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     ○開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  おはようございます。担当課の皆様、今日もどうもありがとうござい

ます。ただ今から民生常任委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（吉田和子君）  本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により委員

長において傍聴を許可いたします。 

 今日は西田委員が１、２時間ぐらい遅れるということですのでよろしくお願いしたいと思います。 

 次に本日の委員会について。前回、資料の請求もありましたので、今、皆様のお手元に配られて

いると思いますが、この説明を受けてから質疑に入りたいと思いますけれども。説明の方をよろし

くお願いしたいと思います。南主査、お願いいたします。 

○医療給付・児童手当Ｇ主査（南光男君）  資料７の方なのですけども、非課税世帯の判定区分

の収入基準というところで、一応、国保と老保の判定基準は同じですので両方に関して説明したい

と思います。低Ⅱ、低Ⅰの判定の定義と言うのですかね、基準が、前もお話しましたけども、同一

世帯の全員が住民税非課税の方。低Ⅰについては同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各

所得が０円となる方。この０円というところが資料の求めだと思ったのですけども。それで、一応、

例示としてはですね、税法上の住民税均等割が課税される最低の収入額を、各控除額を逆算しまし

てですね、これだけになると課税になるよと。逆に言えば、この金額以下だったら所得が０だとか、

非課税だとか、あとは老健とか国保で言う判定の低Ⅱとか低Ⅰになるよということを以下、例示し

ています。それで、一応、いろいろな世帯でケースがありまして、各所得と言っても、事業所得だ

とか、給与所得、公的年金だけの所得の方、不動産所得とかいろいろな所得があるのですけども、

それら全て例示することはちょっと不可能なものですから、一般的な、基本的なケースとして給与

収入、公的年金収入ということだけで例示させてもらっています。 

 給与収入につきましては、一人世帯の場合。どちらも①、②とあるのですけども、①というのは、

中段の辺りに注と書いてあるのですけども、①は給与所得控除額です。②というのは、税法上の控

除額みたいなのですけども、均等割非課税基準額ですか。②のですね、さらに、均等割非課税基準

額の説明が下から２段目の丸印に均等割非課税基準額とあるのですけども、本人の場合が２８万。

一人の場合ですね。さらに、控除対象配偶者、扶養親族がいた場合は、その人数を２８万円にかけ

ると。扶養親族だとか、控除対象配偶者がいた場合はさらに１６万８千円をプラスして控除される

ということになっています。それを前提に例示していますけども。給与収入で１人世帯の場合。６

５万と２８万で９３万円。これで９３万円になりますと住民税が、均等割だけが課税されますと。

ということですので、逆に言いますと、９３万円未満は非課税と。ということで低Ⅱになります。

６５万円未満であると、各所得が０ということになりますので低Ⅰの扱いになります。だから、給

与が６５万未満であれば、所得が０ですよと。９３万円未満だったら、所得はあるのだけども課税
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されませんよということになります。次は同じ給与収入だけの場合で例示していますけども、２人

世帯の場合です。基本的な給与控除は６５万、変わりません。ただし、２人世帯になりましたので、

さっきの均等割非課税基準額、２８万×２人＋１６万８千円、総計で１３７万８千円になりますと

均等割だけが課税されます。それで、先ほどと同じ考えなのですけども、給与収入の場合の控除が

６５万円ですので、未満であれば低Ⅰと。１３７万８千円未満であれば低Ⅱという計算になります。 

 公的年金収入の方なのですけども。今、１４０万から１２０万の控除額ということになりました

ので、これも給与収入と同じ考えで積算しています。公的年金控除１２０万＋均等割非課税基準額

２８万。これは公的年金収入の１人世帯の場合ですね。それで、総計１４８万になると均等割がか

かりますと。それで、１４８万円未満であれば、非課税、低Ⅱ。１２０万円未満であれば、各所得

が０ということで低Ⅰになります。公的年金収入の２人世帯の場合なのですけども、同じ公的年金

の控除が１２０万で、世帯が２人ですので２８万円×２人、＋１６万８千円。それで、総計１９２

万８千円になった場合には均等割が発生すると、１９２万８千円未満であれば、非課税。１２０万

未満であれば、低Ⅰという判定になります。税法上の控除額を逆算して課税か非課税かを示したも

のです。だから、これ以外にいろいろなケースの世帯がありますので、基本的なケースで示させて

いただきました。 

 あと、一番下なのですけども、均等割も所得割もかからない方ということで、参考的なのですけ

ども、生活保護の方だとか、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫、前年の合計所得金額が１２５万円

以下の場合は均等割も所得割もかかりませんよということになります。これは申告の内容になって

きますので、その辺までははっきりしたことは言えませんけども。以上で、この資料の説明を終わ

らせてもらいます。 

○委員長（吉田和子君）  次、資料８。小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  それでは、資料の８と資料の９については私の方からご説

明させていただきます。 

 まず、資料の８になりますけども、これが前回の説明の中で求められた部分で、前回の資料では

現年度分の調定額と収納額、それに対して過年度はどうなのだということで、過年度分の調定と収

納額ということでまとめております。過年度分でありますと、例えば１７年度でしたら繰越として

３億７,９６９万。それに対する収納額が１６,３７９,０００円と。収納率として４．３１％。この

ような状況になっております。 

 中段の部分では一般の被保険者と退職被保険者、それぞれの収納率ということで過年度分に対し

ての収納率を記載しております。 

 最後の不納欠損額。これについては、例えば１７年度でしたら一般が９５,３３８,０００円と。

退職については３,４８１,０００円。合計９８,８１９,０００円。これが不納欠損額として調定か

ら落とした分でございます。 

 資料の８の最後、第３者行為による医療給付の状況ということで、国保を使って支払った分は何

件あるのかというご指摘がありましたので、それについては、平成１７年度は１件ありました。国

保を使って、国保で立て替えて一時払ったものが１件で２９４,２１４円。この１件だけであります。
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以上でございます。 

 続いて、資料の９になりますけども、ここにつきましては近隣と類似団体の賦課割合について、

実際、この割合だとどのぐらいの賦課額になるのかということのシミュレーションを作れというこ

とがありましたので、近隣の市町村と類似団体全ての市町村についてシミュレーションさせていた

だきました。 

 まず、これの説明に入る前にですね、前回の資料の国民健康保険事業の資料の２を先にお開きい

ただきたいと思います。この資料の２はですね、国保税の賦課する時にどういった計算式で実際、

課税がなっているのかということを計算例ということで記載した資料でございます。ここでの計算

例は一般的な国保で多い状況を抜粋して作らせていただいたのですけども。例えば、夫が６８歳で

妻が６３歳の２人世帯の例ということで記載させております。年金収入であれば、夫が２５０万で、

妻が８０万あった場合。なおかつ、固定資産税、家屋等を持っているということで３万円の固定資

産税を賦課させた例で作っております。計算例に基づいて若干説明させていただきますと、年金収

入が今言った、夫が２５０万と妻が８０万と。この場合、年金所得金額ということで公的年金の控

除を受けられます。これが１８年度から１２０万になりました。１７年度までは１４０万というよ

うなことになっております。ここでは一応１２０万の公的年金控除を引いた場合どうなのかという

ことで、税制改正後の金額ということで算定しておりますけども。ここで言えば、２５０万から１

２０万を控除して、残りが１３０万ということになります。妻の分は８０万から１２０万を差し引

きますので、所得金額が０となります。それで、通常、ここには妻の分も所得が出れば、小計で合

算ということで、世帯に課税になるものですから、ここで合算になるのですけども、今回は夫の分

の１３０万だけの課税の金額になります。これに対して激変緩和ということで１８年度が１３万円

を上乗せして控除すると。１９年度は７万円と。２０年度からはそのままの公的年金の１２０万だ

けと。というようなことで、激変緩和策をここ２年間とっていますので、その部分で１８年度の１

３万円をここから再度控除させていただいています。１３０万から１３万を引いて１１７万円と。

なおかつ、基礎控除額３３万、これは税法上決まっている金額でありますので、この分を全て一律

で控除するような形になっております。それを差し引きますと、１１７万から３３万引いて８４万

円と。これが保険税を課税する時の所得割の課税標準額と呼ばれているもので、これに対して課税

されると、そういうふうなシステムになっております。８４万円の標準額に対して所得割、白老町

は１１％になりますので、８４万×１１％、出た金額は９２,４００円です。これが賦課割合の所得

割に対する金額ということになります。同じく資産割、これは５５％になります。これは固定資産

税に対する割合でありますので、３万円の固定資産税に対して５５％、１６,５００円ということに

なります。次が均等割ということで、これは世帯に入っている人数で加算される部分でございます。

ここでは均等割、１人１９,０００円ということになっていますので、２人で３８,０００円。平等

割が世帯に対する課税ということで２７,０００円です。合計しますと、保険税１７３,９００円。

これが医療費の分としてかかる、課税される、この世帯に対する金額でございます。なお、その横

に二重線で囲っている部分があるのですけども、これが例えば、年金控除額が改正にならない場合

の１４０万で計算したらどうなるのかということで例として記載させていただいております。ここ
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で言いますと、１４０万の控除ということになれば、小計のところが１１０万円と。それぞれ、激

