水準を区別しています。 

 説明については以上です。 

 

【東野会長】 

 ただ今の説明について、御意見、御質問はございますか。 

 

【長野委員】 

 国費の拡充によって保険料引上げの市町が２市町に減っていることは県にとっては

良かったことと思いますが、ひとつ感想を申し上げますと、引下げをされた８市町はそ

んなに財政が好転しているのかと率直な感想として思います。個々の市町のことに言及

することは控えますが、８市町の中で仮に今でも赤字繰入れをされているところがある

とすれば、物事の順序としては、赤字の解消をした後に引下げをしましょうと思ってい

ます。これまでも言ってきましたが、市町の住民の方は国保の被保険者だけではなく、

サラリーマンや公務員その御家族の方もいらっしゃるわけですから、そういう方にも納

得して税金を払ってもらえるような全ての住民に公平で健全な国保の運営を改めてお

願いしたいと思います。 

 

【東野会長】 

 ただ今の御意見について、事務局はいかがですか。 

 

【田中課長】 

 保険料の引下げを行いました８市町は、「資料」13 頁の「引下げ」に○印のついてい

る市町です。参考までに８市町につきまして赤字繰入れ（国保の特別会計が足りなくな

ったので市町の一般会計から繰入れている。）を行っているかについては、厳密に言え

ば平成 30年度に保険料を引下げて平成 30年度に赤字繰入れを行いますとこれはおかし

いなという話になりますが、平成 30 年度の赤字繰入れはまだ出ていませんので、平成



  

28 年度、29 年度の赤字繰入れを調べておきました。この８市町のうち、平成 28 年度に

赤字繰入れを行ったのが４市町ありました。29 年度は速報値になりますが２市町に減っ

ているところです。赤字繰入れにつきましては運営方針にも減らしていきましょうと記

載がありますので、応えていただいたと思いますが、若干減っている状況です。 

 

【東野会長】 

 「資料」13 頁の表の太枠のところが変化したところでしょうか。 

 

【田中課長】 

 変化したところを太枠としています。もう一つ運営方針に関連して申し上げますと、

保険料の算定で資産割をなくしていきましょうと言及していますが、医療分については

５市町が資産割をやめ、運営方針に沿った対応をしていただいているところです。 

 

【東野会長】 

 他に御意見、御質問はいかがですか。 

納付率と保険料の調整というのは今後も行われていくのではないかと思いますが、モ

ニターしていかないといけないと思います。 

 次に、広報・啓発について、事務局から説明をお願いします。 

 

【田中課長】 

 「資料」15 頁の「資料７」を御覧ください。 

 広報・啓発につきましては、運営方針に基づき実施しているところですが、一部では

ありますが、ここで御紹介、御報告します。 

 １の特定健康診査の受診促進です。こちらについては、テレビＣＭ放送、テレビ番組

出演、ポスター作成等を県補助事業として国保連で実施しています。作製した特定健診

の青色のポスターを掲示しています。 

ここで、特定健診をテーマとしたテレビＣＭと当課の職員がインタビュー形式で出演

しましたテレビ番組を御覧ください。 

 

〔テレビＣＭのＶＴＲ視聴〕 

 

【田中課長】 

 テレビＣＭにつきましては、昨年度作成したものを今年度も使用しており、９月から

10 月にも放送される予定です。 

 テレビ番組の出演は６月から９月にかけて４回ほどテレビ番組の中で広報・啓発を行

っていくものですが、当課の職員は６月 22 日ＳＢＳ放送の「SOLE いいね」という番組

に出演して国保について広報・啓発を行いました。 

 



  

〔テレビ番組のＶＴＲ視聴〕 

 

【田中課長】 

 １の特定健診については以上です。 

 ２の県内大学での啓発活動で、今年度から取組を始めるものですが、若年層の被保険

者に対する周知として、東野先生の御協力もいただきながら、秋頃を目途に静岡県立大

学と静岡産業大学の学生を対象に当課職員が出前講座のような形で広報・啓発を行って

いきたいと考えております。 

 ３の県、市町での広報紙等のＰＲについては、県では、県民だよりでの広報や県広報

課で包括連携協定を活用したコンビニエンスストアへのポスター掲示を行っておりま

す。８月にファミリーマート 390 店舗で特定健診の受診促進のポスターを掲示している

ところです。市町でも、各市町で取組例にありますように、広報紙やチラシなどにより、

住民への広報を実施しているところです。 

説明については以上です。 

 

【東野会長】 

 ただ今の説明について、御意見、御質問はございますか。 

 昨年度の協議会でも話題になりましたが、広報活動の取組についてしっかり対応して

いこうというもので、いろいろと取組をされています。 

 

【山田委員】 

 歯科医師会の山田と申します。歯科医師会では、むせとか食べこぼしといったオーラ

ルフレイル（口腔虚弱）の予防を啓発しており、後期高齢者広域連合と協力して 75 歳

以上の口腔機能が低下している方に対し、改善プログラムを来年度から実施します。口

腔機能は非常に大事で、むせとか食べこぼし、発音、嚥下ができなくなると、ＱＯＬが

どんどん下がってきて虚弱体質になることから、これを予防するということです。後期

高齢者広域連合は国保とは違いますが、うまく連携して広報していただくといいと思い

ます。 

 

