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平成２１年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２１年 ５月２０日（水曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ３時３１分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

 １．国保の安定化計画について 

 ２．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

 １．国保の安定化計画について 

 ２．その他について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     町 民 課 長    安 達 義 孝 君 

     生 活 環 境 課 主 幹    中 村 英 二 君 

     町 民 課 主 幹    下 河 勇 生 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     臨 時 職 員    松 本 美 紀 君 



 2 

                                         

◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  時間が来ましたので、建設厚生常任委員会を開催いたします。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（玉井昭一君）  所管事務調査として、国保の安定化計画についてということで、き

ょうはやっていきたいと思います。きょうの日程について事務局からお知らせいたします。 

○事務局主幹（森 隆治君）  本日の委員会は、今委員長が言いましたように、国保の安定化

計画ついての所管事務調査となります。午前、午後の調査となります。午前中は生活福祉部町

民課から説明をいただき、その後質疑に入らせていただきます。午後は休憩中に委員会協議会

を開催しまして、生活福祉部健康福祉課からの障害福祉計画、障害者福祉計画について説明を

お聞きした後、委員会を再開しまして、昨日ときょうの委員会のまとめを行う予定としており

ますので、よろしくお願いいたします。以上です。  

○委員長（玉井昭一君） それでは、国保の安定化計画について町民課より、辻生活福祉部長。  

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 昨日に続いてよろしくお願いします。今委員長からお話があ

ったように、町民課の担当になりますので、一応担当者も変わっておりますので、紹介したい

と思います。  

○町民課長（安達義孝君） 私は初めてではないですけど、町民課長の安達です。どうぞよろ

しくお願いいたします。  

○町民課主幹（下河勇生君）  国保・年金を担当することになりました下河と申します。よろ

しくお願いいたします。  

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 本日のテーマ、国保安定化計画ですけど、後ほど担当からお

話がありますけど、国保の医療費に大きな地域差があると。そこに着目しての制度改正が以前

ありまして、国保事業の運営安定化のために医療費が高い自治体について計画をつくるように

求められているというものでございます。内容につきましては担当のほうからご説明しますの

で、よろしくお願いいたします。  

○委員長（玉井昭一君）  下河町民課主幹。  

○町民課主幹（下河勇生君）  私のほうから、国保安定化計画について説明させていただきま

す。内容といたしましては目次にございますように、安定化制度の概要、安定化計画、医療費

の状況、赤字の発生。資料といたしまして、資料１から５を添付しております。 

 それでは１ページをお開きください。第１、安定化制度の概要についてであります。国保の

医療費には大きな地域差があり、制度の大きな不安定要因となっています。この問題に対応す

るため、昭和 63 年の法改正において、厚生労働大臣が指定する医療給付等が著しく多額な市町

村、これは指定市町村といいますが、国保事業の運営安定化に関する計画、これは通常安定化

計画と言っております、を作成し、国及び都道府県の指導・援助のもとに給付費等の適正化等、

運営の安定化のための措置を講ずることとなっています。 
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 次に第２、安定化計画についてであります。指定市町村は、厚生労働大臣の定める指針に従

い、国保事業安定化に関する計画を定め、その安定化計画に従い、医療費の適正化、その他の

国保事業安定化のための措置を講じなければならないとなっております。 

 安定化計画にはどのような内容が求められているかといいますと、指定市町村の国保事業運

営の現状、高医療の要因分析、その分析結果に応じた適正化対策等を盛り込むこととされてい

ます。また、指定市町村は、指定年度終了後、安定化計画実施結果報告書を作成し、指定年度

の翌年度７月末日までに都道府県を経由して、厚生労働省に報告しなければなりません。 

 平成 20 年の安定化計画につきましては、決算終了後、報告書の作成に取りかかる予定であり

ます。具体的な作成資料が資料２、３、４となりますので、後ほど内容を説明いたします。 

 ２ページをお開きください。指定・準指定市町村についてであります。指定市町村の要件に

ついて。地域差指数という指数がありまして、これは、その市町村の医療費の高さをあらわす

指数でありまして、特別な事情を控除した地域差指数が 1.14 を超えますと、指定市町村に指定

されます。具体的には、指定年度の前々年度の地域差指数が 1.14 を超える市町村が前年度の１

月 31 日までに指定されます。平成 20 年度指定ということであれば、平成 19 年度の地域差指数

が 1.14 を超えますと、平成 20 年の１月 31 日までに指定されることとなり、平成 21 年度にお

きましては、平成 21 年１月 31 日付で指定を受けております。 

 地域差指数の計算方法につきましては５ページに記載してありますので、お開きください。

４番、地域差指数及び特別の事情。こちら、特別事情控除前の地域差指数の計算方法は、実質

的給付を基準給付で割ります。特別事情控除後の地域差指数の計算方法は、実質的給付から特

別事情の額を控除しまして、基準給付で割ります。 

この特別の事情についてあります。地域の特別事情控除前の地域差指数が 1.14 を超える市町

村は、地域の特別事情に係る額を報告することとなります。この特別事情というのはどのよう

なことかといいますと、控除対象となるものは、風水害、その他の災害が発生したことによる

給付額の増分。被爆者がいること及び、精神病院、結核療養所が存在することによる給付の増

分。80 万円以上の高額な医療費に関する給付があること。その他、地方単独による給付の増分。

その他、厚生労働大臣が認めるものとなっております。２ページにお戻りください。 

参考までに、(２)で準指定市町村の指定要件を記載しております。こちら、厚生労働大臣の

指定を受けた市町村以外の市町村であっても、指定市町村に準じた安定化計画を作成する必要

があると認められる市町村を準指定市町村として都道府県が指定することになっております。

こちらも指定市町村と同様に安定化計画を作成し、給付等の適正化等、運営の安定化のための

措置を講じなければならないとなっております。 

基準指定におきましては、①、②、③、④という基準となっておりますので、参考にしてい

ただければと思います。 

次に３ページの、基準超過費用額の共同負担についてであります。こちらは、安定化計画の

実施状況を踏まえ、前年における指定市町村の特別の事情による額を控除した後の実質給付が、

基準給付に 1.17 を乗じて得た額を超えるときは、その超える額、これを基準超過費用額といい
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ますが、その額については、指定年度の翌々年度における国庫負担の対象外となります。この

基準超過費用額につきましては、その額が国保事情の運営に与える影響の程度等を勘案して上

限を設けることとされており、この上限につきましては、特別事情控除後の実績給付費の３％

に相当する額と定められております。 

その下にあります、これを計算式にいたしますと、以下のようになります。基準超過費用額

は、実質的給付費から特別事情額を引きまして、そこから基準給付費を引きます。それに 1.17

を掛けますが、ただし、実績給付額から特別事情の額を引いた３％を限度としております。こ

の基準超過費用額を有する指定市町村は、指定年度の翌々年度において一般会計から基準超過

費用額の２分の１に相当する額を国保特別会計に繰り入れなければならないとされております。

また、国及び都道府県は、(３)の繰入金の３分の１に相当する額をそれぞれ負担することとさ

れております。 

４ページのほうにイメージの概念図が出ております。こちら、指定市町村の要件、指定され

てから２年後です、基準超過費用額の共同負担金という形で、このような形で出ております。 

続きまして、５ページの３番、医療費の状況についてであります。平成 19 年度の合計で白老

町の一人当たりの医療費を見ると以下のとおりとなっております。一般では、全国の 1.38 倍、

全道の 1.15 倍。退職では、全国の 1.13 倍、全道の 1.01 倍。老人におきましては、全国の 1.24

倍、全道の 1.04 倍となっております。 

次に６ページをお開きください。高医療費の要因についてであります。こちらは考えられる

要因としまして、自然的要因。これは、北海道の分析としましては、北海道は面積が広く、人

口密度が低いことから、積雪・慣例、医療機関の偏在などと相まって、季節を問わず通院を困

難なものにしており、このことが、入院受診率の高さや入院日数の長さに影響を与え、医療費

の高さに影響を及ぼしているものと考えられますが、白老町は近隣の苫小牧市等に大病院が集

中しており、医療受診が受けやすい状況であるためと考えられます。東胆振医療圏の病床数は

全国の 1.684 倍となっております。また、社会的要因といたしまして、一世帯当たりの被保険

者数が 1.79 人と少なく在宅介護力に欠けるため、社会的入院を招き、入院期間が長期化する傾

向にあり、また、70 歳以上の被保険者が多く、高齢者の割合が高いことが要因と考えられます。 

続きまして、赤字の発生についてであります。こちら、原因として考えられておりますのは、

国民健康保険税、収納率の低迷、そして医療費の増加であります。収納率の低迷につきまして

は、景気の低迷等による納税意識の低下、また、一般被保険者の現年度分収納率は平成 19 年度

では 92.74％、前年度の第 130 位であります。 

また、医療費の増加についてでありますが、国民健康保険被保険者の増加や高齢化に伴い医

療費が増加し、特に老人医療費が全道でも上位となっております。 

７ページをお開きください。赤字発生後の状況についてであります。発生状況につきまして

は、国民健康保険税の税率改正等の検討、収納率向上対策、医療費適正化対策、適用適正化対

策を行っております。こちら、税率改正でありますが、平成 21 年度より資産割の廃止・応益応

能平準化により税制改正を実施いたします。収納率向上対策におきましては、平成 10 年度より
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19 年度にかけまして、緊急プラン等を作成しながら取り組んでおります。 

