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平成３０年度高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会会議録（第１回） 

１ 日  時   平成３０年８月２日（木曜日）午後２時００分から 

２ 場  所   高崎市総合保健センター ２階 第１会議室 

３ 議  事 

（１）報告事項  

①平成２９年度（２０１７年度）高崎市国民健康保険事業特別会計決算見込について

②国民健康保険被保険者証等の交付状況について

③特定健康診査（特定健診）・特定保健指導受診者等の状況について

④人間ドックの受診者の状況について

⑤保養施設利用助成実績について

⑥被保険者証等の様式及び記号・番号の変更について

出 席 委 員

・被 保 険 者 代 表  新井 眞一・岡田 恵子・續木 美和子・小田澤 道子・島方 勝代 

・保 険 医 又 は  有賀 長規・岡本 克実・林 信義・井田 順子 

保険薬剤師代表   

・公 益 代 表  根岸 赴夫・時田 裕之・小野 聡子・後閑 賢二・大野 智子 

・被 用 者 保 険 等  安田 圭二・木村 雅光 

保 険 者 代 表 

欠 席 委 員  今井 隆（被保険者代表） 

            黒田 真右・山本 敬之（保険医又は保険薬剤師代表） 

            堀口 順（公益代表） 

            津久井 裕美（被用者保険等保険者代表） 

保 険 者 代 表    齋藤副市長 

会議に参与したもの   市民部長・保険年金課長・財政課長・納税課長・健康課長 

倉渕支所市民福祉課長・箕郷支所市民福祉課長 

群馬支所市民福祉課長・新町支所市民福祉課長 

榛名支所市民福祉課長・吉井支所市民福祉課長 

保険年金課国保担当係長２名・保険年金課資格賦課担当係長２名 

保険年金課医療給付担当係長２名・納税課滞納整理担当係長 

健康課健康づくり担当係長 

事   務   局   保険年金課庶務担当係長・庶務担当主査３名 
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（議長） 

