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平成２５年度第２回山梨地域審議会議事概要 

 

平成２５年１０月１８日（金） 

午後７時００分～午後８時００分 

夢わーく山梨 大集会室 

司会・進行 政策秘書課長 

１ 開 会 

２ 市長あいさつ  

３ 役員の選出 （会長 関口芳克  副会長 大村彰） 

４ 新役員あいさつ   

５ 議 題  （出席委員 １１人  市出席者 市長他８人） 

関口会長が議長となり議事に入る。 

 

 （１）山梨市国民健康保険の現状について【資料１】 

    担当課から説明 

質疑 

委員：疾病予防事業として「人間ドック」事業があるが、市からの負担金が個人負担の半分にも満たない。

他市ではもっと助成しているが、本市においてももう少し負担金額の増額をしていただければ、人 

間ドックへ行きやすくなり疾病予防となるのでは。 

市 ：他市と比較しても見劣りする補助内容ではないと確認しているが、疾病予防事業として重要な施 

策でもあるので、他市の状況を調査研究し検討する。 

委員：安い医薬品（ジェネリック）を使用するようにといわれるが、病院に行って本人が医師に対しそ 

の旨を言うことは出来ない。市が医師会に対し働きかけを行なっていただきたい。  

市 ：ジェネリック医薬品については、以前医師の許可がなければいただくことができなかったが、3 

年前に改正が行われ、「この薬（新薬）でなければ 」というもの以外はジェネリック医薬品を交 

付できる仕組みとなった。医師会では、以前ジェネリック交付について反対の声もあったが、現 

在は理解をいただいている。また、薬剤師会においても報酬制度もあり、ジェネリックの普及が 

進んでいる。 

委員：市が、医師会・薬剤師会と話をしているか確認したい。市からの働きかけがなければ、本人から 

ジェネリックを申請することは困難である。市は、市民に通知するだけでは努力が足りないと感 

じる。 

市 ：市としては、医師会・薬剤師会に対し普及についてお願いするなど行っているが、今後もジェネ 

リック医薬品の推進に対し努力していく。 

議長：20.41％とは、H24年度の決算額に対しての増額か、それともH25年度調定額に対する増額か。 

市 ：調定額に対する増額である。 

議長：県内市で同じ状況か。 

市 ：13市の中で平成 20年度から平成 24年度は医療費が上から 4番目ぐらいに対し保険税は下から 

4番目ぐらいに位置している。医療費が伸びれば保険税も伸びるのが一般的である。全国的に苦 
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しい状況は同じであり、来年度以降保険料が上がる市町村もあると思われる。今年度は本市と富 

士吉田市で保険税率改正を行い、富士吉田市は 10％の増である。  

委員：医療費額が県内上から 4番目ということの要因は何か。 

市 ：市内には 2つの総合病院もあり 、住民としては病院にかかりやすい状況下である。 

市長：本市には個人病院も豊富に存在し、医療を受けやすい環境である。市民にとっては、病院がすぐ 

近くにあり大変良い環境ではあるが、その分医療費が上がってしまう。 

委員：他市との比較など、市民に分かりやすい説明を行う必要がある。  

市 ：広報等を利用し、市民に説明していく。 

委員：医療費とは何が含まれているのか。  

市 ：診察料・高額療養費・療養費（針灸）・薬代、薬代が約 30％を占めている。 

委員：薬を飲みきれないほど無駄にもらっている人もいる。 

委員：保険料を上げなければ仕方がない。しかし、市民に対し他市との比較データ等を利用し、やわら 

かい文章で分かりやすく説明する必要はある。 

市 ：分かりやすく広報等で説明していく。 

委員：今後の動向、県との役割分担についてはどのようになっているのか。 

市 ：保険証発行、税の徴収などは市町村が賄い、今の後期高齢者制度と類似すると思われるが、詳細 

については今後議論される予定である。 

委員：保険税滞納者についての対応は。 

市 ：①短期被保険者証の交付。前年度未納者に対し、保険証有効期限を通常の 1年より短くし、定期

的に納めていただく。納めていただいたら有効期限を延ばすような対応。 

    ②資格証明書の交付。証明書持参で医療機関にかかった場合、10 割負担をしていただき後日償

還払いの対応。 

     実際の対応は、税務課が行っている。これ以外には生活状況を把握しながら分納方式で納税し

ていただいている。 

 