医療費適正化対策についてであります。こちらは、レセプト点検員の能力向上、研修等に参

加させ、点検強化を行っております。また、平成 17 年度に３連携検討会議により、推進方針、

実行計画の策定、翌年度より事業を開始しております。また、平成 20 年度からは、義務づけと

なりました特定健診の事業を実施しております。 

適応適正化対策についてであります。保険証更新時等における資格確認や、居所不明者の所

在調査などを実施しております。 

赤字解消のための主な視点についてであります。こちらは税率改正、収納率向上対策、医療

費適正化対策を推し進めていく考えでおります。税率改正につきましては先ほど申し上げまし

たとおり、21 年度に資産割を廃止し、三方式の賦課及び応益応能平準化による軽減の拡大を実

施することとなり、被保険者負担の公平化を図り、また、収納率の向上を図ることになります。 

収納率向上対策。現在の収納体制を維持しつつ、収納対策緊急プランの取り組みの実施によ

り、適用適正化の強化や納税意識の向上等を図ります。 

医療費適正化対策についてであります。３連携推進方針、実行計画に基づき、中長期的な医

療費適正化に向けた各事業の実施。特定事業検診ももちろんありますが、また、レセプト点検

員の能力向上。先ほど言いましたとおり、研修会に参加するなり、点検強化を図っていきたい

と考えております。 

具体的に、どのような考えで安定化計画を作成し、評価しているかについてお話をしたいと

思います。19 ページをお開きください。こちら、19 年度の安定化計画についての考え方を示し

ております。また、20 年度につきましては、41 ページに同じような書式で安定化計画を作成し

ております。安定化計画は、国のほうで定められた項目につきまして計画を立てます。 

まず、レセプト点検実施計画についてであります。これは人員配置、レセプト点検の進め方、

研修計画及び委託等の充実強化について、具体的に記入しているものであります。 

また、医療費通知の実施計画についてであります。これに関しましては、医療費通知の回数、

実施月、世帯数、通知項目等の充実強化について、具体的に記入しているものであります。 

次に、保健師活動を中心とする個別被保険者指導計画についてであります。こちらは、生活

習慣予防や適正受診の被保険者指導に当たる保健師等の配置、指導の進め方の充実強化につい

て、具体的に記入することとされております。 

次に収入確保対策の計画についてであります。こちらは、収入確保のための具体的な方策、

人員配置について、医療費増加に伴い必要となる賦課総額等を記入するものであります。 

次のページをお開きください。特記事項につきましては、以上の計画を推し進めるに当たっ

て、特に留意する点があれば記入することとされております。 

21 ページをご覧ください。安定化計画２です。まず、高医療の要因分析についてであります。

その中の医療費の特徴についてであります。こちらは当該市町村の医療費を特徴づける状況。

例えば医療費の３要素疾病構造、特定地域の状況、延べ率など具体的に記入することとされて

おります。 
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社会的要因についてであります。こちらにつきましては、高医療及び医療の特徴に影響を与

えていると思われる環境、人口動態、年齢構成、産業構造、地理、医療機関の配置、保健福祉

施設の配置など、因果関係を記入することとされております。 

次に中段、目標の設定についてであります。政策目標、こちらにつきましては、高医療の社

会的要因に即し、医療費を適正化するために必要な政策等、目指す方向性について記入するこ

ととされております。数値目標についてであります。指定市町村にありましては、指定年度に

おきまして、当該市町村の１人当たりの実績給付と町の１人当たりの基準給付費との差の２割

の給付を縮減することを目標として計画を作成することになっております。事業目標について

であります。こちらは、政策目標及び数値目標を達成するため、必要な保健事業、福祉事業に

ついて数値目標等を記入することとされております。 

22 ページをお開きください。具体的措置についてであります。以上の目標を達成するために

必要な措置につきまして、措置する期間を含め具体的に記入することとされております。 

こちらの 19 年度の安定化計画の概要でございますが、同じように、先ほど言いました 41 ペ

ージも同じ考えにおきまして、その年度の計画を立てております。 

25 ページです。安定化計画策定した後に、先ほど申し上げたとおり、７月末日までに実施計

画を報告しなければなりません。こちらが 19 年度におきまして報告をしたものであります。こ

れもどのような考えに基づいて報告するかといいますと、安定化計画実施結果の総合評価につ

いてでありますが、安定化計画の基本方針を明示した、具体的、重点的目標、重点政策及び新

規政策にかかる実施計画について、その効果、実務上の問題点を総合的に検討した上で、簡潔

に記載することとされております。 

また、２番の実施体制についてでありますが、こちらも安定化計画の実施のために設置され

た組織の活動状況、安定化計画の取り組みについて、簡潔に記載することとされております。 

次 26 ページですが、具体的な表が出ております。先ほど言いました、計画の目標値でござい

ます。それに対しまして実施計画の結果という形で、目標に対しまして結果がこうであったか

という形での報告となっております。 

まず、レセプトの点検についてであります。レセプトの点検については、各事業の目標と実

績の比較検討を行い、当該事業の効果等を踏まえた評価を記載することとされております。 

27 ページ、保健事業の推進についてであります。こちらも当該事業の効果等を踏まえた評価

を記載することとされております。 

あと項目といたしましては、28 ページの(３)国民健康保険保健事業、29 ページの老人保健法

の医療等以外の保健事業、30 ページのその他の保健事業、31 ページ、在宅ケアの推進、５番、

病院、診療所、老人保健施設、社会福祉施設等の適正配置、32 ページの介護予防・生活支援事

業、７番、保険料の賦課徴収等収入確保対策の強化、33 ページの収入確保対策の実施結果と評

価、そして８番、保健事業における他の市町村及び他の医療保険制度保険者等との連携・協力

について。 

以上、どのような考えで計画を作成しているかということについてお話をさせていただきま
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した。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。質問のあります方はどうぞ。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。説明していただいたのですが、はっきり言えば全然わから

ないのです。皆さんわかったかどうかわからないけれど。私が言っているのは、説明の仕方が

悪いと言っているのではないのです。要するに、安定化計画というのはどういうもので、指定

されていて、その指定されていたものが 19 年度はどうだったかということを言っていただかな

いと。今の話では、読めば分かる話だから。私が言っているのは、これ、なぜやるかといった

ら、今、医療費を下げないと白老町はやばい状況だよということですよ。それに対して、安定

化計画に指定されていると。安定化計画というのはどうして指定されるのか、ということをも

っと簡潔に述べて、例えば、医療費が高いから下げるためにあるのだよと。そのために国と道

はこういう対策をやっている。町もこういう政策をやる。結果として 19 年はこうだったよ、と

いうことがきちっと言われないと、今の説明だったら、誰かわかりましたか。私は何だかよく

わからない。勉強不足だというのがあるかもしれません。だけれど、私も一応読んできたので

す。もう少し簡潔にわかりやすく、今の白老町の医療状況と、どうすればそれが克服できるの

かというあたりを少しやっていただけませんか。そうでないと、これ、わかりません。何を聞

いていいかわからないと、そういうふうになってしまうのではないかと思います。  

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 大渕委員からの質問でございますけれども。まず１番目安となる

地域差指数が 1.14 を超えたら安定化計画を立てると。これは皆さん認識していただいたのかな

と思います。それに基づいて、今、下河のほうから説明した安定計画、これ、国のほうで、独

自に市町村が高医療のための、どこをどういうふうにしてやるというのではなく、ある一定の

項目がございまして、それに準じて沿ってやっていくというのが安定化計画なのです。ですか

ら、これよりも３連携をいかに推進していくかという、高医療の対策のためにやっていくかと

いうことが、大事な取り組みではないかと思います。 

大きな要因として、まずレセプト点検というのは必ず、うちに嘱託職員がおります。これは

各医療機関から来たものを点検するわけです。この効果が出ているのが、26 ページの下段の財

政効果でございまして、実施した結果 1,661 万円の財政効果、一人当たり 2,800 円削減したと。

点検をすればするだけ結果が出てくるというのが、今のレセプトの点検です。医療機関は私達

の、言葉は悪いですけど、保険者からはいただけるものは全部いただくということで請求して

くるわけですから、それをいかにむだな検査、薬、医療をこちらのほうでカットしていくとい

うのがレセプト点検なのです。医療機関の事務的な間違いもございますし、あえて検査を何回

もしたり、それは決められた１回は１回でいいのではないかということで、うちのほうでチェ

ックして、連合会とか、社会保険基金に戻すわけです。国保連合会とか社会保険基金のほうで、

そこもお医者さんなのですけれど、私達から異議を唱えたものに対して再度チェックして、こ

れはやはり病院のほうの過大の請求だということでカットされる。この効果が 1,600 万円あっ

たということですから、当時はこの専任職員２名だったのですけれど、２名の方たちの個人的
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な都合で今、現在２人とも辞めて、新たに１名、現在のところ１名しか採用していませんけれ