変緩和とかありませんので、基礎控除を引いて所得割課税標準額、これが７７万円になります。こ

の７７万円でそれぞれの所得割、資産割を計算していきますと保険税の額が１６６,２００円。その

差として７,７００円。これが、公的年金が、控除額が変わったことによる影響額。要は高くなった

部分。というような形で記載しております。以上が保険税の課税する計算式ということで、これに

基づいて各家庭の所得に応じて計算されていると。そういうようなことになっております。 

 次に、前回ご指摘いただいた資料の９ということで、近隣市町村と類似団体の比較ということで

載せた金額でございます。この金額は、今、計算例で基づいた、夫６８歳で２５０万、妻６３歳で

８０万と。それと固定資産税３万円。この金額で全ての市町村の割合で求めた金額ということにな

っております。ですから、白老町で言えば、医療費分が１７３,９００円と。なおかつ、介護分とい

うのがありますので、介護分の率も求めていきますと、合計で１９３,６４０円。この収入が、夫と

妻それぞれこれだけの収入があれば、今年度は１９３,６４０円、これが白老町としてかかる分でご

ざいます。それと同時に、近隣でいけば室蘭から穂別までの分。それと白老町と人口規模で同じ類

似団体として当別から釧路町と。それぞれの割合で、同じ条件で求めた数字でございます。ちなみ

に近隣で言いますと、一番低いところが豊浦町ですね、１４６,６００円と。一方、一番高いのが、

合併したのですけど、これは合併する前の単独の町の割合として求めているのですけども、それで

行くと鵡川町が２１９,００円と。近隣の平均が１７４,７００円ぐらいになります。一方、類似団

体の方では一番高いところが余市町２４万円というような形になっています。安いところでも釧路

町ですね。１６６,０００円と。この類似団体、白老町と人口規模で同じ市町村の平均で言えば、２

０１,０００円が平均ということになっております。以上、簡単なのですけども、ご説明を終わらせ

ていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。今、資料請求した部分の、前回の要求した

ものは全部出てきたのではないかなというふうに思いますが。これを含めて、質疑応答に入りたい

と思います。質疑のございます方、どうぞ。根本委員。 

○委員（根本道明君）  簡単なところから質問させてもらいます。僕の資料請求した第３者行為

による医療給付の状況１件というふうになっていますけども。まだ、あるのじゃないかなというふ

うに憶測するのですけれども。保険屋が自分たちで出したくないから、出来るだけ、例えばお年寄

りだったら老人保健だとかね。それから、出来るだけ町の方に押しているというふうな状況は見ら

れませんか。 

○委員長（吉田和子君）  南主査。 

○医療給付・児童手当Ｇ主査（南光男君）  老人保健の方の第３者行為の求償なのですけども、

１７年度は実績が０です。１６年度は２件で１２０万ほどあります。そして、１８年度につきまし

ては、もう１件。７１,０００円。あと、受理しているのが１件ありまして、６月に受理しているの

ですけども、それはまだ治癒していない状況でこれから金額が確定していくと思います。そういう

状況にはなっております。 

○委員長（吉田和子君）  根本委員。 
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○委員（根本道明君）  それはわかりますけれども、そういうのがまだ水面下で見当たらないか

なというふうな感触なのですけども、課長どうですか。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  今、ここに出ているのは、数字を言ったのは、平たく言うと一部

じゃないかと、もっと他にあるのではないかというお話ですけども。申し訳ないのですけど、現実

的にはあるのではないかと思います。これはレセプトを点検していく中で、本来的には見つけてで

すね、その相手先に求償して行かなきゃならないという事案だと思うのですけども、なかなかそこ

まで至っていないと言うか、なかなか見つけられない部分が現実的にあります。３月の議会で大渕

議員からもちょっとお話があってですね、これらの第３者行為の、特に交通事故が一番多いのだと

思いますけども、それらについて国保連合会という、いわゆる上部団体があるのですけども、そこ

でレセプトの関係だとかそういうものを整理しています。そういうところに委託の考えも我々、持

っていまして、今、どういう形で委託できるのか、それを今、検討中であります。連合会では委託

を受けることは出来ますよというご返事をいただいていますので。どのぐらい精度が高まるかは、

これはちょっとまたクエスチョンなのですけども、少なくとも自分たちでやっている部分プラス、

例えば連合会でも見つけてもらうという部分があればですね、いわゆる第３者行為として求償でき

る部分が増えてくるのかなと思っていますので、それらの手立てを講じて行きたいと思っています。

○委員長（吉田和子君）  根本委員。 

○委員（根本道明君）  金額にしたら相当、僕はね、大きな金額が水面下にあれしているのでは

ないかなと憶測しているのです。というのは、後遺症とかそういうふうな部分も含めると相当金額

がかさむのではないかなとこういうふうに思うものですから。そこら辺はね、例えば警察の方と連

携を取ると言うか、総務の方と連携を取ってですね、そんなに年間件数のある話じゃないと思うの

ですよね。ですから、そこら辺もっとシビアにやった方が。ただ何か、言っちゃ悪いけども、保険

屋さんを助けているような感じで、非常に払わなくてもいいお金を払っているというふうな状況が

見られないように精査してほしいなと。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  今、根本委員からお話があったようにですね、我々もこのままで

はいいというふうに考えていませんので、出来る限り手を尽くして、やはり求償できるものはして

いきたいというふうに考えています。ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方、どうぞ。 

 この保険制度は国民皆保険ということで全員が保険に入らなければならないわけですけれども、

掌握しきれない、本当は掛けなきゃならないのだけれども掛けていない人の割合とか、人数的なも

のというのは町として押さえられるのかどうなのか。その点ちょっと伺いたいと思いますけども。

五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  どこの保険にも属していない方が、平たく言うとどのぐらい居る

のかという、それが押さえられるかどうかとなると、なかなか難しい状況だと思います。ですから、

例示でも出していますけども、何年もさかのぼって課税されるという方は居られます、現実的に。
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何ヶ月ならまだ、申し訳ないですけど、形としてはいいのですけどね。２年も３年もという方、中

にも居られます、現実的に。ですから、社会保険を離脱したよという、それが我々の方にはわから

ないのですよ。要するに向こうを辞めたから国保に本来的には加入しなきゃならない。要するに本

人の申請出なければ分からないという部分がありますので。社会保険庁なり何なり、そっちの方か

ら誰々が辞めたからという連絡は無いものですからね。いわゆる、何人ぐらい無保険と言うか、居

られるかとなるとちょっと把握は出来ない状況だと思います。 

○委員長（吉田和子君）  今、課長の説明で、掛けなければならない人が掛けていないと、国保

に加入した時に何年もさかのぼることがあるのだよという話。それから、社会保険を辞めて国保に

申請するのは個人ですよね。だから、申請がなければ分からなくて、申請した時点で、またやっぱ

り社会保険を切った時点にさかのぼると思うのですけど。反対に何年か掛けなきゃならないのだけ

ど掛けていなくて、社会保険に加入する人いますよね。仕事に就いたとか、決まったことに就けて。

そういった場合には社会保険はそこの時点からですよね、発生するのは。支払いは。そうしたら、

その以前の掛けなければならなかった国保はさかのぼるけど、社会保険にもし加入したら、その前

に払わなければならなかった期間というのは請求されないで済むのですか。その辺、私、不思議だ

ったのですよね。これは反対の場合はどうなのかなってちょっと思ったのですけども。 

五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  社会保険に例えば１年なら１年、国保も社会保険も掛けていなく

て社会保険に入ったよと。そうするとその１年間分はどうなるのだろうかというお話だと思うので

すけども。本来的にはどこかの社会保険に入っていなければ国保なのですけども、そういう連絡も

先ほど言ったように無いものですから。その１年の空白分を国保で課税しますよという状況にはな

いですね。かと言って、１年間さかのぼって、例えば社会保険で徴収するかというとそういうこと

にもならないでしょうし。ただ、その間に当然、病院にかかるとしたら１０割本人負担ですから。

掛けていなくてもいいということではないですよ。でも、その間、もし、病院にかかるとしたら１

０割本人負担しなきゃならないと。それが嫌だったらどこかの、例えば国保なら国保に。悪いです

けども、そういう方は中に居ますから。病院行きたいので、ちょっと悪いけども国保入らせてくれ

やみないな。そういう方も中には居りますのでね。もし、それが無ければ１０割本人負担するのだ

よという、それはもう基本ですから。そんなふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君）  もちろん、本人が掛けなければ、さっき、おっしゃったように１０割

負担なのですけど。何かね、その辺でちょっとね。あくまでも、そういう人がずるいのですから、

ずるいと言うか、掛けないわけだから、その人本人が悪いのですけど。国保の場合はそういうふう

にさかのぼるのだけど、社会保険とか他の保険だったらさかのぼらないのだなって。だから、ずる

く考える人って結構居ますのでね。いろいろな考え方をして逃れて行くということが、やっぱり何

かの形で防げないのかなというふうにちょっとね。やっぱり保険制度というのは皆が大変な中で、

こうやって上がってくると負担も多くなってきますよね。正直に申告してやっている人たちは真面

目に払っているのだけれども、さっき言ったように自分に負担は１０割かかってきますけれども、

割と何年も病院にかからないで済む人もいますから、そういうところを、逃げ道を作りながらいっ
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ているというのはやっぱり。国保の場合は掌握できるけども、あくまでもそういう他の保険の場合

は掌握できないというふうに捉えておいた方がいいということですね、こっち側としては。わかり

ました。 

 他に質問のございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  一つはね、全体の流れさ、国保と老保の。我々が払った保険料だけで全

部運営しているのではないわけですよね。そういうところがよくわからないと、仕組みがわからな

いと例えば決算になってもどこを質問していいかわからないのさ、はっきり言えば。皆さん方はそ

の方が都合いいかもしれないけど。要するに仕組みが、例えば医療制度について国民健康保険の場

合の３ページに出ている、保険給付費の７５．８％とした場合、括弧の中が１００にした場合です

よとか書いていますよね。この間、説明してもらったのだけど、我々が直接払っている保険料とい

うのはここで言う保険料で４４．１％、全体１００にした場合、４４．１％が、僕らが払っている

分でしょ。で、残った分についてはこういった形で出るのだよと言うのだけど、老人保健法との関

係で言えば、今度これが一回上がっていって、支払基金じゃないし、どこか行って、また下りてく

るとかいろいろありますよね。そういうことをもうちょっとわかりやすく説明してもらうことはで

きないのでしょうか。要するにね、仕組みがわからないものだからね、お金がどういうふうに流れ

ていっているのかわからないのさ、僕なんか実際に。国保連合会との関係だとかね。説明聞いてい

る時はなるほど、なるほどと聞いているのだけど、よく考えたらさっぱりわからないと。だからね、

予算書や決算書を見ても何を質問していいかわからないのだよ、現実的に。保険料が多いとか少な

いとか、収納率が何ぼとかという質問は出来るのだけど、それ以外のことについてはわからないの

さ、現実的に。よく考えてみると。だから、そこら辺もうちょっと、老人保健法と国保と退職者猶

予と２つプラス１つがあるのだけど、そこの違いとどういうふうにお金が流れていっているのかと

いうことがもうちょっとわかりやすくは説明できないものですか。それと各団体、国保連合会とか、

それから、全部まとめて必ず老人保健の場合来るところとか、何かいろいろありますよね。そうい

うのがよくわからないのだけど、よくわかる方法ありませんか。聞いている方もよくわからないか

ら、わからないのだけどさ。実際に議員の皆さん方だってね、それを聞かれて分かっている人なん

てそんなにいないと思うよ。うん、うんって聞いているだよ。だけど、現実的には分からないだわ。

だから、そこが分からないと何ぼやったって分からないのじゃないかという気がしてどうもならな

いのだよ。もう何回も聞いたのですよ。だけどね、いまいち理解出来ないのだよな。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  そうしたら、まず、国保の中にある退職者保険制度、これ