  ただいまより、会議を始めたいと思いますが、会議に先立ちまして、諸般の報告をいたします。

今井委員、黒田委員、山本委員、堀口委員、津久井委員から、都合により欠席する旨の連絡がご

ざいました。なお、運営協議会の会議につきましては、「高崎市情報公開条例」に基づき公開とし

ておりますので、ご承知おきいただきたいと思います。会議開催の事前公表につきましては、７

月１５日号の広報高崎で行っております。 

次に、会議録署名委員ですが、林委員、大野委員をご指名いたします。両委員、よろしくお願

いします。 

それでは、さっそく議事に入りたいと思いますが、本日は報告事項が６件でございます。 

 まず初めに 「報告事項① 平成２９年度高崎市国民健康保険事業特別会計決算見込について」

を事務局から説明願います。 

（保険年金課長） 

 保険年金課長の山田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。説明が少し長くなりま

すので、着座にて失礼させていただきます。 

初めに、資料の１ページをお開きください。報告事項①「平成２９年度高崎市国民健康保険事

業特別会計決算見込について」ご説明させていただきます。１ページの表は、平成２９年度決算

見込額と平成２８年度決算額を比較したもので、上段が歳入、下段が歳出となっております。ま

た、２ページと３ページには、歳入・歳出それぞれの項目の説明を記載しておりますので、合わ

せてご覧いただければと思います。 

それでは、１ページの歳入からご説明いたします。まず歳入１番目、「国民健康保険税」は、表

の６つの区分を合わせますと８２億４,８３０万２千円でございます。恐れ入りますが４ページを

ご覧ください。右上に平成２９年度の被保険者数が記載してありますが、前年度と比較しますと

５,２２９人減少しております。このように被保険者数が大きく減少していることもありまして、

「国民健康保険税」は前年度と比べて４億６,７２０万４千円、５．３６％の減となっております。 

１ページにお戻りいただきまして、歳入３番目の「国庫支出金」は、下段の歳出２の「保険給

付費」のほか、歳出７の「共同事業拠出金」、歳出８の「保健事業費」などに対する国の負担金や

補助金となります。補助金等に限らず歳入全体に言えることですが、歳出の増減に応じて歳入も

増減します。平成２９年度は被保険者数の影響もあって、昨年度に比べて減額となっている項目

が多くなっていると見て頂ければと思います。 

区分の「療養給付費等負担金」６４億４,２３４万４千円は、「療養給付費」、「後期高齢者支援

金」、「介護納付金」に対して、国が定率で３２％を負担するものでして、前年度と比較すると、

１億３,８７２万４千円の減額となりました。２ページに内訳がありますが、「療養給付費分」が

４２億９,５１８万円、「後期高齢者支援金負担金分」が１５億５,２２９万円、「介護納付金負担

金分」が５億９,４８７万４千円でございます。再度、１ページにお戻りいただきまして、「高額

医療費共同事業負担金」２億７００万８千円は、歳入７番目と歳出７番目にある「高額医療費共

同事業」に対して、国が拠出金の１／４を負担するものです。前年度に比べますと１,９６６万１

千円の減額となりました。「普通調整交付金」１７億８,３９２万２千円は、市町村の医療費や所
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得水準などの不均衡を調整するため交付されるもので、１,５４５万６千円の増額となりました。