ど、ここをいかに充実していくかというのがこれからの課題ですし、なかなかこれ、レセプト

点検というのは、経験が必要なのです。やはり医療事務だけではなくて、それ以上のものがあ

りますから、当然先ほど下河のほうから説明して、国保連合会のほうであらゆる研修会とか開

いたりしていまして、それに参加させるなどして、能力向上させていますけれど。ただ１人だ

けではなかなか難しいというのがありますので、これからも将来的に２名体制も含めて検討し

ていかないといけないと考えております。 

 医療費通知、これも必須項目になっていまして、年８回やっているのですけど、これも私達

共済もそうなのですけど、どこの保険者もやっているのですけど、マンネリ化しすぎるとなか

なか中身を見てくれないのです。やはりこれだけの医療費を町民の皆さん使っていただいてい

ますよと。もしくは、中で間違いとかございませんか。というのを毎回送るのですけど、今と

なればなかなか問い合わせもございません。中には、過去にはそういうもので医療機関の不正

の診療、行ってもいないのに請求してくるとか、そういうのも中にはありますから、そういう

のが町民の皆さんから通知いただければ、そういうものを、診療情報とかを病院とかに紹介か

けたりするということも目的なのですけど、いかんせん、なかなか回数を重ねるとマンネリ化

していまして、効果がなかなか上がっていないというのが現状でございます。  

 あとは、一般的な３連携でやっている 13 事業のいろいろな健診、予防です。研修会等の回数

を載せているだけでございまして、大渕委員が言う、本当に医療費の予防を、医療費の抑制に

どういうふうに取り組んでいくというのは、私達も課題なのです。それで、21 年度からは、今

厚生労働省もジェネリックの使用を、後発医薬品といわれるものを、市場の先発の薬品からす

れば半分以下、半額以下というところでございますけど、それの指導です。これもいろいろ課

題がございまして、患者さんが主治医にまず、ジェネリックにしてくださいということを言わ

ないとなかなかしてくれないものですから、そういうカードを配布とか、被保険者に対するパ

ンフレットの配布、もしくは慢性疾患でかかっている医療費を抽出して、ジェネリック医薬品

だとどのくらいの差額が出るかという比較、これを比較して通知したり、「通常１万円取られて

いますけれど、ジェネリックを使ったら何千円です」よと。そういうご案内をした中で、患者

さんがいろいろな経済的な負担の解消とかいろいろやって、それを主治医の先生に申し出ても

らうと。ジェネリックにしてもらうと。ただこれ、主治医の協力がないと、主治医には、新薬

でないとだめだと、あなたの体はこれでないと治らないと、後発医薬品ではだめだということ

だとなかなか進まないので、これは医師会との大きな検討もあるのかなと。 

ただ、厚生労働省は、国の段階ではここしかないと言っています。医療費の負担区分３割、

これ以上上げることもできないと。４割とか５割に上げることもできないですし、医療費抑制

はジェネリック、もっぱら言っていますので、これがある程度軌道に乗っていけば、ある程度

の抑制効果もあると。  

あと、地道な仕事ですけれど、保険師さんの被保険者に対する指導です。もしくは、昨年か

ら始めました特定健診、これをいかに充実して受診率を上げていって、40 代、50 代からの、今
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メタボリックと言われるところの成人病の予防対策をいかに若いうちからとっていくかという

対策をしていくかということが、これ、24 年までです。ある一定の 65%以上の受診率を達成し

ない保険者はペナルティーというのがございますから、つい２、３日前にも道新に、苫小牧の

１年目受診率が相当高かったということで、１年目の受診率は目標数が 25％でした。25％苫小

牧は行ったのです。私は保健師さんとも話をして、よく苫小牧は大都市で行ったなと思ったら、

苫小牧は健診を無料化にしているのです。無料化にしているものですから、やっぱり受診率が

高くなると。私どもやはり、今の財政事情ですから、医療、被保険者の方から一部負担金いた

だいていますので、去年の受診率は 19.15 ですか。全国的な 19.15。25%でした。そういう形

で、大渕委員が言われるとおり、中によってはなかなか、項目は。  

安定化計画、国に指導されて計画をこういうふうに出せよということなのですけど、医療費

下げるための特効薬というのは、３連携を地道にやっていっていかないといけないのかなと。

地域的な要因、これ、中にも書いていますけど、ベッド数がやはり全国平均より高いところで

すね。身近に病院がたくさんあるとか。全国比から比べますと。それと、あと、うちの人口の

構造的な要因ですね。高齢者が多いとか。あとは世帯数 1.67 でしたか。結局病気になった場合、

なかなか介護をした場合、夫婦間の、２人いませんから、どうしても長期入院に頼らざるを得

ないということが。1.79 ですか。その他の要因等がございますので、地道ながら少しずつでも

予防活動、ことしみたいに今のインフルエンザ、多分ことしの冬はワクチンの摂取量が相当量

上がるのではないかと。そういうところにも保健事業等で支出していかなければいけないので

はないかなと思われます。答えになっていませんけれども、そういうことで、計画はこういう

中身になっているということだけ認識していただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 例えば、レセプト点検でいえば、17 年度末の状況というのは 2,533 円、

１人平均ですよ。レセプト点検の効果額、2,533 円になっていますよね。18 年が 2,511 円で、

これ、ちょっと落ちている。ところが、18 年度はこれでいえば、2,800 円になったということ

ですよね。だから、効果がここで出たという意味ですよね。そういう意味なのだけれど、例え

ば、20 年度の目標は実際いくらになるのですか。19 年度の結果のところには、目標額が 3,000

円で、一人当たりが 3,000 円で、2,800 円になっていますよ。ところが国に出す安定化計画の

やつでは、目標数値というのがないのです。19 年度も、20 年度の計画書にもないのです。この

3,000 円という目標というのは何なのですか。言っている意味がわかりますか。  

 実際の 20 年度の計画では、指定年度の一人当たりの財政効果、これ、目標額かどうかわから

ないけれど、20 年度は 2,800 円になっているのです。19 年度の実績が 2,800 円ですよね。この

3,000 円というのは、どこから出てきた数字ですか。  

○町民課長（安達義孝君） 36 ページを見ていただければわかると思います。36 ページの財政

効果の指定年度、20 年度の計画でございますけれど。2,800 円となっていますが、ここが 19

年度であれば、3,000 円だったということです。  

○委員（大渕紀夫君） 19 年度の計画では、指定年度の 2,700 円になっていますよね。19 年度
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の安定化計画を見てください。19 年度の安定化計画の財政効果というところの指定年度という

ところ、2,700 円になっている。違いますよね。私が言っているのは、何もわかっているとか、

わかっていないとか、そういうところがちゃんとしないと、たとえここでどれだけ効果が上が

ってそれだけ効果があって一人減らすことによって落ちるとしたら、目標行かないとしたら、

ふやさないと絶対だめだと。2,800 円に 1,600 何ぼの効果があるわけだから、きちんと割合で

いったら、やらなければだめなのだから。そういうことをちゃんと分析して、これでやらない

と、なんか去年と同じ。ただ計画だけつくって、19 年度なら 19 年度になったらそのまま計画

つくって出すのでないか。私はこれを見たらそう思うのです。白老町の独自の考えなど何もな

くて、ただ去年出して、安定化計画つくると言ったからただ出したと。ことしも同じやつを出

しておけばいいと。はっきり言って、これを見ていたらそういうふうにしか思えないのです。

誰が悪いとか、私はそういうことを言っているのではないのです。そういう姿勢で、実際に医

療費なんか下がるのかということを私は言っているのです。３年て、一体何なのだということ

になるのです。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） すいません。先ほど 3,000 円を 2,700 円ですね。大変申しわけな

いです。2,700 円に訂正です。26 ページの一番下です。(３)の保険者、被保険者一人当たり目

標 3,000 円となってございますけれど、大渕委員の指摘のところ、2,700 円の間違いです。目

標が違っています。 

○町民課長（安達義孝君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） ということは、もしこれが 2,700 円だとしたら、本当にもう１回はっ

きり調べていただきたいのだけれど、これは 19 年度の安定化計画の結果報告書でいえば、目標

額を 100 円平均パーで上回ったということなのです。ということは、評価の問題として、レセ

プト点検の効果は偉大だったということになるわけです。なりますよね。今まででは、本当に

それがどうだったのかということを含めて、2,700 円、その前のやつはわからないけれど、今

年も 2,800 円の・・・。結果が 2,800 円なのだけれど、20 年度は目標が 2,800 円になっている

のです。2,700 円だったとしたら、それでそうなるのかもしれないけれど、この 2,800 円て、

3,000 円なら 3,000 円にして、もっともっと効果を上げると。2,800 円というのは 19 年と同じ

数字ですよね。そういう根拠というのは、どこかから出ているものですか。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） これは、ある一定の中身を点検していくと限度というのがござい

まして、必ず間違いというか、過大な請求があるかというと、病院側も看護変料をやればやる

ほど、中身をしっかりして出してくるわけです。ですからここ、ある一定の、来たので 2,800

円、2,700 円実績あったから、今度は 3,000 円ということには一概にはなかなか。目標を上乗

せしてできないというのも現状でございますので、前年並みぐらいのものを立てるというのが、

この目標になると思われます。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  
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○委員（大渕紀夫君） 要するに、私が言いたいのは、国が安定化計画をつくると。白老町は