について若干説明させていただきたいと思います。２ページの一番最後の方にある部分なのですけ

ども、本来、国保の加入者というのは自営業者とか漁業の方とか農業の方のための保険制度という

形で存在していたのですけども、それに会社を退職した後、失礼な言い方をすれば無職になるのか

もしれませんけども、そういう方のための保険制度というのが、独立したものがないということで

国保の中に退職者の方々も入って、一緒に国保制度の中で運営していくと。そうなった中で、当然、

自営業者のための保険なのですけども、そこに退職された方が一度に入ってくると当然、給付の面
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でひっ迫する状況になる可能性が十分あると。医療費が、退職者の人方のために負担が大きくなる。

そういうことにならないようにということで社会保険ですとか、船員保険とか共済組合がそれぞれ

退職者、ＯＢという見方をして、現役の社会人の人方がＯＢの人方の分も面倒見てくださいよと。

そういうことで退職者の人の分の医療給付費というのも支払基金というところを通じて入ってきて

おります。その支払基金というのが、共済ですとか社会保険、その人方に対する病気や怪我をした

７割分を払うところなのですね。支払いするところというのは、社会保険の場合は支払基金という

システムがありまして、一方、国保というのは国保連合会。そういう二つの給付するところがあり

ます。そことのやりとりなのですけども、そういう中で退職者の人の分については、かかった分は

国保連合会じゃなくて支払基金。要は、現役の社会保険を統括しているところから給付されて、そ

の分を退職者の医療に町の方から当てているとそういう形になっております。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  支払基金というものの財源はどういうふうになっているのですか。どこ

から金が来て。それは退職者の分だけを支払基金からかかった医療費を払うということですね。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  支払基金というのは、要は、うちらで言えば国保連合会と

いうのがあるのですけども、一方、社会保険については支払基金というところが総括しているとこ

ろです。要は、社会保険庁の附属団体。そこが全ての社会保険や共済の部分の。そこから拠出金を

もらって、そこで運営しているとそういう形の２通りになっております。その中の国保に入った退

職者の人は支払基金の方から、うちの方で給付の額を交付金としてもらっていると。それをうちの

窓口を通して各病院にお支払いしている。そういう流れになっています。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  ８ページにですね、（３）として療養給付費等交付金というのがあ

りますよね。これがいわゆる退職者分の医療費、療養費をもらうわけですよね、うちが。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そうしたら、支払基金からもらうというのはわかったけど。僕が退職し

たと、国保税払うでしょ。それはどこへ行くの。支払基金に行くの。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  国保税はうちの会計に入っています。 

○委員（大渕紀夫君）  入るでしょ。そうしたら、支払基金の金ってどこから来るのさ。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  それは現役の方です、平たく言うと。 

○委員（大渕紀夫君）  今、働いている人が退職者医療、俺らみたいに退職した人の分の医療費

を払っているということ。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  そうです。平たく言うとそういうことです。 

○委員長（吉田和子君）  それは老人保健になるまでのあれなのでしょ。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  この中のシステムとしてもらっています。国保の加入者と



 - 10 - 

いうことで。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  ということは、僕らが払っている国保税は退職者じゃない方に入るでし

ょ、お金は。だけど、僕らの医療費がかかった場合は支払基金の方から見てもらうという格好なの。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  はい、そうでございます。この国保会計の中に一度、平た

く言えばプールすると言うか、一度ここに集めるという形になりますね。それから、退職者にかか

った部分として医療給付すると。それで、実際に払った分、それに対して、退職者の分として支払

基金から医療給付費をもらうと。その額に応じてですね。実績額になるのですけども、そういう額

でもらうと。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  今、大渕委員が言うようにですね、国保税は白老町の国保会計に

入ります。大渕委員が納めた分は。それで、大渕さんが納めて、なおかつ、それで医療費が足りな

いという場合ありますよね。その場合は支払基金、いわゆる社会保険の元締め、そこで若い者が払

っている部分、社会保険かけていますよね、その人たちの分からいただくと。大渕委員の医療費分

を白老にくれるのです。 

○委員（加藤正恭君）  足りない分でしょ。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  そうです。結果的には足りない分ですけども、国保税では３３と

か、せいぜい４０％ぐらいしか、全会計の部分ではそれしか占められませんので。 

○委員（大渕紀夫君）  集めている分はそれだけしか使えないという意味でしょ。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  そうです。ですから、６０とか６５はどこかからもらわないと足

りないわけですよね。ですから、それはさっき言ったようにＯＢの人の分を。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  わかった。退職者医療の足りない分については支払基金から、今の現役

で働いている支払基金からもらうと。国保の場合は国だとか、今言った、この３ページに出ている

国庫負担だとか、調整交付金だとか、基盤安定負担金とか、地方負担だとかこういうところから出

すよと、こういうことね。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  そうです。 

○委員（大渕紀夫君）  支払基金というのは全部現職の働いている人たちが払った分だけなの。

国からの補助とかって支払基金には入っていないの。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  詳しくはわからないのですけども、国からもだいたい３割

前後ぐらいの金額は出されているということで聞いております。ですから、国保よりは若干低い負

担ですけども国からももらって運営しているということになっています。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  社会保険の場合は事業主負担と本人負担と両方あるから、大きいことは
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大きいのだ、パイは。だいたい分かった。退職者医療ができる前までは、退職者の人たちは全部今

までと同じように、我々と同じように国保だったわけでしょ。それが、退職者が増えることによっ

て国保が全く運営できないからということで、退職者というのは別に枠を国保の中に設けて支払基

金からお金をもらうようにして、国保に不自由がかからないようにしたと。こういうことでいいの

かい。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  はい、そのとおりでございます。退職者医療制度ができた

のが昭和５９年ですね。昭和５９年にこういう制度ができて、国保の中で運営するような形になっ

ております。 

○委員（大渕紀夫君）  まあ、わかった。 

○委員長（吉田和子君）  今のに関連してちょっと聞いていいですか。医療制度の改正について、

今回、国会通らなかったのですけど。最初、この退職者の医療制度は２０年から廃止するという方

向性出ていませんでしたか。小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  医療制度は現実１９年度ぐらいで廃止ですね。 

○委員長（吉田和子君）  やっぱりなるのですか。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  なります。ただ、経過措置ということで平成２６年まで確

か継続されて、この制度がそのまま継続されるということになっていると思います。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  いずれ無くなるのでしょうけども、今言ったようにスパッと切る

のではなくて、あと７年か８年引っ張るよということですよね。それで、今の負担割合の、先ほど

大渕委員言われた負担の関係は、老保はもっと分かりやすいですよね。老人保健はですね。もう負

担区分で決まっていますから。ですから、もうそれは国の率で出さなきゃならない。あるいは社会

保険の方も出さなきゃならない。当然、町も出さなきゃならない、道も出さなきゃならない。わか

りやすいのは、老保の方がもっとわかりやすいかと思うのですけどね。 

○委員長（吉田和子君）  いいですか。さっき、おっしゃたように平成２６年ぐらいまでは６５

歳未満の退職者を対象として、現行の退職者医療制度を存続される経過措置をするというふうにな

っているのですけどね。これと、私ちょっと勘違いしているのか、よく理解できないのですけど、

これは別なものなのかな。後期高齢者は２０年から別の保険制度になりますよね。そういうことで

行くと６５歳から７４歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入して、保険

者間での医療費の負担に不均衡が生じることから、これを調整する制度を創設するというふうにな

っているのですけどね。これと退職金制度の廃止とは関係ないのですよね。前期高齢者のことは２

割負担になるとか、そういうことの制度の改正をしていくという意味なのだろうか。ちょっと私も

読んでいるうちにこんがらがっちゃったのですけど。結局、後期高齢者を別に今度制度化するから、

だから、私はその退職者の医療制度というのは何歳までなのか。さっき７０歳までなのですかとか

って聞いたのは、退職者制度というのはずっと７５歳まで続くものなのですか。どこまで続くのか

が分からないでいるからおかしいのかなと思って。 
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五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  退職被保険者というのは７４歳まで。７５になると、いわゆる、

今で言うと老保に切り替わるよということです。ですから、６５から７４までというふうに考えて

もらっていいかと思います。ただ、２６年まで引っ張るよと言うのですけども、それと医療制度が

どんな兼ね合いがあって、どんな制度改正になるのか、そこまではちょっと私の方では押さえてい

ません。もっと言うと、私がそこまで理解できません。 

○委員長（吉田和子君）  何かね、６４歳で切って、６５歳から７５歳の前期高齢者は制度間の

医療負担の調整をするという期間になっているのですよね。で、７５歳からは新たな後期高齢者の

医療制度になると言うのですけども、その調整期間って何なのかなってちょっと思ったのです。２

０年度からそういうふうになるというふうになっているのですけどね、そういうふうに書かれてい

るのですけど、まだ２０年度だから具体的なことはなっていないということになるのかな。五十嵐

課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  先日の説明のところでもお話させていただきましたけども、２０

年４月からの新しい制度、これが老人保健事業の資料６に付いていますけども、これ以上のものは

今の段階でないのですよ。今、委員長言われるような、いわゆる前期高齢者の関係だとかそういう

ものがどういうふうになってくるのかがですね、ちょっと申し訳ないのですけど把握できていない

と言うか、情報が無い状況なのです。ですから、後期高齢者７５歳以上の、いわゆる今で言う老健

の方が整理をつくと、当然、国保の方も、いわゆる前期高齢の関係は国保ですからね、その関係も

整理つくのではないかと。あるいは整理しなきゃ駄目だと思うのですよね。そんな状況で、なかな

か我々の方も情報が無いので、これ以上お答えが出来ないと言うか、申し訳ないですけども。 

○委員長（吉田和子君）  これから出てくるということで。わかりました。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そこのところはだいたい分かった。それでね、何を聞きたいかと言うと