「特別調整交付金」３億７,５２２万２千円は、保険者の経営姿勢等により交付されるもので、３,

０４８万８千円の増額でございます。この区分一番下の「制度関係業務準備事業費補助金」１,

０２６万円は、国保制度改革に伴うシステムの改修費の補助でございます。「国庫支出金」は、全

体で８８億６,５４５万円、前年度と比べて１億６６７万５千円・１．１９％の減となりました。 

歳入４番目の「療養給付費等交付金」５億９,１８０万２千円は、退職者医療制度に係る交付金

でございます。退職者医療制度は、平成２６年度末で廃止され、平成２７年４月以降は新規で該

当する方がいないことから、対象者数は年々減少しております。交付額も前年度に比べ４億５,

９４３万３千円の減額となりました。 

歳入５番目の「前期高齢者交付金」は、会社を退職した人などが加入することが多い国保では、

６５歳から７４歳までの前期高齢者の割合が被用者保険と比べ高くなっております。そのため医

療費が増大し、財政を圧迫する要因になっていると言われています。この交付金は、国保と被用

者保険間で、前期高齢者の医療費負担の不均衡を調整するため、前期高齢者の加入率を基に交付

されるものです。本市国保の前期高齢者の加入率は、全国平均を上回っているため、平成２９年

度では、１０５億６,１６８万６千円の交付があり、前年度と比べて ６億３,００９万３千円の

増額となりました。 

歳入６番目の「県支出金」のうち「県負担金」２億５,３３３万６千円は、「国庫支出金」の「高

額医療費共同事業負担金」及び「健康診査負担金」と同率同額が交付されるもので、前年度と比

較して２,２６２万７千円の減額となりました。その下の「県補助金」１８億９,１４７万２千円

は、県内市町村間の医療費や所得等の格差を勘案して交付される調整交付金等を合算したもので、

５,２９８万２千円の増額となりました。２ページに内訳が記載してございますので、後ほどご覧

いただければと思います。 

歳入７番目の「共同事業交付金」は、県内の国保保険者である市町村が、高額な医療費などを

支払う際に、財政安定化を維持するため、群馬県国民健康保険団体連合会が主体となり国保保険

者間の調整を行ない、共同で再保険事業を行なっているものでして、この交付金と歳出７番目の

「共同事業拠出金」とが連動しております。「高額医療費共同事業」は、１件８０万円を超えたレ

セプトを対象としているもので、平成２９年度は８億３,６１８万４千円で、前年度比１億３,１

０１万２千円の減額となりました。「保険財政共同安定化事業」は、１件８０万円までのレセプト

を対象としているもので、８４億４,４２０万１千円で、２億３,０３９万９千円の減額となりま

した。 

歳入９番目の「繰入金」のうち「一般会計繰入金」２６億８,５４９万６千円は、前年度に比べ

５,２６１万２千円の減額でございます。減額の主な要因は、国保税の軽減措置の減額分の補填及

び低所得者数に応じて支援される「保険基盤安定繰入金」が、４,０３４万５千円減額となったこ

とによるものです。その下の「基金繰入金」９億５,２９６万２千円は、国民健康保険事業特別会

計の歳入補填として国民健康保険基金を活用させていただいたものでございます。 

歳入１０番目の「繰越金」は、前年度決算からの繰越金で、９億２,３１０万５千円でございま

す。 

平成２９年度の歳入合計は４４５億９,２８３万６千円で、前年度に比べ３億９,１６６万４千
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円・０．８７％の減を見込んでおります。 

続きまして歳出でございます。 

歳出の２番目、国保特別会計歳出の主たる要素である「保険給付費」のうち「療養給付費」は

２１４億８８１万３千円で、前年度と比べて８億３,３１８万６千円・３．７５％の減でございま

す。「高額療養費」は３０億５,８３６万円で、１億４,８０５万２千円・４．６２％の減となりま

した。保険給付費ほか、以下の歳出の主な項目でも減額となっているものが多くなっております。

その要因については、一人当たりの給付額は増えている一方で、被保険者数の減少数が大きいた

め、給付額全体でみると減額になっていることが挙げられると分析しております。この点につい

ては後ほど、４ページで説明させていただきたいと思います。 

歳出３番目の「後期高齢者支援金」４８億８,９５４万３千円は、前年度比１億７,０１３万１

千円・３.３６％の減でございます。 

歳出６番目の「介護納付金」は、１８億５,８９８万円で、前年度比８,２８１万８千円・４．

６６％の増となりました。 

歳出７番目の「共同事業拠出金」は、先ほど、歳入で説明させていただいた国保保険者間の再

保険事業の拠出金でございます。「高額医療費共同事業」は、８億２,９８１万７千円でございま

す。歳入７番目の「高額医療費共同事業交付金」と差し引きいたしますと、交付金が６３６万７

千円多いことになります。同様に、「保険財政共同安定化事業」は、８３億３７１万１千円でござ

います。「保険財政共同安定化事業交付金」とでは、交付金が１億４,０４９万円多いことになり

ます。合わせると本市では、１億４,６８５万７千円多く交付金を受けとっていることがわかりま

す。本市では、当初の見込より多くの医療費がかかったと言えます。 

平成２９年度の歳出の合計は、４１８億９,２１３万１千円で、前年度と比較して１２億４,５

２６万４千円・２.８９％の減となりました。平成２９年度の歳入から歳出を差し引いた残額は２

７億７０万５千円で、このうち、国、県等への返還金として見込んだ額を平成３０年度に繰り越

し、残りは国民健康保険基金に積み立てることになります。 

続きまして４ページの「被保険者数・療養諸費等に関する調べ」をご覧いただきたいと思いま

す。一番上の「被保険者数」をみますと、年々減少している状況がわかるかと思います。平成２

８年度は前年度から４,６３９人の減、平成２９年度では５,２２９人が減少しており、本市の被

保険者数は２年間でおよそ１万人が減少していることになります。主な要因ですが、７５歳の年

齢到達などで後期高齢者医療制度に移行される方が毎年４,０００人ほどいるため、こうしたこと

が要因の一つと分析しております。 

「療養諸費」は、年々増加しておりましたが、平成２８年度以降、総額に関しては減少に転じ

ている状況にあります。一方で、１人あたりの費用額については、伸びておりまして、現在は、

医療費の伸び以上に被保険者数の減少が大きくなっていると言えます。１人あたりの費用額が伸

びているのは、医療費が高額で継続的な治療が必要となる疾病の割合が徐々に高くなっているこ

とが要因だと思われます。 

また、「国保税医療給付費分現年分の１人あたりの調定額」は、ほぼ横ばいかわずかに減少傾向

にあります。平成２６年度以降、毎年、軽減制度の拡充が行われていることに伴う影響などが考

えられます。 
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以上、誠に簡単ではございますが、「平成２９年度高崎市国民健康保険事業特別会計決算見込に