ずっとつくってきているのです。脱却しているところも実際にあるのです。前に私、言いまし

たけれど、鵡川も１回安定化計画つくって、そのあと。もちろん農村のまちだとか、いろいろ

と条件違うということは、そこはよく理解しています。だけれど、実際に脱却したり、脱却し

なかったりしているところも事実としてあるのです。そういう中で、この安定化計画というの

は何のためにつくるのかと。例えば、今の話だったら、レセプト点検以外でプラスになる部分

というのはあるのかと。このつくる労力、もちろんこのことをつくることによって、白老町は

３連携で医療費を減らそうというような方向づけになったということは、それは評価できると

思います。これがなかったらそうならなかったかもしれないから。そういうことはわかるので

す。ただ、では、これだけのものを、去年とほとんど変わらないようなものをつくる労力含め

て、パソコン入っていればすぐできるのかもしれないけど、そういうことで役場の仕事という

のが成り立つものかと。私はやはり、今の医療費というのは、白老の医療費含めて高すぎるの

だから。介護保険が半分で、どうして医療費だけが 1.14 をオーバーするのだと、いつも言って

いるけれど、そういうところを皆さん方が徹底的に研究し、我々も協力して研究して、そこが、

白老町が今のような医療状況にあるにもかかわらず、脱却していけるようなものをつくらない

と、まちはつぶれますよ。平成 35 年になったら、白老町の高齢化率 48%ですよ。豊浦よりも、

えりもよりも、様似よりも高くなるのです。これ、胆振の中で一番高くなるのだから。そうし

たら、これ、見えていますよ。だから、そういうことをクリアできるような安定化計画にしな

いと。職員の皆さん一生懸命やっているというのはよくわかるけど、そういう視点でやらない

と、去年と同じようなものをつくればいいなどと考えたのでは、全然話になりません。私はそ

う思います。３連携に取り組むのであれば、取り組むということで、では、この中で何を取り

込めるのかと。いろいろなことを含めて、徹底的にやったほうがいいのではないかと思うので

すが、いかがですか。  

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 大渕委員が言うとおりです、医療費が毎年右肩上がりに上がって

きているのでございますけれども。ちょっとあれなのですが、これ、医療費だけで右肩上がり

なのですけれども、実は、20 年度の国保財政黒字化したのです。今 28 日に議会、繰上充用あ

りますけど。それがなぜかというのは、また議会のほうでご説明申し上げますけれど、やはり、

今回の後期高齢者医療制度だとか、さまざまな医療制度改正に基づいて。ですから 21 年度黒字

化するとは私達思っていないのですけれども、5,000 万円ほど 20 年度黒字化になったのです。

ここ数年珍しく。ですから、ここのところの制度自体も、医療費とは別な考え方で考えていか

ないとだめなのですけれども、制度もこれだけ動いていますから、国保財政のことを考えなが

ら、ただ制度だけのことを思っていても、今度は医療費が、全般的におっしゃるとおり間違い

なく上がっていますので、高齢化してきますから、当然減る状況にはならないと思いますけど、

いかに一人当たりを押さえ込むかというところだと思うのです。それに３連携の、やはり本当

に重点的に取り組んでいかないといけないのかなと。その３連携の中でもどうなのだというこ
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とを、やはり３部署で考えて取り組みをしていかないと、将来的に下がっていかないのかなと。

そのぐらいしか申し上げられないのですけれども。 

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。大渕委員の後に聞くと、非常に僭越なのですけれども。安

定化計画の概要等については、今おっしゃるような中身、大渕委員が言うような中身になって

しまうのかなと思うのですけど。ただ、その対応の中で、るる国保の医療費の部分のところで

議論されている中身で、結局ここにも計画の中身に書いてあるのだけれども、在宅の絡みが非

常にしにくいという要因と、それから、高度医療が近隣にあって、非常にかかりやすい状況に

なっていると。この２点を絞り込むと、従前から言っている、うちのまちにも町立病院を核と

して、うちのまちにもお医者さんはいるわけですから、当然コンビに受診ではないけれども、

かかりつけ医、プライマリーケアということの推進が、私は安定化計画の中に盛り込んでもい

いのではないかなと思うのです。  

 それからもう一つは、やはり今言った在宅のやり方、要するに在宅のほうでいる人がいない

というのは、これ、非常に基本なのだけれど。こちらから出向いて行く在宅のやり方というの

もあると思うのです。これは費用の問題も出てくるかもしれませんけれども、ただ、長期入院

というか、施設に入っていただいての国保の医療費の負担額よりも、保健師さんなり看護師さ

んが出て行った医療費のほうが、どういう比較になるのかというのをやったことがないですよ

ね。同じ症例で、１人の患者さんの関係で。慢性疾患として、とりあえず介護者がいないから

やはり療養型に入れなくてはいけないという患者さんを想定したときに、その患者さんが在宅

に戻して、医療機関の施設サービスではなくて、出かけて行くサービスでやる医療費の差。こ

ういうのも検討した中で、医療費を縮めていくという努力もしていかなくてはいけないと私は

思うのです。そういうことも検討されたかどうかということをまず聞きたいのと。それも安定

化計画の中に盛り込むべきではないかということ。これをちょっと聞かせていただきたい。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 在宅医療は、白老町も健康福祉課のほうに訪問看護ステーション

がございまして、何人かの看護師さんがいまして、病院と連携しながら在宅医療をやっていま

すけれども。当然、医療機関に入院されるのと、在宅で医療を受けられる単価というのは、当

然医療機関のほうがかかりますし、在宅医療はほとんど小額でございますので、それはもう、

はっきりしていますし、ただ、目指すところは、そういうかかりつけ医だとか、これも３連携

の 13 事業の中のほうに入っていますけれども、これはお医者さんの数の問題とか、町立病院内

の先生の協力とか、なかなかこれから検討課題はありますけれども、やはりそういうものはす

ごく必要ではないかなと。町内医院もほとんどかかりつけ医みたいな形でお願いしていただい

ていますから。 

ただ、１次医療はそれでいいのですけれども、２次医療の場合が、大病院に行ったときの医

療費が相当かかると。やはり外来は、通院はそんなに医療費としてはウエイトが少ないと思う

のです。やはり入院される入院料が相当な量を料を占めてくると思われますから、そこまでに
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至るまでの対策が本当に必要かなと思われますので、町内の医療機関の先生方の協力も本当に

必要ですし、町立病院の協力も必要ですので、いかに在宅含めて、在宅医療をふやしていくか

ということも。これは、長野県を見ても当然そのとおり、医療費が少ない県はそういう取り組

みをやっていまして、これは、長年の経過の中でそういう状況になっていますけれども、北海

道的にいくと、どうしても病院に入院するという方が多く、また、看取りも病院で看取られる

という方がほとんどです。自宅で看取られるというのは、ほとんど少ない状況ですから、そう

いうことが今後の課題になってくるのかと思われます。  

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。  

○生活福祉部長（辻昌秀君）  資料１枚ご説明していないものがありましたけれども、マップ

です。これは国保安定化計画の指定になっているところ、また、準指定になっているところと

いうことで、表面と裏面ありまして、18 年度と 20 年度載っています。20 年度のほうをちょっ

と見ていただきたいのですけれども、道内指定市町村 22、準指定 56、合計 78。これが安定化

計画をつくっている市町村ということで、18 年度は合計 67 ですから、指定市町村は減ってい

るのですけど、合計すると若干ふえているという状況です。地域的なものをマップの色で見ら

れますから、白老含めて胆振管内というのは苫小牧までですけれども、かなり指定があり、ほ

とんど準指定にもなっているということです。これは先ほどから課長がお話ししているように、

医療にかかりやすい体制、また、大きな病院があると。そういう部分があろうかと思います。  

 私、直接、こういう分野は今まで専門ではないのですけれど、実際生活の中でいろいろ知り

合いから聞いた話では、がんの放射線治療なんかでも、最近は通院でされるというのが結構ふ

えてきているようです。私の知り合いにも、ちょっとかかわられました。私の身内で実はそう

いうことがありましたけれども、高齢者だということで、通院の負担を考えてやはり 40 日から

60 日入院した中で治療を受けたとか。ですから、白老、苫小牧間の距離というのですか、苫小

牧市内の方ですと、通院でいろいろな高度治療を受けられると思うのですけれど、やはり白老

の場合は、入院した中で、通院も可能なのだけれども、入院した中で治療を受けられるという

方もおられるのかなと。ですから、この辺の社会的な状況というのも、苫小牧との距離の問題

もちょっとあるのかなと。そんなふうには個人的に感じていますけれども。 

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 今、課長と部長の話を聞いて、いろいろ医療を求められる方のケース