ね、その仕組みが分かったからってどうってことないのだよね。そういうことではなくて、今、白

老町が、全国どこでもそうだけど、国保が大変な状況だという原因が一つは何かということで、今、

国も、今言ったように制度変えようとしていると。これ以上複雑になったらどんなことになるのか。

我々は今だって理解出来ないのにね。理解出来なくなっちゃうのだけど、そういう中で例えば老人

保健で見れば、明らかに医療費が下がれば町の負担分は減るよね。はっきりしているのだよ。だか

ら、医療費を白老町がどうやってか下げることによって、国保や老保が好転することははっきりし

ているのだから、そこのところが我々よく分かって、どうすれば医療費を下げられるかということ

を町民全体が分かっていかないと、たぶんね、この制度なんぼ複雑にしても駄目なような気がする。

白老町としては、複雑にしたからといってプラスになる部分ないのだからね。そうじゃなくて、医

療費を下げることによって白老町の国保や老保がこんなに良くなるよと。皆さん方の負担もひょっ

としたら減るかもしれないし、町の負担も減るよというようなことがもっと分かりやすく町民に知

らせることが出来ないかって俺は思うわけよ。そのことをやらないとさ、ここでいくら議論して、

「はい、中身分かった」って言ったって何の役にも立たないのだ、こんなもの。僕が思っているの

は、そういうことを町民に分かってもらえるように僕らがもっともっと理解すると同時に町民にも
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分かってもらうということが必要でないかなと思うのだよ。ところが、ただ、医療費下がったって

言ったらね、老人保健の１２分の何の分については下がるかもしれないけど、それ以外のことは医

療費が下がったからといって、どういうふうに白老町の財政に影響するのかということがよく分か

らないのよ。仕組みが分からないものだから。そこら辺が分かれば、我々も町民に向かってもの喋

る時や、ここで議論する中身が変わってくるのではないかとこういうふうに思っている。それで、

流れをきちんと理解しないと駄目なのではないのかなって言っているのです。意味は分かっていた

だけますか。それに対して、下がったらどうなるかというようなところはどんなものでしょうか。

医療費を下げることによって。それで、さっき言った、こういうのを見てね、白老がすごく高いと。

一番最後の町村を比べたら倍以上だからね。医療費多いの。だから、そういうふうになったら、こ

の国保はどれだけ楽になるかと、町民の皆さんも楽になるのかなという辺りのことが分かりたいの

さ。 

○委員長（吉田和子君）   五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  分かりやすいところから説明しますと、やっぱり老保でしょうね。

一番分かりやすいのはね。いわゆる、今、３０億の予算持っていますよね、老保ではね。この内、

ほとんどが医療費ですから、平たく言うと。ですから、それが例えば２５億になるよとか２０億に

なるよと言った時には、今、白老町が１２分の１持っていますよね、繰出金としていただいていま

すね。これの、要するに分母が減るわけですから。それは何十万か、何百万かは分からないですけ

ども少なくなるよと。これは言えることは確かですよね。ただ、医療費が、例えば今、３０億が５

億減ったよと言った時に、じゃあ、それがいきなり、白老町が５億を、分母を減らして１２分の１

に計算できるかといったら、そうにはならないよということですよね。例えば、３０億の１２分の

１だよと。それは、医療費５億減ったから、１２分の１で数字が減るかといったら、たぶん、そう

いうふうにならないと思うのですよね、システムとしてはね。どうなのだろう、そういうふうにな

るのか、極端に。なるのだろうか。 

○委員長（吉田和子君）  南主査。 

○医療給付・児童手当Ｇ主査（南光男君）  これは結局、白老町の老人保健受給者の方が病院に

かかる、その費用を交付金なり国なり道なり町が見ていますので、それに基づいた負担を誰が何ぼ

負担するのだと決まっていますから。例えば３０億の医療費がかかっていますと、それに対して、

料率に基づいて、この負担割合で負担しなきゃならないのですから、２５億になれば、もちろん単

純に言えば、白老町の負担はそれなりの。 

○委員（大渕紀夫君）  ５億×１２分の１減るという計算だよね。 

○医療給付・児童手当Ｇ主査（南光男君）  単純に言えば、そうなることにはなります。単純に

計算しますと。老保は単純なのです。本当にかかった医療費の負担割合でもらっていますので。だ

から、おそらく委員がおっしゃる、町民に分かるように医療費を下げる手法と言うのですかね、そ

れがいかに実施されるかというところになろうかと思うのですけども。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  国保は。中身を聞くというのではなくて。今よりはうんと複雑で、そん
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な簡単に、医療費が減ったからって、国保は全体ですからね、退職者以外のものもあるわけだから、

それはそういうふうにはならないのですか。医療費が下がったからって。いくらかは下がるだろう

けども。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  確かに医療費が下がれば、その分の給付費は、国からとか

そういう分は実績に基づいてもらいますので、その分は下がります。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  要するに国の方はいいんだ。俺が聞きたいのは、町にどれぐらいの影響

が。下がることによって、町の財源支出や町民の負担が、医療費が下がることによって下がるかい

ということを聞きたいのさ。もちろん、国や道が下がるから下がると思うのだけど。医療費全体下

がるのだからね。要するに、そういうことが分かっていかないとね、医療費を下げれとただ言って

も下がらないと思うのだよ。そういう仕組みが分からなくちゃいけないと思うのですよ。 

○委員長（吉田和子君）  小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  前回もご説明した中で、会計の歳入の中身というのはほと

んど国と医療給付費と、あとは保険税と。そういう中で賄っていまして、実際、町が単独で国保に

繰入れいただいているのは、１６年、１７年の２千万円だけと。それ以外は全て国なり被保険者、

加入者の方からの保険税、そういうもので賄っているということなので、極端に医療給付費が今の

半分になれば、当然、国からの分も減るのですけども、それに合わせて黒字になれば、当然、還元

する意味で保険税も下げても影響はないというような形になるかと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。堀部議長。 

○議長（堀部登志男君）  今の話でね、やっぱり一番訴えて行くのは、医療費が下がれば、保険

料は当然下げて行かれるわけですね。国からとか、交付金ね、連合会から来るのは抜きにしてね。

やっぱり保険税が下がるのですよと。例えば、１割医療費が下がれば０．１割５分保険税が安くで

きますよと。そういうような形をきちんとＰＲできるようにしていけば、またちょっと違う。何と

なく保険料が、これを見るとね、どこの町か、医療費に応じて取っている部分も多分にあるのでし

ょうから。誰からどう取るかは別にしてね、全体的な保険税を下げるようにしていかないと悪い方

に循環していくような気がしてね。高いから納めない、納めないからペナルティは取られるわね。

だから、また高くしていくわってね。取れるところからばかり、どんどん、どんどん取るような形

になるとね、みんな、やっぱりとってもじゃないなという話、そんなのは払っていられないわとい

う形になってくるから、その辺をやっぱりシビアに考えて行くべきだなと思うのですけれどもどう

ですか。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  今、議長が言われるように、医療費、要するに支出が減れば歳入

がそんなに無くてもいいよと、極端に言うとですね。そういう状況になりますよね。ただ、保険税

が今、言うように、医療費が１割減ったから保険税１割ということには当然ならないと。今、言わ

れたように、コンマ１とかコンマ２とかって。この給付状況からすると約３分の１くらいは保険税
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で賄いなさいよという言い方ですから。例えば、１万円医療費が減るとしたら３千円は保険税安く

してもいいよと。極端な話ですよ。そんなふうに計算はできると思いますけども。ただ、医療費を

削減できる手立てをどうやって講じるかというのが、何年も前からの、例の３連携の話なのですけ

ども。現実的にはでも、なかなか医療費が削減できない。言い方悪いですけども、年寄りがどんど

ん、どんどん高齢化率が上がって行きますよと。当然、医療費は伸びますよ。これはやっぱり間違

いない。このまま行くとどんどん、どんどんうなぎ上りで上っていくかと思います。ですから、そ

れをいかに、上る率を少なくすか。こういう手立ては講じなければならないと思っておりますけれ

ども。なかなか医療費を削減するというか、今より少なくするということはなかなかできないのか

なと。だから、伸びていく率を抑えると。それを目標とはできませんよ、当然、医療費の削減とい

う目標はあるにしても、結果としてはやはり伸びを下げるというところで結果としてはそんなふう

になるのかなと思っています。答えになっているかどうか分からないですけど。 

○委員長（吉田和子君）  堀部議長。 

○議長（堀部登志男君）  先ほど話が出ていました医療費の改正の関係で、退職者医療の方が今

度無くなると。別な老人とか何とかに行っちゃうのでしょうけども。一般的に考えてね、現役の社

会保険に入っている人は、現役で、比較的病気にかからない、医者にかからないような人がほとん

どですよね。それで、現役引退して、これから体調に変化が出てくる頃になって国保にどっと加入

してね。それだったら、当然、医療費はどんどん上がって当たり前の話なのですね。だから、それ

を今まで交付金と言うのかい、支払基金からその分、応分に負担したのを止めるとなるとね、改正

しても、全体をプールして国保も社会保険も一緒にするというなら話は別だけども、そういう将来

的なものがあっての改正なのか。その辺は全然わからないのですか。例えば、最も一番かかるとこ

ろを分離しちゃって、そっちはそっちでやりなさいと。我々は若い者がいっぱい入っている、あま

り医療費のかからないところはかからないところで賄っていくよというような形なのかね。最終的

には全部皆、社会保険から国保から、生命保険から共済保険みたいなものを全部プールしてやると

いうのはよく話しに出てくるのだけど、その辺の考えはどうなのですか、課長の方では。把握して

いる部分で結構ですけど。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  各保険を一元化しようという話は以前からあることは私も聞いて

いますけども。ただ、現実的にはやっぱり難しいでしょうね。ただ、これからの流れとしては老保

のところで２０年４月から新たに今度、税をね、税と言うか、要するに７５歳以上の方から負担し

ていただこうというふうになっていますよね、医療費の１割程度と。ですから、保険そのものでは

当然賄えないよと。ですから、本人負担してもらおうと、基本的に国はそういうふうに考えている

んじゃないかと思います。国保の方も以前は１割だとか２割だとかって段々、段々自己負担が上が

ってきていますよね。今もう３割になっていますから。これが４割、５割になるかどうかって、こ

れはまた別な議論にしても。今回の老健の１０月からの制度改正で医療費負担が増える方がですね、

個人負担が増える方が１００人ちょっと居るのですよ、現実的に。今まで１割の方が今度２割にな

るとか、３割になるとか。そんなことがあって、昨日から私と南と出てですね、要するに古い、要
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するに１割負担ですよという証を持っているわけですよね、それを「申し訳ありません。今度、制