ついて」の説明とさせていただきます。 

今後も国民健康保険事業の健全な運営に努めていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

（議長） 

説明は、終わりました。これより質疑に入りますが、ご質問並びにご意見等がありましたら併

せてお願いいたします。Ａ委員。 

（Ａ委員） 

ご説明ありがとうございました。１ページの一番下に歳入歳出差引残高がでていますが、大体

８億５，０００万円ありますが、こちらは次年度に積立という形となるのか教えていただきたい

と思います。 

（議長） 

 保険年金課長。 

（保険年金課長） 

お答えいたします。比較欄の８億５,０００万円ということでしょうか。こちらは、平成２８年

度との比較ということですので、積み立ての部分は平成２９年度決算見込額欄の２７億円の中か

ら、国からの補助金で多めに受けている部分は来年度返還が必要になりますので、そうした部分

を除いた金額を基金に積み立てさせて頂き、翌年度事業以降の保険税等の不足分等に充てさせて

もらいたいと考えています。 

（議長） 

Ａ委員。 

（Ａ委員） 

県に移管になったことで、考え方が変わるなど、そういったことはありますか。 

（議長） 

 保険年金課長。 

（保険年金課長） 

お答えさせていただきます。県に移管になったことで変わるものといいますと、これまでは高

崎市ですべての歳入歳出を収入・支出と行っていましたが、県に移管になりますと医療にかかる

経費、いわゆる保険給付費については、全て県から頂けることになります。ですので、高崎市と
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しますと、県に対し納付金を納めることになりますが、この納付金については、県から資料がき

まして、平成３０年度高崎市はいくら納めてくださいという話になります。高崎市はこれに対し

て、保険税率を決定しますので、現在の保険税率よりも低いところで抑えていますと必ず不足分

が発生します。この不足分は、現在であれば基金を取り崩して対応させてもらっています。 

（議長） 

Ａ委員、よろしいでしょうか。他にありませんか。無いようですので、報告事項①について質

疑を終結いたします。 

続きまして、「報告事項② 国民健康保険被保険者証等の交付状況について」を事務局から説明

願います。 

（保険年金課長） 

報告事項②「国民健康保険被保険者証等の交付状況について」をご説明いたします。５ページ

をご覧ください。  

被保険者証等につきましては、国民健康保険法施行規則第７条の２第１項の規定に基づき被保

険者資格の再確認を行うため、毎年１０月１日から翌年９月３０日までの１年更新で交付してお

ります。表は、平成２８年度・平成２９年度の更新時の実績と平成３０年度は参考までに６月末

現在の数値を掲載しております。滞納が続いていることにより交付されます「資格証明書」、「資

格証明書世帯の短期被保険者証」及び「短期被保険者証」は、いずれも前年度に比べ減少傾向に

あります。これは、納税相談や滞納者対策等の効果により、被保険者のご理解が得られたことな

どが要因かと思われます。 

なお、被保険者証等の種別については、欄外をご覧いただければと思います。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