【東野会長】 

 ただ今の御意見について、事務局はいかがですか。 

 

【田中課長】 

 後期高齢者広域連合は当課で補助金等を担当していることから、今の御意見を参考に

国保とコラボレーションできるか検討したいと思います。 

 

【鈴木素子委員】 

 これまでの協議会で、広報・啓発は県民に知っていただく上で一番大切な活動である



  

とされ、その中で特定健診の受診促進ということで、今テレビを拝見させていただきま

した。他の委員からお話のありましたとおり、ポスターにしてもテレビにしても、たま

たま目に入った人や心に響いた人には伝わりますが、費用対効果のことも含めますとお

金は結構掛かると思います。今後はいかにコストを掛けないで広報したかということも

記載していただきたいと思います。 

インターネットを利用した動画やメール、LINE が有効かと思いますし、声掛けのよう

に人を使った啓発活動により、いかに浸透させていくかということだと思います。友人

や親兄弟が特定健診は大事だよという一言が一番伝わるのではないかと思います。町内

会など地域の仕組みづくりも視野に入れた取組が大事だと思いました。 

 話が戻りますが、「資料６」の保険料引下げですが、とても複雑な表でトータルで保

険料がいくらになるのか分からないため、市町の比較ができるよう、もう少し整理して

いただければと思います。 

 

【土屋理事】 

 今、健康無関心層は７割いると言われています。健康無関心層に変更行動を起させる

には口コミしかないという研究があり、県では健幸アンバサダーとして昨年度 1,400 人

の方を養成しました。養成数の目標は１万人です。健診を受けた方が、あと２人一緒に

連れて来てもらうと受診率が 50％くらいになります。また、熱海市では保健委員の方が

知り合いに健診を受けてほしいというメッセージを書いて１軒１軒配るといった取組

をしています。 

 

【山口委員】 

 今薬剤師会には健康サポート薬局という使命が与えられており、会としても一生懸命

動いています。昔から薬局は何でも相談を受けるスタイルがありましたが、改めて利用

者が病気にならないよう積極的に薬事以外の相談も受け付け、薬局を上手に使っていた

だく活動に取組んでいますので、こういう取組も上手に使っていただけるような広報を

してもらえると良いのではないかと思います。 

 

【河村委員】 

 これまでの協議会で話題が出ていたジェネリック薬品の推進についてはいかがでし

ょうか。今、処方箋のほとんどはジェネリック薬品が使用できるようになっていると思

いますが、薬剤師会の活動を教えていただければと思います。 

 

【山口委員】 

 一般名処方が多く出るようになったため、ジェネリック薬品の使用割合が 75％くらい

の薬局が多くなっています。 初の頃はなかなか進みませんでしたが、現在、ジェネリ

ック薬品を希望する方も多くなっているので、取組は結構進んでいる状況にあります。 

 



  

【菅沼委員】 

 特定健診は西高東低と言われており、県として東部の低い受診率をどうするのかとい

うことがあります。国保固有の課題ではないため、この協議会でお話しするのは違和感

があります。現在、メタボリック、成人病健診、フレイルという考え方があって、それ

らも含めてどうしていくのか、介護保険に関わらないようにするにはどうすればいいか

というと、メタボリックも入れておかないといけないのかなと感じました。 

 

【土屋理事】 

 先生どうもありがとうございました。東部の受診率が低い対策については、健康増進

計画推進協議会や特定健診・特定保健指導推進協議会の場で協議をしております。市町

はあの手この手で取組んでいますが、なかなか改善できない状況があります。行政だけ

でなく、民間や県民の皆さんも一緒になってやらないと改善してこないと思いますので、

是非、良いアイデアや御意見をいただければと思います。 

 

【菅沼委員】 

 健康寿命に関しては、静岡県はトップクラスですよね。 

 

【土屋理事】 

 全国２位を保っています。 

 

【田中課長】 

 いろいろな御意見ありがとうございます。鈴木素子委員からの金額が分かりにくいと

いう御指摘につきましては、運営方針の参考資料 43 頁を御覧いただきますと、2015 年

度の一人当たり保険料の調定額としては参考になるかと思います。「資料」13 頁の表で

金額が出せないというのは、被保険者の所得が違うため金額ベースでは比較できないこ

とを御理解いただければと思います。 

 それから、広報・啓発にお金を掛けないというのはもっともな御意見でございまして、

行政もそれを意識してテレビＣＭも何年も使っていますし、Web 動画掲載ということで

YouTube にも動画を搭載しております。 

 国保連の中でも市町と連携した広報委員会という組織をつくりまして、効果的な広報

ができるよう取り組んでいるところです。皆様の御意見を尊重しながら一層取り組んで

いきたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。 

 

【東野会長】 

 効果的に広報することは難しいですが、県民が知って良かったと思えるような広報の

仕方が大事だと思います。知って得する情報ということで、歯科の医療機関の方々から

の情報提供で、私も初めて知ったことがありましたが、県民の方々にはまだ浸透してい

ないことがたくさんあると思いますし、県でも把握しきれていない情報もたくさんある



  