度改正になりまして３割になりますから。」ということで。「えっ、３割か」という人も中にはいま

すしね。話はだいたい聞いていた人もいますし、いろいろですけども。ですから、先ほど言ったよ

うに、これからもやっぱり個人負担が出てくるのかなという気がします。まさに老健。今は老健で

すけどもね、これが今度１割、税という名目で納めなさいということになりますよね。あるいは年

金から天引きするよと。年金から天引きできない方は普通徴収ということで町村が、いわゆる課税

して取りなさいというそんなシステムになりそうです。ですから、なかなか医療費の伸びと、それ

に伴って国なり何なりがきちんとそれを、いわゆる補てんしていくというか、フォローしていくと

いうことにはなっていかないのかなと。だから、先ほど言ったように個人負担はしてくださいよと。

ただし、我々も見ますよみたいな話をするのでしょうけれども。１割程度は今度、個人負担という

ことになりますからね。なおかつ、かかる時に１割は負担ですよと。そんな動きだと思います。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩をいたしたいと思います。再開を１１時１５分としたいと

思います。 

休   憩      午前 １１時０５分 

                                           

再   開      午前 １１時１５分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。他に質疑のございます方、ど

うぞ。宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  ２、３日前にこの国民健康保険と老人保健が変わりますというこれが、８

月１日の広報と一緒に配るようにということで回ってきた。私は事前にこれを見ていましたし、だ

いたい内容はわかるのですけど。実は今年４月から道町民税の額が変わって、それも広報げんきに

は事前に載っていた。ところが町の方から納税交付書というのが送られてきた時に、税務課の窓口

にも何人かの人がどうしてこういうふうに変わったのだというのがあったと。私自身のところにも

直接来たのやら、電話やら、多少上がったのなら分かるけど大幅に上がっているということで。私、

その頃は今、思うと、パニックと言ったらちょっと言葉が大げさなのですけども、よくもまあこん

なに来るものだと思うくらい相談受けました。それを思い出しながら、このことを今、言うのです

けども。実は夕べ、町内会の役員会があったものですから、これを話題にしたのです。そして、結

論は、これを１枚、今、全戸に配るのだけども果たしてこれで分かるかどうか。理解できるかどう

か。たまたま、どこの町内会もそうですけども高齢者が居たり、あるいは入院中、療養している方

も多いわけで。ほとんどの人が、２割が３割になるとか、あるいは食材医療費に今度はプラス居住

費がいくとかという。もう本当に１０月１日から今までとは違う、そういうものが出てくるわけで

す。そういうことを議論して、だけども、町内会としてはいい方策もないしという、話は結論が見

えないまま終わっちゃったのですけども。これはもちろん配ります。だけど、これを配っただけで

はおそらく浸透しないよということから、町内会で出しているパンフレットを出すものですから、

いつもチラシを出すものですから、それにもちょこっと載せようと。ということは地域住民の意識

をここに少しでも持っていって、理解してもらうというそんなことが話されたのです。さあ、そこ
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でなのです。町としてまさか、これを出したからそれでいいというふうに思っていないでしょうけ

れども、何か浸透させるために、町民みんなに分かってもらうために何か別なことを考えているか

どうか。また、今後、こういうふうにしていくべきだというような何かあればと思うのですがあり

ませんか。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  宗像委員から、これを出して、これだけで、いわゆる周知として

終わるのかどうかというお話ですけども。第２弾は今のところ、申し訳ないのですけど手持ち無い

のですよ。平たく言うと考えていない状況です。ただ、あとは本人が、例えば窓口かなんかに来て

いただければ。当然、説明するし、理解していただくようにお話はするということなのですけども。

全戸にもう一度またパターンを変えてということになると、ちょっと今のところ手持ちが無いと言

うか、考えていない状況だというご返事しかできないと言うか。何かを変えるとなると、また。こ

の数字は動かせない状況なのですよね、もちろんね。言葉では当然分からないでしょうし。また、

同じような表しか出せないよといったら、また、同じものかと。なかなか理解できないなというこ

とになるのかなと思います。何か妙案があったら教えていただければと思っています、逆に。すみ

ません。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  話が夕べの役員会で出てきたことですから、そこに関連づけて言うのです

けども。実は白老の下水問題で、上下水道の下水の方なのですけども。その地域、地域によっては

行かないから合併浄化槽という話、これはだいぶ前からあって。私のところもそれに該当するもの

ですから、そういうことを知っていたので、かなり前からチラシも配って話をして、わかったなと

思っていたら、夕べまたそれが出てきて、わかっていないのです、結局は。結局、わかっていなく

て、えっということで。石山の青葉ですけども、今頃になって「下水道来ないの。じゃあ、どうす

るの」という、また原点に話が戻っているのですよ。２年、３年前にまた戻って。そうしたら、「あ

の時、言ったでしょ。」と言ったって、「言ったかい。」というね。それが私、現実だと思うのですよ。

ですから、今、これを配ってもね、直接、今度、窓口である一定以上の所得以上の人、７０歳以上

は２割から３割になるのだというようなことだとか。あるいは、長期療養病床に入院している人が

今度どういうふうに上がるだとか。諸々が上がっていくわけですけどね。極端に言うと１万円持っ

ていけば、病院でだいたいいつも間に合うのだから、間に合うわといつものつもりで行ったと。行

ったら足りなかったと。１万５千円だったということも起こりうるのではないかなというふうに、

今の状態で行けば、起こりうるなと考えるのです。白老だけでなくて、日本中全部そうなのでしょ

うけどもね。それでね、やっぱり何とかそこら辺をね、まだ１ヶ月ちょっとありますから、何か手

を打つべき必要性があるなというふうに思うものですから。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  一定の所得があって自己負担が変わるよということをここにも書

いてありますよね。そういう人たちが、先ほどちょっとお話しましたけども１００人ちょっといる

のです、現実的におられます。その方たちには我々が直接行って、古い証を新しいものに変えても
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らいたいというか、ちゃんと説明して、理解していただいてお話をして取り替えてくるというか。

でもですね、昨日、だいたい２７、８件お邪魔して、お話をさせてもらったのですけども、わかっ

ている方はわかっていらっしゃいます。「分かっていたわ。」、「聞いていたわ。」とか、「知っている

よ。」とか言う人もいますし、わからない人は「何？」というのも。それぞれあるのでしょうけども。

説明できる範囲は当然説明して、理解を求めて行かざるを得ないと思う。行かざるを得ないと言う

か、行くべきだと思いますけども。ただ、これをまた次に何かあるかとなると、なかなか。自己負

担が当然変わってくる、要するに、例えば入院だとか通院の関係で変わるとなると、これはなかな

か説明しにくいところがあろうかと思います。ですから、そういう方たちは、例えば役場に来てい

ただいた時には当然きちんとお話をして理解していただくようにして、高額療養費かなんか申請を

していただくということになろうかと思いますし。特に高額療養費だと直接うちで計算して払って

いる。本人申請に基づかなくてもですね、うちの方で計算して本人の口座へ振り込むというふうに

していますので。かと言って、だから、分からなくてもいいのだということじゃないですよ。じゃ

なくてですね、当然、理解してもらわなきゃならないのでしょうけども、これ以上のまた何か第２

弾となるとなかなか難しいのかなと。例えば、どこかの町内会さんの方でもうちょっと詳しく教え

てくれやと、黒板か何かに教えてくれとかということで、例えば、出前講座なり何なりやっていた

だけるというのであれば、我々で説明するのと言うか、理解を得られるように努力はしますけども、

全町的になるとちょっと難しいのかなという気がしますよね。 

○委員長（吉田和子君）  宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  私自身ね、今、これから言うことが果たしていいのかどうか、やっぱりプ

ラスの面もあるし、マイナスもあって問題があるなと思って言うのですけど。たまたま、長期療養

病床についている人、町立病院だとかリハビリとかいろいろいますけども、そういう方々に直接、

例えば、病院の中で寝たきりではなくて歩いて来られるだとかという、そういう患者さんがもし居

たとしたら、例えば、リハビリを例に取ると、どこかの中広間程度に集まってもらって、今度こう

いうふうになるのですよというそういう説明会もどうかなと。やれば、逆にその人方を困らせるよ

うなね、そんな感じがしてまずいかなとも思ったりもしながらも、今、言っているのですけども。

そういう直接関係する人たちに直に今度こういうふうになるのだということ、あるいは家族も含め

てね。何月何日こういう話をしますと、出前トークと言いますかね。家族と一緒に聞いてください

というようなこと、そんなこともどうかなと今、思っているのですけどどうでしょうね。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  じゃあ、そうしますかという答えは、申し訳ないですけど出来ま

せん。なかなか難しいでしょうね。ただ、例えば町立病院ですと、いわゆる相談窓口の保健師さん

がおりますので、当然、こういうシステムと言うか、こういう状況だということはわかっています

ので、ケースバイケースでお話をするのではないかと思います。どこかに一度に集めてとなるとち

ょっと難しいのかなと思います。すみません、答えになっていませんけど。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  これは聞けば何ぼでもきりがない話なのだけど、２つ。１つは、さっき
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根本委員が第３者行為のことを聞いていましたけどね。課長の答弁の中でそういうことだったのだ