（議長） 

説明は、終わりました。これより質疑に入りますが、ご質問並びに意見等がありましたら併せ

てお願いします。ございませんか。質問等ないようでございますので、報告事項②について質疑

を終結いたします。 

次に報告事項③「特定健康診査・特定保健指導受診者等の状況について」、報告事項④「人間ド

ックの受診者の状況について」、報告事項⑤「保養施設利用助成実績について」、この３点は関連

がありますので、一括して事務局に説明願います。 

（保険年金課長） 

報告事項③「特定健康診査・特定保健指導受診者等の状況について」から報告事項⑤「保養施

設利用助成実績について」まで、まとめてご説明させていただきます。 

６ページをご覧ください。はじめに報告事項③「特定健康診査・特定保健指導受診者等の状況

について」でございますが、「高齢者の医療の確保に関する法律」の規定により、各医療保険者に

４０歳～７４歳の加入者を対象としてメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のた

-6-



めの特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務づけられております。ここでは、数値が確定し

ている平成２７年度と平成２８年度の受診者の状況を掲載させていただきました。平成２８年度

では、特定健康診査の受診率は増加しているものの、特定保健指導の受診率は減少している状況

でございます。特定健康診査及び特定保健指導は無料で受診できますので、今後もより多くの皆

様に受診していただけるよう、引き続き周知を図ってまいりたいと思います。 

次に報告事項④「人間ドックの受診者の状況について」でございますが、人間ドック受診者に

対しまして検診料の一部を助成しているもので、こちらは特定健康診査よりも幅広い、３０歳以

上の加入者を対象としています。助成金額及び検診総額については、一番右側に掲載してありま

す。これまで定員枠の廃止や受診期間の延長といった環境整備に努めてきたこともあり、受診者

は増加傾向にあります。 

人間ドック助成及び特定健康診査などの保健事業は、将来の医療費の削減につながるもので、

今後も多くの方が受診できるよう対応してまいりたいと考えております。 

最後に、報告事項⑤「保養施設利用助成実績について」でございますが、保養施設の利用が心

身のリフレッシュを通じて健康増進につながることから、国保の被保険者が高崎市と契約してい

る５箇所の保養施設に宿泊する場合に、１人１泊につき２，０００円を年に 1 回のみ助成してい

るものです。３年間の利用者数ですが、ほぼ横ばいで推移している状況にございます。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

（議長） 

説明は、終わりました。これより質疑に入りますが、ご質問並びに意見等がありましたら併せ

てお願いします。Ｂ委員。

（Ｂ委員） 

 報告事項③「特定健康診査･特定保健指導受診者等の状況について」のところですが、平成２８

年度の特定保健指導の受診率が下がっていますが、実は、私どもの健康保険組合でも３、４年前

にガクッと下がった年がありました。これはなぜかといいますと、データヘルス計画の策定があ

った年で、毎年、電話勧奨していた職員が計画策定に回ってしまい、勧奨できなかったという年

でした。おかげさまでその翌年からは、また、元の受診率に戻りましたが、高崎市の受診率の低

下は、どういったことが原因になっているのか。また、平成２９年度、３０年度はうまく回復で

きているのか、心配ですのでその辺のご説明いただきたいと思います。 

（議長） 

健康課長。 

（健康課長） 

 お答えいたします。平成２８年度に下がってしまった原因については、健康課としても調べて

おります。医療機関に委託してお願いしている部分がありますが、そこが相当数、何十人という

単位で減少してしまいました。委託の医療機関とは、高崎市、群馬郡、藤岡多野の医師会で、こ
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れらの医師会と契約をさせてもらっています。こちらで受ける方が極端に減ってしまったことが、