というのが、いろいろとあろうかと思うのです。それを要するに満額にするということになれ

ば、いろいろな手だても今講じられる状況ですから、可能なのだけれども、うちのまちに関す

る医療費の高騰の部分をどう抑えるかという方策については、大渕委員からもいろいろそうい

う指摘もあったけれども、やはり安達課長から示されたように、もう後発の投薬だとか、いろ

いろな方法が言われているということで、これも取り組んでいかなくてはいけないと思うので

す。ただ、今言ったような中身で、課長も押さえているとおり、入院をされるよりは在宅のほ

うが医療費格段と小額ですよと。ここのことだけに傾注すると、やはり保健師さんなり看護師

さんなり、訪問看護ステーションのあり方も含めて考えながら医療費を圧縮していく。そうな



 14 

れば、安定化計画も指定から外れていくわけですから、そういう取り組みを考えていかなくて

はいけないかなと思うのです。当然これ、調査の所管の意見の中にはそれも盛り込まれるとは

思うのだけど、努力されていないということではなくて、医療制度自体も相当な枠組みの中の

制度ですから、ここをやればいいのだという、そんな特効薬はないとは思うのです。ただ、や

はりなるべく指定町村から外れてもほしいし、みんなが予防医学という医療なのだという啓発

を。医療費かかっていますよという通知もいいのだけど、もう少しそういうかかわり方を大所

高所からやられたほうがいいのかなというふうに思うのですけれど、その辺はどう思いますか。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 委員の言っているとおりでございまして、その医療費を下げるた

めに、ただ、町民の皆さんも、実は今まで健診も若い 40 代、50 代のうちにいかにかかってい

ただいて、60 代、70 代になるとどうしても、やはり病気になるなといっても、年を取ってくる

わけですから、病気になる確率も高くなってまいりますし、ですから 40 代、50 代、私達ぐら

いの年齢のときにいかに健康を維持するかというのが大事ではないかなと。そういう面では、

町内の 40 代、50 代の働き盛りの人、昨年の１例を申し上げますと、漁組の方で、現職で亡く

なった方がいるのですけれど。そういうのがあってあれして、漁業組合の中でもなかなか無関

心だった人が、やはり若いうちは無関心なのです。私達もそうなのですけれども。そういうの

があったものですから、漁組通じて保健師さんも入れていただいて、健診に来ていただく。こ

とし、ですから、特定健診ですね、組合員の方に多く特定検診を受けていただく。そういう地

道な活動を、保健師さん含めてそういう団体、保健師さんも常日頃からそういう団体に出かけ

ていったりしてＰＲしていただいていますから、そういうところから底上げしていって、まず

は検診を受けていただく。何か見つかったら次の予防をしていただくというような取り組みを、

本当に少しずつですけれど、もうやらなければいけないと感じていますので、そういうところ

は具体的に取り組んでいきたいと私も思っています。ことし、本当に漁組の皆さん相当数、６

月に特定健診がありますけれど、受けていただくというのが。そういうのが、なかなか変なき

っかけでございますけれども、そういうので町民の皆さんも関心を示していただいている部分

も、中にはあります。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 白老の医療費が高い原因の一つは、朝の送り迎えのバスがすごいです

よね。家の前まで。本当に。登別から、虎杖浜から、苫小牧から。藤田、生田、全部です。あ

れだって外来にしてはすごくありがたいことだし、すばらしいことなのだけど、医療費に関し

ては、あれだってものすごく後押ししていると思います。これは大きな声で言えないけれども。

だから、先ほどかかりやすい病院と言ったけれど、白老ほどかかりやすいところはないのでは

ないですか。あれだけ家の前まで送り迎えするのだから。行ってみようか。きょう医者にかか

ろうかではない。行ってみようかという人、相当いるよ。こういうことも相当医療費を圧迫し

ていると思います。これをやめてというわけにはいかないから、これはどうにもならないこと

です。これだけ言いたかった。 
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○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 確かに各診療所、クリニック、大型病院というのが、患者さんの送迎

をやられることは数年前から始まったのですけれども。一つは、患者さんの奪い合いというこ

ともあったのですけど、当時は老人医療法の絡みで、１回の診療をやると、５回まで無料にな

ったという、医療の、知っていると思いますけど、あったのです。そのことで、とりあえず頭

数、65 歳以上の高齢者を患者さんにしたいということがあったと。今、くるくる回っているの

は、確かに自分の医療機関にいる患者さんの確保もあるのですけど、あんまり医療費を追い討

ちかけているという絡みにはなかなかなっていないし、今は、かなり病院もサロン化はなくな

っているように思うのですけれども。介護保険が始まって、介護サービスのデイサービスに行

かれる方々というのが多くなったこともあって、一般の診療には、そういうサロン化している

ということは、今ないと思うのですけれども。ただ、言われていることは、ないとは言い切れ

ないと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） これは、町立病院もそうですよね。元気バスでないとなかなか通

院しづらいというのがございまして、病院は病院の経営努力上やむを得ませんので。ただ、保

険者の立場からすれば、通院されている方の中身をいかに保険指導、個々の指導をしていって、

余分なはしご受診とかないのか、町立病院等あるいは違う町内のお医者さんのところへ行って

いないかとか。同じ病名ですね。そういう苫小牧だとか行っていないかだとか、それを一つ指

導していくとか。そういう保健事業を、データがありますから、一つ一つ調査してやっていく。

ただ、医療機関に、先ほど言ったとおり、かかってはいけないということは、これは言えませ

んので、そういう指導をしていくとかということが、これから求められるのかと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） もう一つ聞きたいのは、私も日鋼病院に約 10 年かかっているのです。

このごろ日鋼病院は全く医者がいなくなって、内科何だか外科何だか、循環何だかわからない

のです。みんなおかしな年寄りが来て、医者が１人で診るのです。医療費がものすごく高いの

です。薬代が。私はずっといって３カ月分もらうと、２万 7,000 円取られるわけです。それで、

先日日翔病院に変えたのです。とにかく医者がいないから。同じ薬を持っていって、日翔病院

の薬代が３分の１でした。ジェネリックではないです。全く同じもの。名前が多少違うのが一

つあるけれど、だけれど全く同じ成分だと言っています。それで３分の１です。全く同じ薬で、

同じ料をもらって。だからやはり、スーパーの安売りでないけれど、医療機関もきちっと調査

してみてやるべきだなと、私は思います。 

○委員長（玉井昭一君）  ここで暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時１１分  

                                         

再開 午前１１時３０分  

○委員長（玉井昭一君）  休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。  
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 先ほどの続きから。山本委員。  

○委員（山本浩平君） 山本です。このテーマちょっと不勉強なので、聞く内容がぱっとしな

い質問かもしれませんけれども、教えていただきたいと思いまして。 

 まず、レセプト点検そのものの精査を強化することによって 1,600 万円ほどの効果額が出て

ということなのですけれども、主な修正要因と言っていいのですか、よくわからないのですけ

れども、どういったものが多く見られて、そうなったときにどうやって各医療機関ですとか、

各診療所に戻されて、それがどういうような仕組みなのか、ちょっと教えていただきたいとい

うのが１点。  

 それともう１点は、ジェネリック医薬品のことなのですけれども。私も民間のある病院にか

かっていて、同じ内容のものなのですけれども、途中でジェネリックに切りかわったときに、

本当に素人なので全然わからない状況で、確かに安くはなったのですけれども、本当に見た目

しかわからなくて、例えば、形状が丸から細長くなって、しかもパッケージも貧弱になってし

まって、これ、大丈夫かなと。理由にはならないのですけれども、単純にそういうふうに思っ

たのが１つです。もう１つは、知り合いの医者や、知り合いの薬剤師の見解を聞いたら、その

人達の判断なのですけれども、やはり後発というものに関して 100％の信頼度がないから、や

はりジェネリックでないほうがいいと思いますよ。みたいな、個人的な見解の人達もいたので

す。しかしながら内容によっては、ジェネリックでも十分であれば、しかもこれに切りかえる

ことによって大幅に負担額が全体的に減るということであれば、例えば町立病院であれば、町

長なりの政治的決断というか、そういったものが必要になってくるのかなと。そうしないと、

先ほどお話ありましたように、主治医の考え方一つでいつまでもこれは切りかえることができ

ないと思うのです。この件についていかがなものかなというふうに。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） まず１点目のレセプト点検でございますけれども、診療された２