けど、１件なんてこと僕はありえないと思うのですよね。それでね、やっぱり、これはレセプトか

ら拾うのかい。どこから拾うのかな。以前はかなり多かった時もあったのですね。僕、だいぶ前に

聞いた時、結構、多かった年もあったのです。点数含めてですよ。やっぱりね、これは保険屋さん

が払うべきものをこっちが代払いしているようなものですからね。町民の国保税で払っているわけ

だから。だから、考え方としたって、極めて間違っている部分なのだよね。これ厳しくやっている

市町村にはやっぱり厳しく向こうも見るのだよ。だから、払うのが当たり前なわけだから、こうい

うものをこっちが代払いしてやるなんて馬鹿な話ないわけでね、町民の税金ですから。だから、こ

れはもう徹底して、やっぱりやると、どこかで。もちろん、残業やって仕事やっているのも知って

います、皆さん方が。特に国保の方が一所懸命ね、残業してやっているというのは知っていますけ

れども。しかし、どこかで一回けじめつけてね。やっぱり白老は、白老で事故やったらやばいぞと。

全部やられるからなというふうにね、国保連合会が思うぐらい、やっぱりやった方がいいと思うの

です、俺は。徹底的に。でね、それが職員の皆さんの負担になるというのはやっぱりまずいわけよ。

だから、今回のグループ制でカバーできるかどうかは別にして、違う形を取ってもね、そういうこ

とを一回徹底的にやってみる。例えば、５千円でも容赦、勘弁しないということでね。やっぱり、

今の１件が１００件になったら、絶対に違うと思うよ、俺。そういうことをね、私のところに交通

事故の相談に来ても、国保でかかって、パッていう人いますからね。だから、これは、僕はやっぱ

り一回、課長が課の中だけでなくて役所全体として取り組む中身だよと。例えば、年末徴収と同じ

ですよ、税金の。それぐらいの構えでちゃんと理事者会議にもかけてね、人の応援もらうならもら

うということ含めてさ。一回そういうことを取り組んでみると、国保の係で。それをグループなら

グループから、役場の中の全体に呼びかけてやってみるとかということを含めてやるとね、僕はや

っぱり違った側面が出るのではないかと思うのですよ。それだけ国保が頑張って、とにかく黒にす

るため頑張るよというようなことで一回徹底的に取り組んでみたらどうかなというふうに思うので

す。人の問題とか、費用の面があるはあると思うのだけど、それを考慮してさ。そういう取り組み

がないとやっぱりね、僕、国保はいかないと思うのだよ。 

 医療費もさ、わからないのだけど、白老が１４位で、何で別海が１６７位かと。人口、向こう、

１万８千ぐらいですよね。うち、２万ちょっとぐらい。向こうは農業町村で、牛さんが３万頭ぐら

いいて、人口２万人ぐらいしかいないかもしれないけども。なぜ、こうなるのかというのがね、や

っぱり分析して分かる。これは国保の仕事か、どこの仕事か分からないのだけど、下げるためには、

なぜこうなるのか、低いところはどうしてこうなのかというようなところをさ、僕らや町民がわか

るまで担当課以外の課も巻き込んで作らないと、３連携はやっぱり行かないのではないかなと。医

療費を下げるということは、やっぱり健康でいるということだからね、僕が言っているのは。医者

に絶対に病気になっても行かないということを言っているのでないのだから。そういう視点でもっ

と大きく構えてみる必要がないのかなと。何でこういうふうになるのかって、１４位とそれ以下の

関係を徹底的にやってみたらどうですかね。必要だったら、議会で聞けと言うのなら、僕なんぼで

も聞いてあげるから。それぐらいのことで、やっぱりやってみたらどうかと思うのだけどどんなも
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のですか。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  第３者行為の関係。根本委員にもお話しましたけども、やっぱり

まだまだ、言い方悪いですけど、あるのではないかと我々も思います。１件や２件の話じゃないか

と思うのです。そこら辺はやっぱりきちんと整理をして、求償できると言うか、もらえるものはも

らうと。より毅然とした態度で、例えば５千円でも１万円でももらうよというふうに。それがどん

なふうにしていったら、きちんと、いわゆる、徹底されるのか。この話はちょっと、まずは直接の

担当の国保、それから、当然、老健もありますから。ですから、そういう面ではうちの中で議論を

して取り組みたいと思います、まずは。あとは全町的に取り組むかどうかという話はまだちょっと

こっちに置いておいて、取り組みたいと思っています。 

 それと医療費の高い低いというか、この分析ですよね。なかなか、そこまで出来ていない状況で

す。先の議会でもいろいろお話ありましたけども、なかなか出来ていないと。それをやるべきだろ

うというお話ですから。当然、そうだと思います。何で白老は高いのよと。変な話、老人が多いか

らという単純にね、そんな発想ではなくて、もうちょっと中身を突っ込んでやって、改善できるも

のは改善していこうと。単なる分析だけでなくてですね、分析結果に基づいて手をつけていけるも

のは行きたいというふうに考えています。そんな状況です。 

○委員長（吉田和子君）  根本委員。 

○委員（根本道明君）  くどいようですけども、その第３者行為の件なのですけれども。今、町

民課だけでと言いましたけれども、そこだけではなかなか僕は把握できないことだと思うのですよ

ね。というのは、交通事故の事例やなんかを把握しているのは、やはり総務課だと思うのですよね。

そういうふうなところとの連携、各課に渡っての連携がやはり必要だと。それから、先ほどちょっ

と聞いたのですけども、労災保険に対する、これも同じようなケースなのですけども、そういうふ

うな事例もやはり精査して、できるだけ持ち出しのないようにやっていただきたいと。各課に渡っ

てのところの答弁をお願いします。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  いわゆる交通事故の関係が一番、第３者行為としては多いのです

けども。例えば、総務課なり何なりと連携取ってというお話ですけども、まず、国保加入者かどう

かというのが一つあるのですよ。ですから、社会保険の方であれば、申し訳ないですけども、我々

の立ち入る話じゃございませんので。国保加入者かどうかということが、まず、必要だと。それを

把握するのは、やはりレセプトというか、そこしかないのかなと。例えば、警察にそういうアポを

取って、国保加入者ですかという話にはならないのですね。それはなかなか難しいのかなと思いま

す。ですから、まずは、第１次的にはやっぱり町民課というか、我々のところで対応して行かざる

をえないのかなというふうに考えます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君）  各委員の質疑を聞くと、この保険制度の、要するに拠出する部分、

要するに医療機関に払う部分の話が今、出ていますよね、非常に。僕もこれが、非常に問題がある
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のかなというふうに思うのですね。それで、要するに国民健康保険というのは、仕組み的には白老

町が保険者ですから、最大険者なわけですよね。それはやっぱり医療機関に被保険者が行って、そ

の７割をうちから出すわけですから、その辺のところのやっぱり力関係と言うのですか、もうちょ

っとアピールした方がいいのかなと。それはなぜかと言うと、やっぱり診療されるスタッフも含め

てですね、この国保の中身をやっぱり理解してもらうというのが必要でないかなと思うのですね。

要するに皆から集めている税金で成り立っている保険ですよ。社保もそうですし、共済もそうなの

だけれども。そうなると、やはりどういう絡みの、さっきみたいなケースですよね。使えないので

すよということをはっきり窓口でどんと言うとか、お医者さんもそれを理解してもらって対応しな

くちゃ、僕はいけないと思うのですよね。いろいろな話があって、疾病になる以前の状態を隠して

受診されてしまえば、それはわからないことなのでしょうけども。レセプトだってやっぱりそうだ

と思うのですよ。一人ひとりの医者の書き方って違いますから。この辺のところもやっぱり、同じ

ような書き方をしてもらうようなお願いも必要ではないかなと思うのです。そうすると、レセプト

点検する医療事務スタッフがですね、やっぱりこれは何かというのははっきりわかるわけですから。

その辺もやっぱり改善してもらった方がより精査になるのかなと。その辺は対応利くかどうか、ど

うでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  レセプト点検は現実的にうちがやって、そのレセプトを書くのは

いわゆる医療機関ということになるわけですよね。その医療機関にそういう認識を持ってもらう必

要があるのではないかというお話ですけども。現実的にやっぱりお医者さんにそういう、言い方悪

いですけども、そんなことが出来るのかどうか、ちょっと難しいのかなと思います。言い方悪いで

すけど、きちんと医療機関でやっていればレセプト点検もいらないよと、変な話。そういう状況に

なろうかと思いますので。きちんとやっているつもりなのだけども、やっぱり漏れがあったり、あ

るいは重複したり何かしているよと。それをチェックするのがレセプト点検だろうと思うのです。

レセプト点検で年間２千万とか３千万とか、それなりの効果は上げていますので、それは当然やら

なきゃならない。その前段で、今、熊谷副委員長言われるようにですね、医療機関と言うか、お医

者さんにレセプトをきちんと書いてくれよと言うことはなかなか難しいのかなという気がします、

私は。 

○委員長（吉田和子君）  熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君）  現下ではそうだと思いますね、単独で行くと。ただ、今回いろいろ

なことで３連携の話でね、ドクターの連携という部分も強化していきたいという丸山病院事務長の

話もあります。そういうことはやっぱりドクターも医療機関も、町民の安心・安全を守るのだとい

う意識を持ってもらわないと駄目だと思うのですよね。その上の見地の中でね、我々が保険者です

よと。我々がそういうことで統括していますよということをやっぱり強くアピールすべきだと思い

ますし、お医者さんにもやっぱり時代が変わっていますよということは、やっぱり神様ではないと

いうことを理解してもらうような、やっぱりシステム上の問題ですから、やっぱり生き残りをかけ

ているわけですから、その辺がやっぱり危機感と協力を要請するのも必要だと思います。これは答
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弁いりませんけども、そのように要望して終わります。 

○委員長（吉田和子君）  他にどうですか。２点ぐらいちょっと聞いていいでしょうか。 

 １点は収納率の割合によってペナルティがありますよね。ペナルティは財政調整交付金。白老は

国庫支出金の中の財政調整交付金が２億８，７００万ぐらいなのですけど。これは、このことを町

民の方々が本当に知っているかどうかということだと思うのです。自分はお金が大変だから払わな

い、それで終わり、そして、５年経てば不納決算で落ちるという。で、保険料は入ってこない、そ

の上にペナルティ。もし、５％だとしたら１，４００万から１，５００万ぐらいのお金がペナルテ

ィとして減るんじゃないかなと、単純に計算して、と思ったのですよ。私もペナルティがあるとい

うのはわかっていたのですけど、金額的なことだとか全然わかっていなかったのですよね。やっぱ

り財政が厳しいということは町民の皆さん知っていますよね。そういった意味では、夕張の問題も

ありますけど、出てから初めて、議会ももっとわかっていたら言えば良かったのじゃないかとか、

もっと情報公開すべきではなかったのじゃないかというお話がありますけれども、やっぱりこうい

うね、払わなかったら、その分だけが少なくなるのではなくて、こういうものが加算されて負担が

多くなるのだということをきちんと町民の皆さんに知っていただくということが必要なのかなとい

うふうに思います。 

 それから、もう１点は、これは今後のことなのでちょっと、先ほどから出ている後期高齢者の保

険料。別保険制度になって、高齢者の保険料の負担割合が１割で、あとの４割は若い人たちでそれ

を維持していくというような仕組みになっていますよね。それで、今、保険制度で個人負担がすご

く増えるということで、一緒にいる世帯の人たちの、世帯主とか一緒に同居している人たちの収入

が全部保険料に加わってきますよね。この後期高齢者の保険料も同一世帯の家族の収入というのは

入ることになるのかどうなのか。その点を伺いたいと思います。それはまだ明確になっていません

か。五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  まず、後段の関係ですけども。前回での説明でもちょっとお話し