（２）その他 

委員：新図書館建設について、9月議会において 1000万円の和解金は否決されたが、今後の建設予 

定はいかがか。 

市長：和解の解決金 1000万円は高いが、和解できなければ新図書館の建設はできない状況である。 す 

でにH24・H25年度には予算計上をし計画を進めており、補助金に関して今年度中に着工しな 

いと交付が困難となる。なんとか議会に理解をしていただき、和解をして建設を進める必要が 

ある。 

委員：議会での否決の内容は、和解金 1000万円に対してなのか、または建設そのものに反対なのか。 

市長：全ての議員さんの意見を承知しているわけではないが、今回の否決内容としては、和解金 1000 

万円が高額である旨の否決であると認識している。中には建設推進に対し消極的な方もいる。 

しかし、過去既に新図書館建設に関することは議会で議決をいただいているので、図書館は推 

進するべきものと捉えている。 

委員：新聞報道のみの理解であるが、同じ年代の者と語った結果「テロリスト」に支払うような感じ 

がある。不法に入って足元を見ている感じがするため、和解金については納得できない。支払 
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うのは税金である。 

市長：私どもも解決金が確かに適正額とは思っていない。旧庁舎に入居され 3年間の賃貸契約だった 

が昨年の 10月で契約も切れた。何もなければ更新だが、耐震性がない建物ということもあり、 

賃貸している間に事故でもあると補償も問題等もあるので、転居を願ったが移転の交渉がうま 

くいかず現在に至る。CCWから耐震補強の要求があったが、補強可能な建物ではない。総合 

的に考えて、和解をして推進していきたいと考えている。 

 

 

６ 閉 会  副会長 
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平成２５年度第２回牧丘地域審議会議事概要 

 

平成２５年１０月１６日（水） 

午後７時００分～午後９時００分 

牧丘支所大会議室 

司会・進行  網野牧丘支所長 

１ 開 会 

２ 市長あいさつ 

３ 役員の選出 （会長 大宮山 磐  副会長 有泉幸廣） 

４ 新役員あいさつ  大宮山会長 

５ 議 題  （出席委員１１人  市出席者 市長他１１人） 

  大宮山会長が議長となり審議に入る。 

 

（1） 山梨市国民健康保険の現状について【資料 1】 

担当課から説明 

 

質疑 

委員：大きな要素は、高齢化と言うことだ。いずれにしても止むを得ないことだが、20.41％増は大 

変なことである。国民健康保険財政調整基金がゼロになってしまい、大変な事になってしまっ 

た。山梨市市民の国民健康保険加入者、被用者保険加入者の割合を教えていただきたい。 

市 ：国民健康保険加入者は約 1/3の 1万 1千人、約 2/3が被用者保険者等である。 

委員：私は一患者として病院に通院しているが、二つの診療科を受診すると、それぞれ薬を処方して 

くれる。これが無駄だと感じる。課題として、今の医療制度を改革しなければならない。 

議長：医療制度の問題もあるが、患者側にも問題があると言われている。例えば、日に 2・3カ所の 

受診を週に 2・3カ所受診するように改善されたい。薬の問題だが、お薬手帳を持参すれば同 

じ薬を重複することが無くなる。お薬手帳は平成 23年 3月 11日、東日本大震災時現場で大変 

有効だったことから、翌月の 4月 1日より調剤薬局において無料で配布し、かなり普及してい 

る。また、財政が厳しい山梨市であるため、ある程度ご理解していただきたい。 

  委員：山梨県内他市町村に比べ、山梨市の国保税の金額が一番高くなったと聞いている。そこで、山

梨市に何か問題があるのか、また、一遍に金額を上げるのではなく、段階的に何年かかけて少

しずつ上げていくことが、前の段階で、できなかったのかお聞きしたい。 

市 ：県からの状況発表はまだだが、県内 13市の中では、一番高いと思われるが、町村を含むと、 

本市よりも高いところはある。13市の中で平成 20年度から平成 24年度は医療費が上から 4 

番目ぐらいに対し保険税は下から 4番目ぐらいに位置している。医療費が伸びれば保険税も伸 

びるのが一般的である。これまで市では、国民健康保険財政調整基金を投入し、さらに一般会 

計からの赤字補てんの繰り入れを行ない収支バランスが悪かった。被保険者以外の三分の二の 

市民からも支援をいただき、今回の改正は、平成 26年度までの 2年間で、一般会計から 7千 

万円ずつ赤字補てんの繰入をしてもなお、財源不足が見込まれたため見直しを行った。 
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議長：山梨県全体の医療費が伸びている。税率改正は、段階的では間に合わない。本当であれば、以 