カ月後に、国保連合会と支払い基金のほうからレセプトというのが保険者のほうに来るわけで

す。それを各被保険者ごとにつづっていまして、安達だったら安達の枠がありまして、そこに

ずっと履歴を入れます。当然毎月通っていればずっと何枚もございますから、それをレセプト

点検する者がまず見て内容をチェックするわけです。それで、過度の検査をしていないかだと

か、過度の薬を投薬していないかだとか、１カ月に１回しかできない検査を２回していないか

とか。いろいろなチェック項目、相当数のチェック項目がありますけれども、多く見られるの

が過度の検査です。１カ月に１回しかできない検査をしてくるケースがあるのですけれども、

そういうものを見つけ出して、この検査は１カ月に１回しかできない検査、もしくはこの病名

にこの検査しかできない、この病名にこの検査は不適切ではないかと。そういうものをレセプ

トに入れば、医者と同じですよね。コメントを書いて、もう１度国保連合会だとか、支払い基

金に戻すと。そして、あちらもまたお医者さんがもう１度うちのほうから疑義を申し立てたも

のに対してこれは間違いないなと。この病気に対してこの検査はおかしいと。これはやりすぎ

だと、これはだめだと。査定というのですけれど、100 円取った。これは 100 円は取りすぎだ



 17 

と。ズバッと切るわけです。ただしこれは、査定されたのは、患者さんが払う３割は訂正にな

らないのです。窓口へ２カ月前に払っているのです。100 円に対して 30 円払っているのです。

それが査定されて 90 円であれば、３割分 270 円になるわけなのですけれども、それは、患者さ

んは戻らない。保険者の７割分が、70 円部分がカットされて、再度請求の差額分だけ翌月の診

療報酬から引かれて、だから 1,600 万円が１年の中で修正されて戻ってくると。大きいのが、

そういう病名に対しての検査だとか、病名に対してする薬の量。こういう風邪なのに、風邪薬

とか胃腸薬。通常胃腸薬ありますよね。それとか何か違う薬。病名がついていないのに違う薬

を入れたりとか。これは戻したらイタチごっこなのです。戻したら医療機関はまた病名をつけ

てくるのです。極端に言えば、風邪なのに、精神的なうつ病のものを薬に出した。そうしたら

今度はうつ的なもの、精神の何かをつけてくるのです。イタチごっこなのですけれども、そう

いうのもあるのですけれど、そういうのがすごく多いのです。  

 それと、ジェネリックの関係ですけれども、やはり公立病院、先ほど町長の政策的判断と申

しましたけれども、なかなか政治的判断と申しましても、やはりこれ、医療を担うのは医師な

ものですから、医師が患者に対する行為を第三者から物を申すというのは、なかなか難しい立

場でございますので、やはり患者さんから、私はジェネリックでいいから一応試してみたいと

か、申し出たほうが一番いいと思うのです。先生ちょっと様子を見ましょうと。１カ月、２カ

月、ちょっとこの薬を変えたことによって、数値が必ず１カ月に１回血液検査しますよね。ジ

ェネリックに変えて２カ月後、３カ月後血圧が下がらないと。それだったらもう１回先発品に

直すとか。それがまた効くようであれば、そのまま続ければいいですから、やはりいかに患者

さんがお医者さんに申し出るか。それを今回こういうカードをつくって、「先生、ジェネリック

にしてください」と。保険者が被保険者に配りなさいとか、そういうＰＲをしなさいというの

が指導にございますので、そういうのも含めてやっていきたいと、一応思います。  

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） 大体わかりました。お話を伺っていると、まずレセプトの件ですけれ

ど、各診療所ですとか病院関係は、点数を上げることによって利益を上げるという、そういう

ことですよね。ですから、そういう構図になっているのかなと思うのですけれど。再確認なの

ですけれど、国保連合会からの査定ということで、あくまでも行政側から直接教育的な指導み

たいなことはできないという認識でよろしいのですね。それが一つ。 

 それとジェネリック医薬品なのですけれども、先ほど患者さんのほうから依頼があればとい

うお話がございました。現在、例えば町立病院でそういったケースに両建てでやられているの

かどうなのか、その辺はいかがでしょうか。  

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） まず１点目のレセプト点検でございますけれども、医療機関側か

らまずレセプトを請求した場合、国保連合会支払基金でもかかりつけの、これは先生に依頼し

ているのですけれども、１次点検というのがあります。まず保険者に来る前にお医者さんが中

身を全部見る仕組みになっている。それでもうはじかれる１次審査というのがございます。う
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ちのほうの保険者に来て、うちのレセプト点検をするのが２次審査。ですから、診療機関はど

こでチェックが入ったというのがわかるのです。町立病院もそうなのですけれども、２次検査

で引っかかった。これは役場の、私もついこの間いましたので、それはやっているのです。診

療会議の中で、お医者さんと全部会議をやっているのです。返戻された中身、全部、患者ごと

に全部わかるのです。これ、どこで引っかかったと言ったら、国民健康保険でやっているのが

わかるのです。イタチごっこなのです。そちらで検討するのです。検討会議、町立病院でもや

っているのです。私も入ってやっていましたけど、次はこういうふうにやりましょうという、

お医者さんが知恵を出すのです。ここを見ているなと。そうしたら言葉悪いですけれども、裏

をかこうという作戦会議を、町立病院中でも実は毎回やっているのです。そういう中身です。  

 あとジェネリックは、町立病院も一部使っております。薬によってです。外用薬とかそうい

うのは、もうジェネリックを使っていまして、ただ、内服はまだまだなので。ただ、国の使用

もこれ、医療費抑制のために上げていけという、使用効率、使用率を上げていけという指導が

ありますから、やはりこれ、患者さんに言われると一番、やはり効果大なのですから、患者さ

んがお医者さんに申し出てもらって、ある一定の、薬もいろいろ飲んでいる人は何錠もありま

すから、その一部をジェネリックにするとか、全部じゃなくて、５錠のうち１錠、２錠をジェ

ネリックにするとか。それは医者の処方ですけれども、そういう形でやっていただければ、必

然的に金額、極端な話、物によって先発の２割、３割のぐらいの価格ですから、ジェネリック

使えば間違いなく半額にはなってきます。ですから、薬、先ほど松田委員が言いましたけれど

も、３カ月だったら２万円も３万円も。町立病院で 30 日投与で薬代約１万円ぐらい皆さん払っ

ていますから、それが 3,000 円、4,000 円で終わるというのがジェネリックです。そういう状

況がありますから、当然保険者側も、被保険者も助かりますし、保険者も助かる制度ですから、

もしくはそういうことができれば、患者さんのほうから申し出てもらうというのが一番的確か

なと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時４１分  

                                         

再開 午前１１時４５分  

○委員長（玉井昭一君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

 ほかに質問ある方。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今回この国保の安定化計画についての所管事務なので

すけれども、先ほど同僚委員の大渕委員のほうからも話があったとおり、これから高齢化率が

どんどん高まっていく中で、医療費を下げる努力をしなければいけないということは、結局は

特定健診、健診率を上げていかなければいけないというところに着目していかなければいけな

いですよ。大きな病をする前の予防、そういったところにやはり力をいれていかないと、いく

らどんなことをやっても厳しいだろうと。だから、病院にかかる回数は、例えばある町では、

医療費がすごく安く済んでいると。その理由は何なのかと言ったら、常に病院に町民の方々が
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来ているのだと。そんなに常に来ていたら、医療費が上がるのではないかなと思うのだけれど、

結局は大きな病を引き起こす前に段階を踏んで処置をしているというか、そういう自分達の健

康維持管理についての関心度がすごく高い町が、結局は医療費が下がっているというところに、

前にも１回事務長の時代に私はそういう話を聞いたような気がします。今後の対応としては、

健診率を上げていくことが必要なのだと。いろいろなことをやることはすごくいいことなのだ

けれど、何か一つ絞ってでも、今年度はこれでやるぞという何かがないと、白老町の健診率、

19.15％というのは、なかなか 25％をクリアするまでには至っていかないのではないのかなと。

そういった思いがあるのですけれど、それについての考え方をもう１度お聞かせ願いたい。 

 それから、先ほど安達課長が言っていた医療費は上がっているのでしょうけれども、国保会

計が黒字化するという話がありましたけれども、これはどうなのですか。後期高齢者医療制度

に移行したというのもあるという話がありましたけれども、これは白老町だけですか。近隣の

市町村の状況からいって、ことしはこんなものでしょうという話なのか、その辺についてもう

少し教えていただきたいと思います。この２点だけ。 

○委員長（玉井昭一君）  安達課長。  

○町民課長（安達義孝君） まず１点目の、高齢化にしたがって医療費は当然上がっていくた

めに特定健診。これは国のほうも昨年度から制度化して受診率を毎年上げていって、最終的に

は 65％。受診率上げない保険者にはペナルティーをかけるというのがこの制度でございます。 

健診の中身も、今言われるメタボリック症候群、成人病になる前の予防対策のためにやる健

診でございまして、実は６月集団健診ございますけれど、広報等周知して、今、申し込み取っ

ているのですけれども、すごく、この間聞いたところ、健康福祉課のほうで今集約していただ

いているのですけれども、相当もう、昨年以上申し込みが上回っているということで、少しず

つ関心度も高まっているのかと思われますので、昨年よりもう 70 人ぐらい多い状況、申し込み

あるみたいですから。こういうのをＰＲしていって、毎年受診率を上げていく取り組みをして

いけば、先ほど言った漁組の人だとか、いろいろな階層の人方に来てもらって、初期の予防医

療を図っていきたいと。この辺やはり、取り組みを強化する。それと、やはり国保病院、うち

の町立病院の連携のあり方ですね。国のほうも、公立病院を抱えているところは医療費も安い

とよく言われているのです。ですから、うちの町立病院も来た患者さんだけを診るのではなく、

予防医療のために各先生方の患者さんに対する指導も、やはりきちっとしてもらって、将来的

にはかかっていても、病院通院で治るような状況を目指していくということが必要でないかな

と思われますので。これは相反することですけれども、国保会計と病院会計ですね。国保会計

が黒字化していくと、町立病院は経営も大変かなと思われますけれども、やはり町民のために

両面でやっていただくというのが、これが３連携の柱になっていますから、それを推し進めて

いただきたいと思っています。 

黒字化でございますけれども、20 年度に後期高齢者制度が実はできまして、75 歳以上の方が

後期高齢者医療制度のほうに移動していくと。それと同時に、退職者医療というのも中身が変

わっているのです。60 歳から老人医療になる 74 歳まで、退職者制度ということでやっていた
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のですけれども、65 歳から一般被保険者に今度は移っていくのです。60 歳から退職者医療制度