大きな原因となっている。その辺を何とかするために今年度は、人間ドック当日の保健指導を開

始し、各支所地域で行っている集団健診で健診結果の返却と同時に保健指導を始めています。受

けて頂ける方もおり、上々の滑り出しを見せております。今年度は多少、上がるのではないかと

感触を得ています。 

（議長） 

Ｂ委員、よろしいでしょうか。他にありませんか。Ａ委員。 

（Ａ委員） 

報告事項⑤「保養施設利用助成実績について」で、保養施設の利用者数が記載されていますが、

今後、県に移管され一本化されることになると思いますが、現在、高崎市の施設を利用できる方

はどういった方なのか、ご説明いただければと思います。 

（議長） 

 保険年金課長。 

（保険年金課長） 

 お答えいたします。現在、高崎市の国保で契約しているのが、この施設となります。この施設

を利用できる方は、高崎市の国保の被保険者ということになります。 

（議長） 

Ａ委員、よろしいでしょうか。 

（Ａ委員） 

 ありがとうございます。せっかく県に移管され、一本化されますので、今後、色々な協議をな

さるかと思います。市外の方でも国保の方に高崎市の施設を利用してもらえるとよいと思います

し、健康増進という意味では、高崎市民が他の県内施設を利用できる、利用し合えるようになっ

ていった方がよいと思いますので、提案させていただきます。 

（議長） 

 保険年金課長。 

（保険年金課長） 

 貴重な意見をありがとうございます。この件につきましては、今後、県と市町村との協議の中

でお話しとしては出てくる部分かと思います。こうした事業をしている市町村自体が多くない状

況もございますので、高崎市だけでも残せるのかどうか、そういったことも含めた検討になるこ

とをご理解いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（議長） 

Ａ委員、よろしいでしょうか。高崎市は恵まれているということでしょうね。他にありません

か。質問等ないようでございますので、報告事項③、④、⑤について質疑を終結いたします。 

続きまして、「報告事項⑥ 補保険者証等の様式及び記号･番号の変更について」を事務局から

説明願います。 

（保険年金課長） 

報告事項⑥「被保険者証等の様式及び記号・番号の変更について」ご説明いたします。 

７ページをご覧ください。平成３０年４月の国保制度改革によりまして、群馬県が市町村とと

もに保険者となりました。被保険者のみなさんに直接関係のある、被保険者証や高齢受給者証、

限度額適用認定証などは、制度改革後、初めての更新を迎えることになりますが、様式等に若干

の変更がございましたので、本日報告させていただきたいと思います。 

はじめに、一番上の表をご覧いただくと、各証の更新時期の一覧を載せてございます。更新時

期自体は変更ございませんので、更新前にはお手元に届くように準備をさせていただきます。ち

なみに、国民健康保険証などは９月中にお手元に届くようお送りさせていただきたいと思ってい

ます。３番から６番の各証については、該当する方に既に７月中に発送させていただいたもので

すので、ご確認いただければと思います。 

様式の変更点についてご説明いたします。改正例１「国民健康保険被保険者証」をご覧くださ

い。こちらは２以降と違いまして、省令の様式での説明とさせていただきます。改正後で赤字で

表している部分が変更箇所になります。まず、一つ目は、国保が広域化されたことに伴いまして、

左上に「群馬県」が追加されることになります。二つ目は、中ほど「資格取得年月日」が「適用

開始年月日」に変わります。これは、高額療養費を多数回受ける場合、県内市町村間で転居があ

っても継続できることになったための変更でございます。三つ目は、一番下の「保険者名」が「交

付者名」に変更となります。ただし、ここには「高崎市」と入るため、表記自体は変わりません。 

次に青字の部分についてご説明いたします。ここは被保険者のみなさんへの直接の影響はござ

いませんが、ご報告ということで説明いたします。一つ目は、保険者番号ですが、システム上の

意味合いが変わるもので、６桁の数字そのものの変更はございません。「保険者別番号」が「市町

村番号」に変わることになります。二つ目は、右下に市町村印がございますが、これまで朱色の

「高崎市印」の印影が表示されておりましたが、「被保険者証」自体に改ざん防止処理がなされて

いることもあり、黒色の印影表示に変更となりますので、ご承知いただければと思います。 

その下の、２「国民健康保険高齢受給者証」から８ページの４「限度額適用認定証」に関する

変更点は、「被保険者証」に準じた部分とレイアウトで表示位置が若干変わったものでして、説明

は省略させていただきます。 

最後に、８ページの一番下の表ですが、記号・番号については、これまでは変更前のようにハ

イフンで区切って、前５桁を記号、後３桁を番号としておりましたが、変更後は全８桁を番号と

して取り扱うことになるものです。変更前と変更後を比べていただくとお解かりのように、ハイ

フンを除いて続き番号としただけの変更になりますので、被保険者のみなさんへの影響はないも

のと考えております。また、医療機関では、これまでのレセプトで記号と番号が分かれていた場
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合であっても、対応が可能なように進めておりますので、ご承知いただければと思います。 