前から段階的に上げていく方法が最善であったが、市としても税を上げることは行いたくなか 

ったと思われる。ここで市が決断された内容を各委員さんが理解し、市民に周知していただき 

たい。 

委員：後期高齢者等の自己負担１割の方は、年金をしっかりいただいているため、あえて１割負担に 

しなくても良いのではないかと言う意見を市民から聞いている。若い人同様自己負担３割で、 

本当に体調が悪い時に受診すれば良いと思う。このことを県、他市町村との集まりの中で発言 

していただきたい。また、山梨市には総合病院も 2カ所、個人病院も多数あり医療機関が充実 

していて非常に良いと、他県から移住された方より聞いている。その人達が若い時に都会で働 

いて税金を納め、退職後に移り住むため、医療機関の受診率が高くなり、それ相応の市の負担 

となることを委員として認識しなければならない。 

委員：国民健康保険財政調整基金がゼロになったと伺ったが、これから先、財政調整基金の積立をす 

るのか、ゼロのままで行くのか。 

市 ：平成 20年度後期高齢者制度が始まった頃、大きな転換期があり、苦しい状況になった。それ 

までは、財政調整基金をあまり使わず、ぎりぎりで運営してきた。そこで、国保税を抑えるた 

め、財政調整基金を使い、積立は出来なかった。平成 24年度に想定していたより医療費が大 

きく伸びたため、非常に厳しい状況のなか、底をついた。市の拠出金（保険給付費・後期高齢 

者支援金・介護納付金）3年間の平均の 5％約 1億 8千万を基金に積立するよう国からの通達 

があるが、それが出来ない状況である。平成 25・26年度は基金の積立は試算していないが、 

国からの支援金等が年度ごと異なるため、できるだけ余剰金があれば積立をする。 

委員：確かに保険というものは、この世の中で、老いていく者には必要である。基金が無く、将来の 

ための目的である蓄えがないということは、とんでもない話しである。先を読んだなかで、政 

治が行政の仕組みを築いて来たはずなのに、まさか医療費がこの様になってしまい、この先不 

安である。また、私が子供の頃、１学級 120～130人位居たが、今、牧丘を例えた場合、子供 

の少子化を目の当たりにすると、これから先、多くの老人を支えて行くのが大変である。 

市長：医療費にかかる自己負担をどうするのか、国において、医療制度を含む社会保障制度の改革が 

議論されており、自己負担を上げて良いのか議論がある。また、高額療養費等の枠も議論され 

ている。この点については、全国同じ仕組みであり、国における適切な対策を期待している。 

市でできることは何かを考えて行きたい。国保１人当たりの医療費が高くなると、保険料も高 

くなり比例する。いろいろな理由があるが、医療機関が充実している山梨市は比較的１人当た 

りの医療費が高い。医療費増高の主たる要因は、新しい技術の高度な医療であり、高額療養費 

が適用になるため、これから先、間違いなく医療費が上がって行く。しかし、高度医療は人に 

とっては大変良いことである。市では、医療費抑制対策として、重複受診者には保健師による 

保健指導により適正受診、生活習慣病にかからないよう健診を行う指導事業、これらの取組み 

強化等を検討している。 

委員：年々高齢化と共に伴って行く医療費の増加に対し、大きな医療改革をしなければならない。医 

療費抑制を徹底的に行う事を具申する。 

議長：保険料が上がることは、致し方ないことをご理解いただいたなかで、これからは医療費抑制に 

取り組んでいただきたい。先ほど、市で医療費抑制について検討している方向性を近々発表で 
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きると言っているので、よろしく願う。 