該当なのですけど、65 歳を過ぎると今度は一般の被保険者に変わっていくと。同じ国保の中な

のですけど。老人医療まで今まで退職者医療制度でずっと来ていたのですけれども、それが一

般医療に変わったと。今、日本の医療制度の中で、前期高齢者とよく言葉聞かれると思う。前

期高齢者というのは、65 歳から 74 歳。後期高齢者に行く前の方を前期高齢者とよく言われる

のですけれど、それを抱えているのは保険者で一番多いのはどこだというと、国保なのです。

当然 60 歳で皆さん会社リタイア、定年されて、ほとんど国民健康保険に加入されますから、当

然前期高齢者というのは国民健康保険が一番多いと。国の医療制度の中では、国保の被保険者

が多いですから、各保険者でそれを財政調整しようと。社会保険、組合健保、いろいろな共済

健保。それは 65 歳から 74 歳以内ですから、各保険者ですね。若干は働いている人もいますけ

ど、それを保険者間で財政調整しようというのが今回の仕組みですから、前期高齢者納付金と

いうのが、うちのほうに実は収入として出てきているのです。それは新たな一つの制度ですし、

後期高齢者と同時に出てきたと。老人保健拠出金というのがなくなりました。ですから、私ど

もでいくと、収入では、退職者医療制度に伴う交付金の収入が 19 年と 20 年度で比較すると、

５億円ぐらい逆に減っているのです。ところが、前期高齢者という方たち、65 歳から 74 歳が

当然国保の被保険者多いですから、それは各保険者から私のほうに交付金としてくると。それ

が約６億円来るのです。ですから、相殺あったりして、19 年度の比較をすると、収入で１億 5,000

万円ぐらい。これは全体的に減っているのですけれども、逆に今度歳出でいくと、後期高齢者

に加入しますから、交付金というの、一般会計とは別に、国保から行く人いますから、２億円

ぐらい負担があるのです。それと逆に、老人保健拠出金が今度廃止になりますから、どんどん

廃止になっていますから、来年で終わりですけれども、この交付金が４億円ぐらい減ってきて

いるのです。ですから、歳出では２億円ぐらい歳出減になっているのです。歳入で先ほど言っ

た１億 5,000 万円。だから、差額 5,000 万円ぐらい黒字になってきたという要因がありますの

で。ただこれが 21 年度からはそうはいかないのではないかと。国のほうも多分、氏家副委員長

が言った、周りどうなのかと。まだ状況把握していない。多分黒字化多いと思うのです。制度

のあおりを受けて、保険者の努力ではなくて、制度上のいろいろなどさくさのもので黒字化し

ている部分が非常に多くて、実際に 21 年度そのままいくのかというと、全然いかないと思うの

です。ですから、こういう状況ございまして、努力はしていきますけれど、21 年の国保会計の

決算状況、まだまだ不透明な部分ございます。まだちょっと聞いていないものですから。ただ、

多分黒字化するところが多いと思います。うちがなんせ赤字でしたので、うちが赤字というの

が黒字化するということは、他の市町村は間違いなく黒字化なるというのが。大都市は別でし

ょうけれども、黒字化になるという状況があると。以上です。  

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。簡単なこと。後で来た資料の６ページ。20 年度の医療費の

見通しなのだけれど、まだ多分連合会から来ていないのだと思うのだけれど、うちが 19 年、52

万 8,000 円ですよね。それより上回るようかどうかという、その感触が１つと。 
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 それとのかかわり合いで、インフルエンザの予防接種がすごく伸びているのです。これは、

絶対私は、医療費に好影響として跳ね返るのではないかと思っているのです。ただ、論拠みた

いなのがこういうもので出るものですか。一般的な言い方しかできないかもしれないけれど、

これだけインフルエンザの予防接種が伸びているということは、効果が出なかったら、1,000

円もかけて 2,200 人もやって。これの効果が出るとしたら、きちっと評価をして、広報なら広

報で知らせて、3,000 とか 4,000 という数にしていくという努力も必要かなと思うのです。医

療費との因果関係がちょっとでも明らかになれば。そこら辺どんなものですか。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 多分医療費は上がると思います。下がる結果にはならないと思い

ます。ただ、伸びが若干鈍るのかもしれないとも思われますけれど、上がることは間違いない。

今の決算状況では、医療費は若干伸びていますから。ただ、比較するのは、対照ならない部分

はございますけれど、ちょっと伸びていますので。  

 それとインフルエンザは、毎年やはり関心度が高くなっていますので、細かい分析はしてい

ませんけれども、外来で風邪をひいた患者さんが外来通院するのは、間違いなく減ってきてい

るのかなと思われます。これは、お年寄りの方ですから。従来の慢性疾患病は、これは従来ど

おりの方ですから。ただ、風邪をひかれてこじらせたとか、そういう方は少なくなっているの

ではないかなと思われます。ことしは、今の新型インフルエンザの関係で、相当量の摂取患者

がふえるのではないかなと。これは老人だけではなくて、一般の私達、働きに行っている人方、

40 代、50 代とは言わないけれど 30 代からですね、相当インフルエンザ、これ、補正しなけれ

ばいけない状況になるのではないかなと思われます。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。まとめの中でもちょっと入れたいと思っているのだけど、

インフルエンザと医療費の因果関係と、それから肺炎との因果関係。そこら辺がそんなに負担

でなければ、ぜひ調べて、因果関係があるかないか、肺炎まで行ったら、インフルエンザで終

わっているのと、医療費は６倍とか７倍とかになりますよね。そういうことがきちっとデータ

として出てくるような状況になると、私は見方が全然違ってくるかなと思っているのです。そ

こら辺、私もまとめで言いたいと思っていますけれども、そういうことはぜひ分析。正確なも

のでなくてもいいですから、大まかなものをやってほしいなというふうに思います。  

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 分析結果来ますけれど、疾病の部分も来ますから、それは見比べ

ることはできるのかなと思われますので、そういう大きな項目ですけれど、若干は見られるか

なと思われますので、次回の 20 年度の結果は、後日また結果が出しましたらご報告申し上げた

いと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 後でいただいた報告の中で、今回の資料で 10 ページのところですか。

疾病別件数とか、疾病別医療費とか、こういう資料をいただいたのですけれども。この中で循
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環器系がものすごく高い割合を示しているのです。今回のヘルスアップ事業とかいろいろある

中で、健康増進法というのですか、いろいろな保健事業をやっていらっしゃるのですけれども、

実際にこの循環器系を予防するためのそういう事業とかをしていらっしゃるのでしょうか。と

いうのは、前回 30 ページのほうに、前のほうの資料のところです。この健康保健事業が３カ所

の減少が見られて、今後の周知方法、事業展開を検討する必要があるというふうにしているも

のですから、こういうふうな循環器系の患者さんが多い、また医療費も高額になっているとい

うことで、町としてどのように分析されて、今後どのような事業展開というか、健康増進のた

め、予防医学に持っていくための、前段の部分で対処されていくのですか、考えられているの

ですか。その辺ちょっとお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 今、西田委員が言われるとおり、循環器の疾病が断突、我が町の、

この 10 ページに出ているとおり多いのです。これによって全国的な傾向でもございまして、そ

のために国はメタボリック、特定健診、メタボリックシンドロームという対策を取っていこう

と。これが将来こういう疾病につながるということで、国のほうもやりだしたのが特定健診な

のです。これは５番目に書いていますけれど。７ページの一番上に、課題と重点的な取り組み

ということで、３割を占めている循環器系疾患の対策でメタボリックシンドロームの予防対策

に重点的に取り組む。これはやっぱり国のほうも同じ、うちがこういうことになっていますの

で、いかに特定健診を受診してもらって、早期のうちに対策を講じていくかということが課題

です。ですから、これは 40 代、50 代の人にかかってもらうというのが、一番主としてやらな

ければいけないことなので、これを漁組の若い働き世代の方がことし受けてもらえますから、

そういうところから取り組んでいこうと考えております。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） 今の説明でわかったのですけど、１つだけちょっとわからなかったの

ですけれども。これは、この資料をいただいて読んでいても、私自身勉強不足ということもあ

るのですけれども、実際にメタボリックが循環器系の病気になるぞということがどこにも書い

ていないというか、はっきり示されていないというか。何となくわかるようでわからないとい

うのですか。「循環器系の病気になるよ」と言われても、正直言って、ぴんとこないというので

すか、その辺はどのように。それでなければ、もう少し真剣になってやっていくと思うのです

けれども。その辺が、よく、因果関係がわかるというか、その辺はどうなのですか。 

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） これは国のほうでも循環器系の疾患というのは、メタボリック、

やはり内臓に皮下脂肪がたまって影響しているというのは、医学的見地から解明されている問

題は、もうしっかりしています。ただ、それを被保険者の皆さんに、だから受けてください。

ということを、保険者としてもきちっと知ってもらってやるということが大事だと思いますの

で、西田委員の言うとおり、その辺も広報等でメタボリックに対する内容を周知しながら、だ

から特定健診は大事だということをやっていきたいな考えています。 



 23 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） メタボリックのことで、私はこれは 85 以上どうのこうのと言ったら、