ましたけど、いわゆる７５歳以上の方は別な保険だよというお話しましたよね。ですから、その時

には、いわゆる家族から切らさるのではないかと思います。ですから、その時に家族の所得がどう

のこうのとかということにはならないのではないかと思います。まだ、そこまで詳細には来ていま

せんけども。要するに別世帯と言うか、別になるのだということの情報はもらっていますので、そ

こで保険料が、先ほどからお話しているように、お父さんの分もかかるとか、かからないとかそん

なことにはならないのではないかというふうに我々は考えています。そこまでの情報はきちんと来

てはいないです。 

 もう１つ、ペナルティの関係ですけども。ペナルティがあるということを町民に知らせた方がと

いうか、知らせるべきでないかというお話ですけども。そのとおりだと思います。実は国保税の関

係で、国保に関して今、広報で、シリーズでずっとやってきています。その中でどこかスペースを

見つける、あるいは標題とマッチしたような時にそれらも入れていくというふうに考えて行きたい

と思います。 

○委員長（吉田和子君）  収納に関してはね、大変努力されていますので、上がってきています
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から、そういう部分ではね、そういうことも明記しながら、でも、どうしても支払ってもらえない

分はこういうことがあるということはきちんとお知らせすべきではないかというふうに思うのです。 

 なぜ、私、後期高齢者のことでこういうことを聞いたかと言うと、自分のことはさっき言ったの

は違うのですけど。たまたま、これは７０歳以上の方もそうなのですけれども、家族の保険の支払

い、医療費の負担だとか、食事とか、そういった部分で家族の収入に関わって課税、非課税があり

ますよね。そういった部分で世帯分離をする人がすごく増えているというのが、今、人が集まると

そういう話が出てくるのですが。世帯分離をすると、分離された方は保険料払いますよね、もちろ

ん。ですけど、その保険料を払えば、それはそれでいいのですけど、世帯分離することで０収入に

なるという可能性もありますよね。そういった場合に、国保は町があれですから、その影響みたい

なものというのはかなり大きなものがあるのですか。それとも、世帯分離をして、ある程度決めら

れた保険料で、０は０になるのだからということでの町に賦課されると言うかね、町に負担割合が

増えるとか、そういったものというのはないのですか。その辺、ちょっと知りたかったのですけど

も。五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  今、おっしゃられるように世帯分離をするというケースは数件あ

りますね、やはりね。それに伴って、例えば保険税だとかそういうものが、平たく言うと安くなる

とかそんな状況はありますし。それに伴って、例えば介護の関係だとか、言い方悪いですけど、そ

れを目的に世帯分離するという状況があるやに聞いています。ただ、それによって例えば税が６割

軽減になって少なくなるという状況は出てきます。ただ、４割軽減、６割軽減を実施することによ

って、その内の全額とは言わないですけども、一部はいわゆる補助金としてもらっていますので。

ですから、大幅にその分そっくり少なくなるという状況にはないと思っています。ただ、影響が大

きいか少ないかとなると、例えば世帯分離するのは何百件ということにはなっていないと思います

ので、ですから、そんなに影響はないのかなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  話を聞いていると、これから結構出てきそうな、結構相談を受けてい

る人が、苫小牧の関係も結構聞いていますので、私も何軒か、そういうの聞かれますのでね。これ

からちょっとね、負担が出てくる時点になった時に、そういう話がまた出てくるのかなと思って。

町のそういう負担とかそういうものがどうなのかなとちょっと思ったのですけど。今のところは、

じゃあ、件数的には少ないので、それほど影響はないというふうに考えていいということですね。

わかりました。五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  それは駄目よと、出来ませんよというふうにはなっていませんの

でね、制度上ね。ですから、それ以上、我々が立ち入って、それはおかしいでしょって話にはなら

ないのかなと思います。そんな状況です。 

○委員長（吉田和子君）  それと、白老町で国保のヘルスアップ事業と検診事業、脳ドックと人

間ドックですか、今、３連携ももちろんあって、いろいろな健康づくりということでの関わりも出

てくるのですが、この検診事業では国保関係というのはこの２つ以外にまだあるのでしょうか。ヘ

ルスアップ事業、ここにあるのですけど、具体的にこういうものがありますよというのは何も載っ

ていないのでね。これは前にいただいた資料なのですけど、無いので。脳ドックとかそんなのも具
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体的には何も載っていないのですよね。白老町としては、脳ドックと人間ドックやっていますけど、

室蘭辺りはＰＥＴ検診も、人数は２０名くらいで少ないのですけど、確かやったりしているのです

ね。だから、そういう中で事業として持ち込めるものというのはまだ他に何かあるのかなと思って

いたのですけどもどうなのでしょう。小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  今、うちの方でやっている検診というのは、今言った、人

間ドックと脳ドックだけですね。あと、強いて言えばインフルエンザにも一部助成ですね。ＰＥＴ

検診については、うちの方でも室蘭市にちょっと状況を確認させていただきまして、その中では２

０名ぐらいの枠でやっていると。実質、検診料は７万８千円ほどかかるということで、その内自己

負担が２万４千円をもらってやっているみたいなのですね。それについては、確かに申し込みもあ

る程度２０名を超えるぐらいの人数は集まっているみたいと聞いていますけども。ただ、そこで問

題があるということも指摘を受けまして、結局、ＰＥＴ検診で全ての癌が完璧にわかるのかという

とそうでもないらしいのですね。あまりに小さい病巣というのは、これでもやっぱり発見できない

と。それと一番ネックなのが、専門の医者がまだまだ少ないということでですね。ＰＥＴ検診に頼

ってばかりは、やっぱり制度としてはまずいんじゃないかというような、そういう指摘だとかもあ

るみたいですね。うちとしてはＰＥＴ検診というのは、今、言えば日鋼病院にしか、この近くでは

無いみたいなので、それに対する助成とかというのはちょっと今の時点では額的にも難しいのかな

とそういう状況であります。 

○委員長（吉田和子君）  そういうふうに室蘭は特にＰＥＴ検診やっていますよね。白老町は白

老町として、こういうものをじゃあ町民に必要だからね、これを国保の助成事業としてやりたいと

いうのは、そういうように勝手にと言ったらおかしいですけど、枠とか何かないのかなと。こうい

うものはやっていいですよって、そういう国保の方から来るのか。それとも、室蘭みたいにこうい

うのをやりたいから、これを対象にしてくださいというふうにやれるものなのか。どっちなのです

か。ある程度決められた制約というのはないのですか、検診事業として。小関主査。 

○国保・年金Ｇ主査（小関雄司君）  枠としてはないと思います。ですから、新しい、こういう

ＰＥＴ検診のような、そういう新しいシステムが来れば、それが助成するかどうかというのは国保

の判断によるかと思います。ただ、私どもとしても老人保健法という中でやっていまして、基本的

には国保に入っていようが、例えば社会保険の扶養だとかそういう方に入っていれば、広く町民の

方々が全て公平に、平等に受けられるというシステムの中でやって、なおかつ国保に入っている方

については負担を軽くするために、それと受診率を伸ばすという意味で助成していると。そういう

大枠の老人保健法の中の部分で出来る限りの助成をうちの方でやっているというようなそういう考

えであります。 

○委員長（吉田和子君）  わかりました。他に。堀部議長。 

○議長（堀部登志男君）  先ほど、ちょっと私、理解できない部分なのだけど。資料８の説明あ

ったのですけども、これは不納欠損の過年度の収納率なんか、これは一般的に調定額があって、収

納額があって、収納率が６％～４％までありますよね、過年度で。これだけしか納めていないとい

うことに解釈していいのか。一般も退職者、被保険者の収納率。６％とか１０％とか、こういう数
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字しか納めていないという具合に理解していいのですか。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  そのとおりです。それしか納まっていないのです。滞納繰越分で

すよ。 

○議長（堀部登志男君）  はい、わかりました。 

 それともう一つ、資料９のことを見てやっているのですけど。それと、この間の説明の中でです

ね、保険税の賦課割合の検討ということで。来年度に向けて、改正も視野に入れ、検討を行ってい

ますということで町民課とか税務課、経営企画課という形なのですけども。この資料９の表を見て

いますとですね、白老が特別、応益・応能の割合が何となく突出しているというかね。応能の方に

かなりウエイトを置いて、応益の方にウエイト少ないというような金額、モデルのですよ。数字を

見ると片一方は１０万。資産割の方が例えば１０８，９００円と。そして、応益の方になると６万

５千円しか、モデルで見るとそういう具合に取っていない。他を見るとだいたい５：５に接近して

いるようなところも結構あるのですけども、白老町の場合、極端に片寄っているような感じするの

ですよね。何となく、本当に町民全体が公平感を持って納税しているのか。重税感を持っている人

がたくさんいるのか。その辺の割合は、私ちょっと、この表だけではわからないのですけども。こ

の辺の検討で、先ほど確か国の方では５：５を基準としているようですけども、うちの場合は４：

６か、多少５：５があるようですけども。その辺というのは、やっぱり基準を５：５に近づけるよ

うな方向で検討していくのか、されるのかね。ある程度、取れるところから取るというような形で、

多少差をつけなきゃ、やっぱりやっていけないのだよというようなことなのか。その辺の考え方に

ついて最後にひとつお聞きしたいのです。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  応能・応益の平準化ということで、基本的には５割：５割と言う

か、５０：５０にしなさいよという指導はずっと過去からあって、それに今、先ほど議長からお話

あったように、検討していますよと。それで、検討する時に応能・応益の平準化、いわゆる５：５

を基本にするのか、６：４なら６：４で、いわゆる応能の方を従来どおりもらうとか、そういうふ

うにするのかという基本的な考え方というお話しですけども。私たち、要するに現課としては、基

本的にはやっぱり５：５に近づけて行きたいなと思っています。ですから、応能が今、６割で応益

が４割なのです。それを例えば５割：５割にするとしたら、応能を減らすのか、あるいは応益を上

げるのか、どっちかしないと、要するに５分５分にならないよという状況だと思います。ただ、公

的年金控除の関係で金額が少しずつ上がっていくよという、以前にもお話したと思いますけども。

それが、だいたい去年あたり考えていた数字より、ちょっと下回っている状況なのです、今年度の

今のところ。ですから、以前の財政改革プログラムからすると８千万、いわゆる増収して収入確保

しなさいという、するべきだというそういうものを作っていたのですけども、そこまでは変な話、

いけないだろうと。ですから、応能・応益は５分５分に近づける。ただ、税額そのものを減らすと

いうことにならないでしょうと。やはり、先ほどもお話ありましたけども、全体の中の３５とか４

０ぐらいは国保税が見なきゃならないというふうになっていますので、それを３０％まで下げると
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当然、医療費の支出に対する収入が減るよということになる。その時には赤字になってしまうとい