委員：今後の国保制度の動向として、国保運営は都道府県へ移行すると言っているが、今までは、最 

終的に国が面倒をみる考えであったはずでは。 

市 ：具体的に民主党政権当時に三党合意があり、国民会議の中で、社会保障制度を全体的に見直し 

て議論されている。国において、平成 30年度に次期医療計画が策定されることにより、平成 

29年度を目途に、国保運営を市区町村から都道府県へ移行することとし、都道府県と市区町村 

で適切に役割分担することとした、改革の推進に関する「プログラム法案」が閣議決定された。 

委員：最終的には、都道府県で運営して行くということか。 

市 ：運営の主体は、都道府県であるが、細かい保険証発行、保険料の徴収等は市区町村の役割にな 

ると思う。 

委員：若い時に都会で働き、老後は地方ということであれば、国保の運営は都道府県及び市区町村で 

はあってはならない。国民健康保険であるのだから、国がバランス良く国内どこでも同じ様に 

しなければならないと思う。しかし、都道府県及び市区町村によっては、医療制度のばらつき 

があるのでは。 

市 ：現状は、国保運営は市区町村であるため、医療費の状況や財政力による格差がある。国民皆保 

険として、国保、被用者保険を統一し、国の基準で運営する議論はあるが、具体的にはない。 

委員：国民全員の自己負担が同じであり、かつ恩恵を受けることが理想であるが、今現在それができ 

ない訳である。市では、私の地区において、介護保険課の介護予防事業のモデル地区として、 

中牧地区の「生き生きを語る会」10年後の中牧地区がこんなふうになっていたらいいなという 

ことで、目的は住み慣れた中牧地区で年をとっても、生き生きと暮らし続けるため現在取り組 

んでいること、またこれから取り組みたいこと、などを地区の代表者が自由に語り合う会、語 

り合うメンバーとして、区長、民生委員、介護保険課介護予防担当、助言者として山梨県立大 

学と 6月から会議を重ねた中で、先ずは、出来る事をやろうと言うことで、10月の中旬から 2 

週間程度各自実施していただいている。病院にかからない事で医療費も減る。ラジオ体操を防 

災無線で午前 10時と午後 3時の 2回流して実施する事を介護保険課、総務課にお願いしたと 

ころ、総務省等に問い合わせた結果、現時点での使用はできないと言われ駄目になった。今後 

の課題として、住やすい健康なまちづくりとして、長寿日本一の沖縄よりも、塩分の多い食生 

活をしていた隣の長野県が、食生活の改善で長寿日本一となった。この様に日々の努力により、 

健康が維持される事例がある。今、市の介護保険課で山梨市の健康づくりに取り組んでいただ 

いている。食生活の見直しや自らができる体操・運動を行なうことで、結果として医療費の削 

減が多少なりともできるのではないか。 

議長：モデル地区とされた中牧地区の区長さんは、真剣に取り組まれている。牧丘地域審議会として 

応援する。また、その内容を発表していただき、牧丘地域全体で実行できれば良いと思う。 

 

（２）その他 

 市 ：前回の地域審議会で議論されたＹＬＯ総合会館の耐震関係だが、平成 25年 6月の定例議会の 

市長答弁で、牧丘地域全体の施設の利活用を合わせるなかで、ＹＬＯ総合会館の耐震診断を行 

い、平成 25年 11月 21日に業者が決まり、平成 26年の 2月若しくは 3月に結果が出る予定と 

示された。平成 26年度の地域審議会では、その結果のなかで牧丘支所、牧丘町コミュニティ 
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センター、文化ホールの利活用を審議していただきたいと思う。 

議長：耐震診断の予算を付けていただき感謝する。診断が行われ、結果が出た時、牧丘支所を含めた 

施設を牧丘の住民が使いやすく喜んで使用できる仕組みを市から話されるかもしれない。そこ 

で、地域審議会の委員の皆様には、そのことを頭に入れておいていただき診断を待ちたい。診 

断が出た時どういう方向性がいいのか、市政にお願いする。 

先ほど市長のあいさつのなかで、市道野背坂線整備事業について、1年工事が遅れる説明があ 

ったが、これは市においてマイナスにならない要素の延長と思う。27年度の完成を願う。 

 委員：鳥獣害についてお聞きしたい。今年も猿、猪、熊による被害が多く、追い回すのではなく捕獲 

することが大事である。猟友会にお願いしても檻を使用する時期が重り、数が限られているた 

め、檻が足りず、狩猟する人も少ない。作物の被害が毎年多く、耕作する意欲がなくなる。そ 

こで、それに代わるわなの捕獲については、資格講習会を受けると使用の補助ができるので、 

市で開催していただきたい。   

 委員：今年度、サル対策のモデル地域として徳和地区、成沢地区が指定されている。猿は 12時のチ 

ャイムが鳴ると畑作業から人間が家に帰ることを知っていて、山から下りて来る。たいへん知 

恵がある。撃退するには有害駆除用 6連発の花火が有効である。関係者が、まず猿を見たら花 

火を打つといった事を続けた結果、今年度初期に少し被害に遭ったが、その後ほとんどない。 

ぜひ、花火対策を継続していただきたい。試しに檻をかけたが猿は頭が良いので檻にはかから 

ない。仮に捕獲した場合、発信機を付けて放す。しかし受信者が受信した後、関係者を招集す 

ることが大変であると聞いている。 

 副市長：わなの資格講習会関係について、山梨県で定期的に実施している。山梨市でも、市民会館に 

おいて資格講習会の開催をしていただくことをお願いし、決定した段階で周知できるようにす 

る。また、県に申し入れをして、わなのみの資格講習会が山梨市の会場で可能か確認し対応し 

たい。今年度、徳和地区、成沢地区がサル対策のモデル地域になっており、9月補正において、 

杣口地区の鹿の囲いわなの設置を予定している。囲いわなに鹿がある程度入った段階で処理を 

する。9月議会で議決いただいているので、近いうちに設置される。モデル的事業の採り入れ 

をさせていただき、結果を見て、範囲を広げていきたいと思う。 

 委員：前回の地域審議会でも議論された給食センターについて、市の考え方及び説明をしていただき 

たい。 

 教育長： 議会等において、「給食センターありき」が良くないと言われるが、給食センター方式か自 

校方式のどちらが良いか、アンケートをという意見もあるが、基本的には自校方式で続けられ 

れば問題はいない。しかし、山梨北中の給食室は、40年以上経過しており、修繕では改善しき 

れない状態である。他の施設も 30年以上経過しているため、老朽化が問題となっている。給 

食室のシステムは、平成 21年 4月 1日から施行されている学校給食衛生管理基準を満たすに 

は、今の施設の 3倍の面積が必要である。調理場の衛生管理として、調理機器からの排水が直 

接排水管を通して流すことで湿度が低く、細菌の増殖が抑えられ、床を乾いた状態にするドラ 

イシステムの導入が理想である。調理場を壁により完全に仕切り、汚染作業区域・非汚染作業 

区域・その他の区域等、区域を整理する必要もある。こうした状況から自校方式を次から次へ 

と新築するのは不可能であると判断した。また、児童・生徒数減少の問題がある。山梨市の小・ 

中学校は、6年後には 450人減少する。このことにより全て自校方式にするにはかなり厳しい 
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状況である。自校方式の良いところを活かしたなかで、給食センター方式のデメリットを解消 