なお、周知方法についてですが、広報高崎８月１日号と９月１日号に掲載するとともに、ラジ

オ高崎でもご案内させていただく予定となっております。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

（議長）

説明は、終わりました。これより質疑に入りますが、ご質問並びに意見等がありましたら併せ

てお願いします。Ｂ委員。

（Ｂ委員） 

 ７ページ右側の２つの改正例、８ページ右側の２つの改正例、合わせて４つの改正例について

全て黒色の印影が印刷されるという認識でよろしいのでしょうか。 

（議長） 

 保険年金課長。 

（保険年金課長） 

 お答えいたします。１番の「国民健康保険費保険者証」については、改ざん防止処理が既にさ

れておりますので、こちらには黒色の印影が印刷されることになります。２番以降３つの証につ

きましては、改ざん防止の処理がされませんので、朱色の印影を印刷させてもらいます。ご承知

いただければと思います。 

（議長） 

 Ｂ委員、よろしいでしょうか。他にありませんでしょうか。Ｃ委員。 

（Ｃ委員） 

今、お話のありました国民健康保険被保険者証に改ざん防止処理が施されているという件です

が、何か受診される方が持参した証を識別する、見分ける方法はあるのでしょうか。

（議長） 

保険年金課長。

（保険年金課長）

 被保険者証自体に良く見ますと「ＶＯＩＤ」という標記が記載されています。一見こうした標

記は分かりづらくなっており、通常使用する場合には意識しないと思いますが、コピーをします

と「ＶＯＩＤ」の文字がはっきり浮かび上がることになります。そうしたことから改ざん防止処

理となります。

-10-



（Ｃ委員） 

見て分かるものですか。どう見たら分かるのですか。

（保険年金課長）

斜線を使用して標記しています。現在も入っていますので、用紙については変更ありません。

（Ｃ委員） 

今と変わらないのですか。

（保険年金課長）

 用紙自体は変わりません。印影の色が変わるということで、説明させていただきました。

（Ｃ委員） 

 用紙の変更はなく、印影の色が変わるということで、今回、新たに改ざん防止用紙を使用する

ということではないとうことですね。

（議長）

 Ｃ委員、よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。無いようでございますので、報

告事項⑥について質疑を終結させていただきます。

最後なります。「その他」でございますが、事務局から報告があるそうですので、まず、そちら

からお願いいたします。

（保険年金課庶務担当係長）

前回、２月に行った運営協議会におきまして、次期委員から任期が３年になることや、群馬県

にも同様に「国民健康保険運営協議会」が設置され、県との役割分担などを考慮し、委員定数の

見直しを検討したいとご報告させていただきました。その時、次回の協議会までに方向性をお示

しできるよう検討していきたいとお伝えしたところです。

これまで、他市の状況なども確認し、検討してきましたが、来年６月から始まる次期委員の任

期から委員定数を見直すことにつきましては、今回は見送らせていただきたいということでござ

います。当面の間は、今の委員定数のままで行きたいと思います。今後も検討は続けて行きたい

と考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

事務連絡は以上でございます。

（議長）

 只今、事務局から連絡事項がございましたが、ご質問並びにご意見等がありましたら併せてお

願いします。ございませんか。 

それでは、最後に会議全体につきまして、何かご意見等ございましたらお願いいたします。

無いようですので、これにて、本日の案件全てが終了となります。皆様のご協力により滞りな
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く終了することができました。ご協力ありがとうございました。これにて、議長の座をおろさせ

ていただきたいと思います。ありがとうございました。
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