と思います。そういった情報共有を徹底して、今ある資源の中で得する情報を幅広く提

供していけば広報の仕方も認識の仕方も変わってくるのではないかと思いました。 

 

【時枝委員】 

 特定健診という言葉を聞いたとき、特別の検査のイメージで、どこか悪いところがあ

るのかなとびっくりしました。私は夫がサラリーマンでしたので、企業から健診に行き

なさいということで行かせていただきましたが、国保に変わってから、特定健診と言わ

れてもピンとこなくて、 初は二の足を踏みました。協議会の委員になって認識しなけ

ればいけないと思いながら、制度が変わると友人に話しても、皆さんあまり知りません。

私も委員をしていますので、皆さんが集まったときには国保の課題であるとか、静岡県

は健康長寿を掲げているので協力しましょうという話をしていきたいと思います。 

 

【長野委員】 

 私どもはサラリーマンの特定健診を担当しています。サラリーマンは会社のサポート

で健診を受けられますが、問題は配偶者の方で、なかなか健診を受けてもらえる環境に

ありません。個別に御案内を差し上げていますが、なかなか進まないことが今一番重要

な問題です。時枝委員がおっしゃったように、例えばサラリーマンを辞めて、国保に移

ったとたんに健診が受けられないなど連携が取れていない部分がありますので、県民一

体で考える必要があると思います。いつも申し上げていますが、大事なのは働き盛り世

代の時に健康づくりをどうやるかが一つ重要なポイントで、健康なままで国保に行くと

国保のお金が掛からなくて済みますから、国保とか健保とかではなく、一体で考えてい

く時代になってきていると思います。私も委員をやらせていただいておりますが、県民

全員が健康になるよう、そして元気な後期高齢者にというのが理想なわけですから、そ

ういうものを一緒に考えていきたいと思います。 

 

【東野会長】 

 この運営協議会で是非そういった内容を議論できればと思っています。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 

 

【田中課長】 

 先程の河村委員のジェネリック医薬品について補足させていただきます。これも保険

者努力支援制度の対象となりまして、国も大いに進めようとしているところです。「資

料」10 頁に保険者努力支援制度の説明がございますが、上図に保険者共通の指標、国保、

健保を問わず、ジェネリック医薬品を使うことは推奨されるべきということで、保険者

共通の指標⑥に後発医薬品の使用促進に関する取組を行っていれば点数がもらえる仕

組みとなっています。運営方針 55 頁に市町ごとの医療費適正化の取組の中で実施を促

進しようということで、ジェネリックの差額通知の実施状況をまとめてございます。市



  

町と協議連携して取組を進めたいと考えています。 

 それでは、「資料８」の今後のスケジュールについて、御説明します。17 頁を御覧く

ださい。今後のスケジュールにつきましては、県と市町の協議の場である国保運営方針

連携会議で、運営方針の取組の推進や見直しなどの協議を引き続き行ってまいります。

なお、11 月から 12 月に国保運営方針の見直し、本日御審議いただいた内容について法

定の市町への意見聴取を行う予定です。 

 12月末からは国から平成31年度事業費納付金の算定に必要な係数が示されますので、

これを用いて１月には市町ごとの納付金算定を行い、２月には公表してまいります。昨

年度とほぼ同じスケジュールです。 

 １月から２月の間に予定している次回協議会では、国保運営方針の見直し、評価等に

関し御審議をいただく予定です。そして、３月に国保運営方針の見直し、公表を行いた

いと考えています。 

事務局からは以上です。 

 

【東野会長】 

 スケジュールについていかがでしょうか。この流れで進んでいくということです。 

 以上で、予定の議事は終了しました。委員の皆様方には、進行につきまして、御協力

を賜りありがとうございました。それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

【司会】 

東野会長ありがとうございました。ここで県健康福祉部医療健康局長の石田から一言

お礼申し上げます。 

 

【石田局長】 

 県健康福祉部医療健康局長の石田でございます。本日は、委員の皆様方におかれまし

ては、熱心な御審議をいただきました。誠にありがとうございました。 

 今年の４月から新制度に移行になりまして、県が主体となって財政運営を行うことに

なっております。先ほど、収納率の目標について御審議いただきましたけれども、今後

その向上や保健事業などについても国保運営方針に沿った取組を県が主体となって進

めてまいりたいと思います。 

 今後も、円滑な国保事業の運営のために委員の皆様の御意見を伺いながら、運営方針

の評価を行い、必要な見直しを行ってまいりたいと思います。 

 今後とも委員の皆様方のお力をお借りして、将来にわたって持続可能な制度となるよ

うに県としても努めてまいりたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 本日は、御多用の中、本協議会への参加について改めて感謝申し上げまして、簡単で

はございますが、お礼の言葉といたします。 

 



  

【司会】 

 以上をもちまして、平成 30 年度第１回静岡県国民健康保険運営協議会を終了いたし

ます。ありがとうございました。 

 

 