し、理解を求めていきたい。本日も、牧丘第一小学校ＰＴＡの会議に説明に行った。牧丘・三 

富のほとんどの学校から要請があったので、説明に行っている。 

 議長：ＰＴＡの代表として、ご理解されているかお聞きしたい。 

 委員：牧丘第二小学校においては、まだ説明は受けていないが、要請の目途はある。関係する会に会 

長と出席しているが、今までセンター方式に反対していた親が理解し、以前と比べ理解者が多 

くなった。 

 議長：今の話を聞いていると、双方の意見が集約しつつある。ＰＴＡと市で良い結論が出れば良いと 

思う。今日の牧丘地域審議会において、国民健康保険の現状は致し方ない。鳥獣害については、 

市の限られた予算の中でお願いしたい。 

牧丘地域審議会の意見として大変良い議論ができた。 

 

 

６ 閉 会  副会長 
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平成２５年度第２回三富地域審議会議事概要 

 

平成２５年１０月２１日（月） 

午後７時００分～午後８時３０分 

三富支所委員会室 

司会・進行 日原三富支所長 

１ 開 会 

２ 市長あいさつ  

３ 役員の選出 （会長 前島一彦  副会長 坂本眞） 

４ 新役員あいさつ   

５ 議 題  （出席委員 １１人  市出席者 市長他１２人） 

前島会長が議長となり議事に入る。 

 

 （１）山梨市国民健康保険の現状について【資料１】 

    担当課から説明 

質疑 

議長：高齢化社会といえば、それまでだが、とにかく医療費が掛かりすぎることが一番の原因だと思う。 

特別会計のため不足分は加入者が負担しなければならないが、市民が健康でいれば医療費の抑制 

につながり、市民の負担も少なくなるのではないか。 

委員：平成 29年度から都道府県に運営が移行されるが、どのようにかわるのか。市町村で保険料の格差 

が生じるのではないか。 

市 ：プログラム法案で国保運営の主体を、都道府県に移行する法案が国会に提出されたばかりであり、 

十分な議論がされていない状態である。県下市町村格差がある中で同じ保険料に統一することは 

なかなか難しい状況であるが、国及び県で議論されているのは、基準を設けて各市町村の実態に 

合わせ、保険料が違っても致し方ないのではないかという、一部意見がある。しかし検討が始ま 

ったばかりなので、国及び県の動向を注視している状況である。 

議長：保険料については、県下統一し、格差がでないような仕組みにして欲しい。 

委員：県下の市町村で保険税の相当な格差が発生することが想定されるが、移行後、国からの補助はど 

うなるのか。 

市 ：まだ、十分な議論がされていない。現状の制度としては一定基準において医療費の内、公費分と 

して 5割負担を賄っているが、まだ白紙の状況である。 

委員：担当課より平均 20.41％増の説明がされたが、水道料金同様に、市町村ごとに保険税が違う考え 

をしないと先に進まないと思う。県下で統一しようと思っても負担の少ない市町村から苦情がで 

るのではないか。今回の保険税の改正は、いつから実施しているか。 

市 ：平成 25年 4月から改正している。 

議長：現況とすれば、国民健康保険財政調整基金も無くなり、大変な国保運営だと思う。市民も国保制 

度により恩恵を受けているので、改正は仕方がないと思う。 

委員：山梨市のホームページでは、平成 24年度実質的な赤字の推移が 1億 2千 2百万と掲載されてい 
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るが、本日の資料では 9千百万円となっていて 3千万円位の違いがあるが、何か補填したのか。 

市 ：山梨市のホームページの内容は、決算前の試算で掲載してある。見込と決算の違いは、国からの 

交付金が増額されたことや退職医療の、社会保険から交付金を精算し決算しなければわからない 

事から約 3千万円の差がでた。早速ホームページを更新する。 

 