う状況になりますので、それはやはりある程度の応分の、いわゆる税額、税金は必要でないかなと

考えていますので、極端に上げることはないでしょうけども、かと言って、下げるということには

ならないでしょうと。ですから、多少は上がる可能性があるのかなと。基本的には５分５分にして

いきたいというふうに現課では考えています。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑ございませんか。 

○委員（大渕紀夫君）  資料を一つだけ。後でいいですから、安定化計画、全員にもらえれば。

１８年度の安定化計画、皆さんもらった方がいいと思いますのでね。 

○委員長（吉田和子君）  資料として、安定化計画の資料を全員にお願いしたいと思います。 

 以上、ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  無ければ、一旦ここで休憩にいたします。担当課の皆さん、どうもあ

りがとうございました。 

休   憩      午前 １１時５９分 

                                           

再   開      午後 １２時０２分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。食事をとりまして、まとめ

をやりたいと思いますので１時から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。 

休   憩      午後 １２時０２分 

                                           

再   開      午後  １時００分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。担当課からの説明を受けま

して、質疑応答も終わりましたけれども、これから、まとめに入りたいと思いますが、何か皆さん

のご意見、こういったことを取り入れるべきではないか、報告すべきではないかということがあり

ましたら出していただきたいと思います。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  一つは、町側が答弁の中で言っていることで、議会としてやっぱりやっ

ていただいた方がいいことについては書いていただきたいと思います。それは、一つは白老町が高

医療費だという分析と、それに対する対応策をきちんと立てなさいと。議会として立てなさいとい

うことを町側にきちんと言うと。 

 それと、第３者行為。１７年１件なんて馬鹿な話ない。だいたい、そんなの出してきて恥ずかし

くないというほうがおかしいよ。そういうことをきちんとね。課長はやると言っているからいいの

だけれども、きちんとやっぱり取り組むと。これは金額の問題じゃないのですよ。ですから、職員

の皆さんの意識づけの問題でもあるのでね。これは全部そうなのだけど。そういうことを、どうい

う形に表現するかは別にして、きちんとやっていただくということは書いた方がいいのではないか

と。 

 あと、制度上の中身の問題については、議論したからってどうなるものでもないですからね。今
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の状況では極めて困難なことだけは確かだから、それを打開する方策をどうやって皆で作るかとい

うぐらいのことにしかならないのかなというふうに思っていました。以上。 

○委員長（吉田和子君）  第３者行為に対しては、町側も調査を徹底してレセプト点検の中でや

っていくとは言っていましたけど。それだけで、これだけしか出てこないわけですから、もうちょ

っといろいろな手法を使って、もっと明確に、きちんと掌握をしていくということですね。それは、

保険の収入に関わることなのですよね。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  だからね、第３者行為そのものをレセプト点検でしか分からないという

部分はあるのだよ。だけど、白老のレセプト点検は極めて優秀ですよ、レセプト点検者は。僕はそ

う思っています。ただね、第３者行為だけは例外みたくなっているのだわ。他のことについて言え

ばね、他の病院から「いやいや、白老のレセプトずいぶん厳しいな」と。あれは、診察によって出

した薬が間違っている場合は戻るからね。駄目ですよって来るわけだから。そういうのを言われる

って言うのだから。だから、レセプト点検は相当、白老はきちんとやっていますよ。と思います、

僕は。 

○委員長（吉田和子君）  前からそういう話ありましたよね。 

○委員（大渕紀夫君）  はい。極めて厳しいのですよ。国保でも俺、調べたりしてみたのだけど、

極めて厳しい。それはすごくいいのだけどさ、第３者行為もレセプト点検でしか分からないのに１

件なんて馬鹿な話ないはずなのだよね。だから、やり方が何かあるそうなのです。委託することも

出来るのでしょ。第３者行為を委託してやらせるということも出来るのだって。ただ、それがいい

かどうか僕は分からないけど。何か、やり方があって、チェックしようと思ったら出来る仕組みに

なっているのだとさ。だから、それをきちんとやればレセプトでも分かるはずですからね。それは

やっぱり手法は町の方に、我々が関知するべきことじゃないけど、可能性としては十分出来るとい

うことなのだから、やっぱりそれはね、我々も意識していて、次の民生常任委員会の中で何かあっ

たら聞いてみるとかさ、そういうことにしていった方がいいのではないかと思うのだけどね。 

○委員長（吉田和子君）  これに合わせて、労災関係言っていましたけど、労災は。 

○委員（大渕紀夫君）  労災も同じなのだ。要するに大きな会社は労災をちゃんとすぐ適用にな

るでしょ。ところが民間で、例えば建築業なんかでやると、「お前、いいから国保で病院行ってこい

や。金やるからよ」とこうなるわけさ、現実的に。それは本来から言ったら、労災でやらなきゃ駄

目だから、労災で申請すると２回ぐらい続くと、そこが仕事できなくなるとか、監督するとかの関

係で面倒だからそういうふうにするわけさ。 

○委員長（吉田和子君）  これ社会保険とかだったら、別に町には関わらないことですよね。た

だ、国保を使われた場合にきちんと点検しないと駄目なのですよね。 

○委員（大渕紀夫君）  そう。だから、労災でやって、国保に入っている人が怪我するというの

はやっぱり中小企業でしょ。そういうところの問題なのです。 

○委員長（吉田和子君）  その辺は入れるかどうかはちょっと。点検していくという意味で明確

にわかるようにしようと、そういうことでは悪性があるとか、ずるいことをやっているということ

ではなくて、きちんとした掌握が出来るようにしておこうということですよね。他にどうでしょう
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か。西田委員。 

○委員（西田祐子君）  先ほど、大渕委員がおっしゃっていました、なぜ、白老町がこれほど保

険料が高いのか。また、低いところもあります。それの分析をというふうにおっしゃっていました

けど。これに関しては、やっぱりきちんとした分析、いろいろな分析の仕方があると思うのですけ

ど、そういうことは委員会として今回ね、議会の方から役所の方にお願いするというか、そういう

ことは出来るのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  さっき、大渕委員言いましたよね、一つ目に。白老町の医療費の分析。

保険料が高いのではなくて、医療費が高いのです。それで、分析をして、対応をきちんとしなさい

ということは言いなさいということは、委員会として言ってほしいということは言いましたから。 

○委員（西田祐子君）  それと一緒に、やはり保険料が高いところと安いところありますよね。

先ほどの資料いただいたところで。そうしたら、安いところでもちゃんと赤字でなくてやっている

のかどうなのか、そういうところも知ってみたいなとちょっと思ったのですよね。安いから黒字だ

とは限らないわけなのですけれども、その辺はどういうふうな状態になっているのかなということ

も。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  それは西田委員ね、さっき聞かなかったら駄目なのよ。職員者が来てい

る時に、今、言ったようなことを聞いて、そして、その中身で、西田委員の考え方と違うことがあ

るでしょ。例えば、西田委員はこう思っているのだけど、向こうは違うことを言ったというのであ

れば、そのことをここで書いて、おかしいのではないのとこうなるわけさ。だから、今の疑問をこ

こで書くというわけにはちょっといかないので、それは必要だったら、そういう形で聞いて意見を

書いてもらうということになると思うのだ。 

○委員長（吉田和子君）  ただ、今の話の中で、医療費の問題も関係しているかもしれないです

よね、保険料にね。医療費が安くなれば安くなるだけ、保険料も少なくなるのだという話していま

したよね、さっき。だから、白老は医療費が高いのだと、ということは保険料も自然と応益・応能

の割合というのは１００％なのだけど、それは４０、６０の出し方はいろいろあるけれども、出た

結果として他の方より多いというのは医療費が高いから、それに準じているのかもしれないし。私

は説明ではそうなのかなと思って聞いていたのですけど。 

○委員（大渕紀夫君）  だから、そこにもし、反映するとしたらさ、逆に書けばいいのだよ。そ

うやって書くわけにいかないから。逆に医療費を下げることが出来れば、保険料も下がるかもしれ

ないと言っているわけだから。だから、みんなで医療費を下げれば保険料下がる可能性あるわけだ

から。そういう記載の仕方をすれば、今の言ったことも若干生きるからね。 

○委員長（吉田和子君）  健康づくりとヘルスアップ事業に、３連携も通じてですね。そして、

医療費を削減すると言うかね、下げていくことで保険料の削減にも適応できるようにしてもらいた

いということは言えるのかもしれない。その辺も含めて。他にどうでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君）  私はいいです。 

○委員長（吉田和子君）  はい。ありませんか。宗像委員から言われたね、やっぱり高齢者が迷
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わないように、明確にきちんとお知らせしていくということは、私は大事だなと思ったのです。ど

ういう説明の仕方をするかは別としてもね、高齢者の方が不安を抱いたり、そのことで医療にかか

らないで病気が重くなったりしないような説明をきちんとするという、これは必要なのかなという

ふうに思っていたのです。説明責任と言うのかな。 

○副委員長（熊谷雅史君）  ただね、国の制度を変えて仕組みを作ると言ったけれども、担当課

が努力しているのに、それに振り回されている状況が、町民にやっぱり不利益が出ないように、や

っぱりそういう関係機関に早急にすれという要求をしなさいというのも書いた方がいいと思うよ。

広域の６５歳～７４歳までの制度を変えるわけでしょ、２０年度までに。それの取っ掛かりを今年

からやるというのに、全然なしのつぶてだって言っていたでしょ。 

○委員長（吉田和子君）  制度間の医療負担の調整ね。はい。 

○委員（大渕紀夫君）  あとは正副委員長にお任せをいたします。 

○委員長（吉田和子君）  じゃあ、熊谷副委員長に全面的に応援をしていただいて作成したいと

思っておりますので。私もちょっと苦手な部分ですので、何とか勉強しながら、またもう一回復習

して報告まとめを副委員長と一緒にやりたいと思いますので。また、出来上がったら皆さんにしっ

かり見ていただいて、不足部分はまた指摘をしていただいて、いいものにしたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  無いようですので、これをもって民生常任委員会の所管事務調査を閉

会いたします。ということで、８月４日、予備日として１日設けておりましたが、本日をもって終

わりたいというふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 

（閉会 午後１時１２分） 

 