（２）その他 

委員：市営バス西沢渓谷線 6便が回送で西沢渓谷入口まで運行を行っている。回送ではなく、利用者を 

乗せて西沢渓谷入口まで運行してはどうか。また、山梨厚生病院発西沢渓谷入口行の 4便、5便 

の終点は、西沢渓谷入口ではなく天科までとなっているが、市民も観光客も西沢渓谷入口までの 

運行を願っている。 

委員：山梨貸切バスが、天科地内を回らず国道を通過してしまう。土日限定でもあり営利目的としか思 

えない。山梨貸切バスの運行に対して補助金を出しているか、いるのであれば運行経路の変更に 

ついて協議があってもよいのではないか。 

市長：市から山梨貸切に対し補助は出していない。 

副市長:詳細について把握していないので、所管する市民生活課と三富支所と連携を図りながら、委員 

の皆様に連絡したいと思う。 

委員：市長から委嘱されている食生活改善推進員は、三富基幹集落センターを拠点に活動を行なってい 

るが、市の職員不在時は利用料を支払っている。利用料について、再度検討をお願いしたい。ま 

た、市民の生活習慣病予防対策のため力を注ぎ啓発活動を行なっているが、市民の意欲が見受け 

られない。11月 5日は伝達講習会を予定しているが、参加者確保に苦慮している。 

市 ：各種団体が利用する際は、免除申請により半額で使用して頂いている。現状は、担当課長名で 

申請を行えば免除とし、各種団体が申請する際は、免除申請により半額で使用して頂いている。 

個々の事例については、担当課と協議をしたい。 

委員：基幹集落センターの生活改善実習室には、備品が揃っていない。昨年、フライパンを市の予算 

で購入していただいたが、不足分を食生活改善推進員の会費から支出した。備品をきちんと揃 

えていただき、活動しやすい方向性に導いて頂きたい。 

市 ：協議しながら検討したい。 

議長：山梨地域、牧丘地域も活動を行っているので、他の状況を参考にしながら関係部署と協議を行 

っていただきたい。 

委員：最近の自然災害により多数の被害が生じている。そのことを受け自身も避難準備を行なった。 

避難場所は小学校だが、体育館には階段があり足腰の悪い方には避難が困難ではないか。委員 

の皆様の意見も伺いたい。 

委員：防災倉庫にはどの位の装備備品があるか。 

市 ：三富地域の防災倉庫は、三富保育所、徳和地区多目的集会施設、三富小学校、三富支所倉庫、 

三富川浦スポーツ広場、広瀬地区集会所にあり、備品として発電機 1台、浄水機 1台、毛布 

10枚、ヘルメット 5個それぞれ倉庫に備えてあり、ポータブルトイレやトイレテント他がそ 

れぞれ数量に違いがあるが備えてある。 

委員：三富地域に数箇所の避難所の指定がされているが、市の土砂災害・洪水ハザードマップにおい 

て、避難所自体が土砂災害区域ではないのか。もし、避難所自体が土砂災害指定エリアであれ 
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ば、土砂災害を受けない場所に避難所を設けなければならない。 

市 ：市の土砂災害ハザードマップで避難所の指定をされているが、このような地形なので、沢一 

つ離れれば危険地域になる可能性はある。 

市長：今年、地域防災計画の見直しを行ない、土砂災害・洪水ハザードマップを各戸配布した。さら 

に、避難所開設運営マニュアルを作成し、今年の防災訓練では、山梨地区を重点地区として、 

マニュアルに沿った訓練を実施した。まだ、全ての地域にいきわたっていないが、今後、運営 

訓練を順次行っていく予定である。また、高齢者の避難時介助についても対応を検討している。 

全ての避難所について安全な場所を確保することは困難であるが、まずは、第一次避難場所と 

して数日間避難していただき、改めて別の避難場所に移動するなど状況に合わせた対応も検討 

している。 

委員：毎年 9月 1日に防災訓練があるが、防災倉庫の中を区民が点検していただきたい。 

消防団は、防災倉庫の備品を把握している。 

 

 

６ 閉 会  副会長 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

平成 25年 10月 

 

山梨市国民健康保険の現状について 

 

１． 国民健康保険制度の概要 

国民健康保険は、他の医療保険に加入していない全ての人が加入する公的医療保険制度で、病気やけ

がをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者みんなで保険税を負担し、助け合う制度です。

しかし、年齢構成が高く医療費水準が高い、所得水準が低い、保険料負担が重い、財政運営が不安定な

ど構造的な問題を抱えています。高齢化の進展や医療の高度化により医療費が増え続ける一方、経済の

低迷などで税収が落ち込み、財政運営は非常に厳しくなっています。 

 

 

２．国民健康保険税の税率改正 

市では、国民健康保険財政調整基金全額を投入し、さらに一般会計からの赤字補てんの繰入を行なっ

た、平成 24年度の厳しい決算状況を踏まえ、平成 25年度国民健康保険税の税率を改正しました。 

今回の改正は、平成 26年度までの 2年間の財政状況を見据えた中で算定し、平成 25年度に一般会計

から 7,000 万円の赤字補てんの繰入をしてもなお、2 年間で約 4 億円、1 年で約 2 億円の財源不足が見

込まれたため、医療給付費分、後期支援金分、介護納付金分のすべての区分について見直しを行ないま

した。 

改正前の税率での試算に対し平均で 20.41％増、1世帯当たり年間平均 35,118円、1人当たり年間平

均 19,377円の大幅な増額改正となりました。 

 

 

 

国民健康保険事業は、特別会計で運営しています。運営は独立採算が原則です。今回、国保税の大幅

な増額が必要となった主な理由は、以下のとおりです。 

 

 

所得割 6.60% 7.80% 1.80% 2.40% 1.65% 2.20%

資産割 22.00% 23.00% 5.00% 7.00% 6.00% 7.30%

均等割 23,000円 27,200円 4,000円 8,500円 8,000円 9,900円

平等割 24,000円 26,600円 7,000円 8,100円 6,500円 7,800円

◎図表1　平成25年度国保税率

区分
医療給付分 後期高齢者支援分 介護納付金分

改正前 ⇒ 改正後 改正前 ⇒ 改正後 改正前 ⇒ 改正後

資料１ 
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医療給付費

2,758,557

医療給付費

2,911,384
医療給付費

2,880,205

医療給付費

2,903,344

医療給付費

3,022,158

後期支援金

499,076

後期支援金

549,726 後期支援金

475,365

後期支援金

518,138

後期支援金

568,380

介護納付金

227,890

介護納付金

212,668 介護納付金

223,133

介護納付金

244,118

介護納付金

260,163275,777

293,230 293,551

303,903

319,197

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

2,450,000

2,650,000

2,850,000

3,050,000

3,250,000

3,450,000

3,650,000

3,850,000

4,050,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

1人当たり医療費（単位：円）

20年度

数値 数値 増減率 数値 増減率 数値 増減率 数値 増減率

14,357 14,386 0.20% 14,452 0.46% 14,482 0.21% 14,562 0.55%

38,588 38,340 △ 0.64% 37,980 △ 0.94% 37,690 △ 0.76% 37,298 △ 1.04%
6,529 6,387 △ 2.17% 6,319 △ 1.06% 6,272 △ 0.74% 6,227 △ 0.72%

45.48% 44.40% △ 2.37% 43.72% △ 1.53% 43.31% △ 0.94% 42.76% △ 1.27%

12,264 12,162 △ 0.83% 11,920 △ 1.99% 11,644 △ 2.32% 11,482 △ 1.39%

31.78% 31.72% △ 0.19% 31.38% △ 1.07% 30.89% △ 1.56% 30.78% △ 0.36%
11,547 11,631 0.73% 11,392 △ 2.05% 11,119 △ 2.40% 10,803 △ 2.84%

94.15% 95.63% 1.57% 95.57% △ 0.06% 95.49% △ 0.08% 94.09% △ 1.47%

65歳以上 3,533 3,620 2.46% 3,566 △ 1.49% 3,547 △ 0.53% 3,657 3.10%

構成割合 30.60% 31.12% 1.70% 31.30% 0.58% 31.90% 1.92% 33.85% 6.11%
上記以外 8,014 8,011 △ 0.04% 7,826 △ 2.31% 7,572 △ 3.25% 7,146 △ 5.63%

構成割合 69.40% 68.88% △ 0.75% 68.70% △ 0.26% 68.10% △ 0.87% 66.15% △ 2.86%

退職被保険者数 717 531 △ 25.94% 528 △ 0.56% 525 △ 0.57% 679 29.33%
5.85% 4.37% △ 25.30% 4.43% 1.37% 4.51% 1.81% 5.91% 31.04%

24年度

※市の世帯数・人口は年度末の常住人口

21年度 22年度 23年度

一般被保険者数

構成割合

構成割合

区分

加入割合

国保被保険者数

加入割合

国保世帯数

市の世帯数

市の人口

① 被保険者の高齢化や医療技術の高度化などにより、医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金

などの歳出が増加しています。平成 24 年度の対前年度増加率は、医療給付費 4.09％、後期高齢

者支援金 9.69％、介護納付金 6.57％となっています。 

 

◎図表 2 主な歳出と一人当たり医療費の推移 

 

 

② 被保険者の減少、経済情勢の悪化などにより、国保税が減少しています。平成 24 年度の対前年

度減少率は、3.20％となっています。 

 

◎図表 3 国保加入世帯数・被保険者数（年間平均）の推移

医療給付費・後期支援金・介護納付金（単位：千円） 
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国保税

22.79%

国県支出

金30.06%

他保険等

からの交

付金

37.00%

一般会計

繰入金
7.74%

基金繰入

金2.12%

その他

0.29%

歳入合計 4,573,288,736円

総務費

1.54%

保険給付

費 66.28%

後期高齢

者支援金

等 12.47%

その他拠

出金
10.77%

介護納付

金 5.71%

その他

3.23%

歳出合計 4,559,400,699円
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国保税収入額の推移（単位：千円）

 

◎図表 4 国保税収入額の推移 

 

 

◎図表 5 平成 24年度決算状況 
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③ 後期高齢者医療制度が発足して制度が変わった平成 20 年度から、平均で約 1 億円の実質的な赤

字が続いています。 

 

  ◎図表 6 実質的な赤字の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 国民健康保険財政調整基金（家庭でいえば貯金）の残高が無くなりました。 

 

 

⑤ 一般会計法定外（赤字補てん分）繰入（家庭でいえば親から子への援助）は、国保に加入してい

ない約３分の２の市民に重複の負担を強いることとなるため、多額の算入が難しい。 

 

 

単位：千円

H20決算 H21決算 H22決算 H23決算 H24決算

195,719 241,968 252,799 259,341 251,263

赤字補てん分 0 20,000 77,445 0 50,000

その他 37,249 47,998 51,523 51,681 52,751

計 37,249 67,998 128,968 51,681 102,751

232,967 309,965 381,768 311,022 354,014

◎図表8　一般会計繰入の推移

区　　　　　分

法　　　　　　　　　定

法
定
外

合計

年    度 実質的な赤字額 

平 成 20 年 度 約 1億 2,000万円 

平 成 21 年 度 約     8,800万円 

平 成 22 年 度 約 1億 3,700万円 

平 成 23 年 度 約     6,100万円 

平 成 24 年 度 約   9,100万円 

合    計 約 4億 9,700万円 

◎図表 7 国民健康保険財政調整基金残高の推移          単位：千円 

年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

年度当初残高 222,476 168,902 133,220 96,915 0 
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３． 平成 25年度の状況 

 

① 歳入について 

今回、国保税率改正により必要な税収の確保を図りましたが、7月の算定時における現年度分

国保税の調定は、税率改正の試算時に見込んだ調定額を概ね確保できています。税率改正に伴

い、収納率の低下も懸念されますが、第１期の状況では昨年度に比べ大きな落ち込みは見られ

ません。収納率の見込は、一般被保険者分 92％、退職被保険者分 98％となっています。 

 

② 歳出について 

主な歳出であります、療養給付費、療養費、高額療養費の 9月までの実績を前年度の同期と比

較すると、約 0.6％の増加となっています。予算においては、約 1.5％の増加を見込んでおり、

これよりも若干の減少傾向で推移しています。現時点では見込みよりも減少傾向でありますが、

毎月の医療費は変動が大きく、全国的には増加傾向が続いているため、今後どのように推移す

るかはまだまだ不透明です。引き続き医療費の動向を注視していきます。 

 

 

４． 今後の国保制度の動向 

 国においては、社会保障制度改革国民会議の報告書により、平成 29 年度を目途に、国保の財政上の

構造的な問題を解決した上で、財政運営を始めとして国保運営の主体を都道府県へ移行することとし、

都道府県と市区町村で適切に役割分担することとされました。 

 今後、改革内容やスケジュールを定めた「プログラム法案」が国会に提出され、改革の具体化に向け

た関係者の協議が進められる方針です。改革の実施に向けては厳しいスケジュールが想定されます。市

においては、今後の動向を注視し、適切な対応を図ります。 
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５． 医療費抑制対策の推進 

 増加し続ける医療費は、国保財政悪化の大きな要因となっています。 

市では、これまで、適正受診や健診など各種予防事業を実施してきました。今年度から

は、基本健診の対象年齢拡大、検査項目の追加、ジェネリック医薬品差額通知の送付等、

事業の充実を図りました。 

さらに、医療費抑制対策を強化するため、庁内関係課で疾病予防対策会議を立ち上げ、

緊急かつ重点的に取り組む、３か年の事業実施計画の策定を、10 月末を目途に進めていま

す。会議では、以下の事業の取組み強化等を検討しています。 

 

・特定健診、がん検診受診率の向上対策事業 

・医療費の大半を占める、脳血管疾患、心疾患、がん、糖尿病などの生活習慣病予防の

ための指導事業 

・市民各自が適切な運動・食事などに取り組む意識改革のための体力づくり・健康教室

事業 

・高齢者の身体機能低下を防ぐための介護予防事業 

 

医療費抑制、疾病予防対策事業については、国保被保険者のみならず、全市民を対象と

した市の主要事業として、全庁的な体制で取り組んでいきます。 

医療費抑制、疾病予防、健康の維持・増進は、市民一人ひとりの心がけと積極的な取組

みが必要不可欠です。疾病予防対策事業実施計画の内容につきましては、広報、ホームペ

ージ等で広く市民の皆さまへ周知し、積極的に取り組んでいただけるよう働きかけていき

ます。計画が推進され、医療費の抑制につながり、市民の皆さまの健康づくりが図られま

すよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

健康増進課 国民健康保険担当 

電話 0553-22-1111 内線 1162 

 