85 以上の人、誰も受ける人いないですよ。これ国技館の相撲取りだって誰も受けないだろうし。 

それからもう一つは、65 まで上げたいと言っても、白老町が 19 点何ぼ。本当は 65 でなくて

100 でなければ、やる以上法律だからだめなのです。それを 25 でいいのかという、こういうい

い加減な数字自体おかしな話だと私は思います。  

 それから、もう１回言っておきますけれども、85 以上の人、行くはずないのです。はっきり

していますから。こういう検査の仕方が、私は違うと思います。 

 それからもう一つは、私も日鋼病院先ほどから 10 年も行っていると言っていますが、日鋼病

院の医者は、白老の人がなぜこんなに喘息が多いのだと。これは不思議だと言っているのです。

特に北吉原あたりは、私の知っているだけで４人白血病で死んでいるのです。若い人から何か

ら。このごろ死んでいないけれども。医者に行くと、なぜ白老の人、白老というのは北吉原の

人方、私、北吉原だから、こういうところと本輪西の人が一番多いというのだから。だから、

やはり何かがあるのです。これだって、このグラフを見たらこんなになっています。これはや

はり何かあるのです。絶対あるのです。  

○委員長（玉井昭一君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 今の特定健診の実施計画なのですけれども、町のほうでは 20 年か

ら作成していまして、どこの保険者もそうなのですけど、一気に本来はやるというのが当然な

のですけど、なかなかそうはいかないということで、昨年 20 年度から 24 年度まで実施計画を

立てて、初年度として 25％。ことしは 35％です。最終年の 24 年には 65％。これは国の指導で

ございまして、達成できないと保険者にペナルティーをかけていくという状況でございます。  

 それと、対象者は 74 歳までの国民健康保険の加入者に対して特定健診。あとは、ことしから

後期高齢者のほうでも同じような、74 歳以上の方ですけれども、同じような取り組みを。後期

高齢者医療のほうで取り組みはしていきますけれど、同時に、あわせて 74 歳以上でも健康な方

で、これから病気にならないように予防するということもございますので、取り組んでいきた

いと考えています。 

○委員長（玉井昭一君）  よろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  それでは暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０７分  

                                         

再開 午後 ３時１０分  

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。 

 きのう、きょうのまとめを行いたいと思います。  

まず、きのうの防災行政について。特にこういうことは入れておきたいというのがありまし

たら、どんどん出してください。熊谷委員。  
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○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。あの中でも議論が結構ありましたけれども、やはり町側、

自主防災組織を立ち上げることが一番防災について有効だという認知があったと。大渕委員の

ほうからも言っていましたけど、従来の仕組みを新たに考えなければならない時期に来ている

のではないかと。自主の防災組織だけに頼らず。そういう仕組みづくりをきちっとこれから精

査すべきというのは、調査意見の中に盛り込んだほうがいいのかなと、私はそう思いますけれ

ども。あと細かいところについては、正副委員長にお任せしたいと。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） その点については、多分今回この自主防災組織の確立が大事だよ

というのはよくわかるのだけれども、例えば５年、７年の間でできないものが、今までどおり

のことをやっていていいのかという話がありましたよね。行政と町民との関わり方、防災に対

しての意識のかかわり方みたいなものも、根本的に見直していかなければいけない時期に来て

いるでしょう、というところが大事なところなのです。  

○委員（熊谷雅史君） 狼少年ではないのだけれど、来るぞ、来るぞ、備えなければだめだぞ。

という、そういう高揚の部分の発信を何らかの形ですべきだなと。これも入れていただきたい

と思いますけれども。言い方あれかもしれませんが、うまくその辺文章化していただいて。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。  

 行政無線で、無線のついている機器のすぐ側の人が、音がうるさいとかと言うのが、これは

必要な事項を伝達するのだから、これが、うるさいということを、利用する側がすごく気にし

ているのです。役所もそうなのだけど。うるさいというのであれば、行政無線の意味がないの

です。根本的にそう思います。だからこの辺、根本的にうるさいのを気にしてしまったら、利

用頻度が少なくなるわけです。やめてということではなく、いわば、やめてというような文句

を言っているみたいです。それは一部の人だと思うのですが、そう言っている人がいるという

のです。アンケートとったわけではないので、何人言っているかは知りません。そういう、う

るさいという人もいるからなかなか大変なのです。という言い方をするわけです。それを気に

しているようでは、何回も言うけれど、防災無線の意味がないなと私は思うのです。その辺は、

どの辺まで委員会として書くべきかと思うのだけれど。書かなければと思うのです。山本委員。  

○委員（山本浩平君） 今の点ですけれども、具体的な計画が立てられるペースが非常に遅れ

ていることの言いわけの一つになっているような気が、私はします。ですから、それよりもむ

しろ平常時の前の利用についても速やかに、早く取り決めをしてやっていただきたいというこ

とです。付け加えていただければありがたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今、山本委員が言われたことなのですけれども、総体的に施行ま

での２年間の計画の中で、それにしっかりとした基本的な対応というか、使用に対してのそう

いう計画ができていなかったことが、それは認めていた部分がありますから、それについては

ちゃんとここでしっかり言っておかないと、今後のいろいろな計画にもかかわってきますから、

そういうことは委員会の意見として出しておくべきだろうなと。くぎを刺すのではなくて、こ
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の２年間何をやっていたのかという部分がありますから、それだけは入れておいてもいいかな

と。行災無線については、私はそれでいいような気がします。  

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 表現は氏家副委員長にお任せいたします。  

○委員長（玉井昭一君）  それは大事なことだと思います。  

そのほかありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、１つ。この問題については、行政だけが悪いのでは

なくて、町民の側もきちんと考えましょうという部分は、そういう表現はどこかに入れたほう

がいいと思います。何でもかんでも町にやって、やってと言っても、それはだめです。 

それと、今松田委員が言ったように、実際に何か危機があったときに鳴らすのだから、うる

さいもうるさくないもないのです。津波が来るというのに、うるさいなどと言わないですよね。

そういうためのものだという認識がなくて、何か映画のあれを流すわけではないのだから、や

はりそういうレベルの話ではもうだめだと私は思います。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） だから、平時も使うのか、本当に災害のときだけ使うのか、ここのと

ころをきちっとするべきなのです。例えば、この間みたいに議会で使うとかと言ったら、側の

人はうるさくて、遠くの人は聞こえないのだから。平時に使うのか本当の災害に使うのかとい

うことをはっきりすべきなのです。 

○委員長（玉井昭一君）  町側で行政無線を使いますというのは、両方入っているのだと思い

ます。緊急時と平時に使うのと、両方だと思うのです。行政無線と言っているのだから。だか

ら、今松田委員が言ったことは、両方使われるという感覚で町側は考えているのだと思います。

たまたまこの前、町長と正副議長、正副建設厚生委員長の４人で懇談する機会がありました。

そのときに町長が言ったのは、議会で使うということは、今回は行政無線として 10 本の指に入

るだろうと。使えないというのはおかしいのではないかという話をしたら、それはもちろん使

えますよと。使えるようにしなければだめだ、それは間違っていると即決で言っていたのです。

だから恐らく、今回の報告に行政無線は使えると思うのですが、まだ結論は出ない。きょう委

員会をやると言っていましたから。そういう話をしていましたから、そういう点からいっても、

行政無線というのは、今松田委員が言っていたように両方使えるのだというふうに認識はして

いるのです。今結論が一つ出てきたらすぐわかることだと思うのだけれど。 

山本委員。  

○委員（山本浩平君） 私が言いたいのは、２年間に、たくさんの自治体に、もっと前からつ

けているところの先進事例があるわけです。そういうところでやって、町民から評判が悪い例

も絶対あるはずですから、その辺の精査を、きちっとやはりやっておくべきであって、この４

月１日からスタートできる仕組みをつくれていなかったことが非常に残念だし、他のことにも

こういうことは関係してきますので、あれだけ町長の肝入れでやったというか、町長は事ある

ごとにいろいろなところでＰＲしていたわけですから、それが４月１日でできないような状態
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ということ自体が、これが問題なのです。いくらでも、期間が過ぎてしまったことはどうしよ

うもないので、１日も早くその辺の精査をしていただいて、必要のないものもあると思うので

す。やったけれど、町民や市民から、こんなことで流されたらうるさくてたまらないというよ

うなものも絶対あるはずですから、早いところそういうことを調べた中で決めてやっていただ

きたいというふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、きのうの分については以上で終了したいと思います。 

 それでは、きょうの分。国保の安定化計画について。大渕委員の力説していた部分は載せな

いとだめですね。身障者の身になってやっていますかと。 

 熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。確かに安定化計画を遂行することによって、医療費を縮め

ていくということも目的の１つであるという中身で、その方策を有効なことも聞いたと。町側

のほうから投薬の部分だとか、レセプト点検を強化することが有効だという話があったのだけ

れども、そのほかに３連携含めて、もう少し医療費を縮めるシステムづくりを考えるべきでは

ないかと。それは、やはり在宅であり、いろいろな医療費を削減する方策を。やはりこれは在

宅しかないと思うのですが。健康づくりもあるけれども、在宅だとかそういう政策をもう少し

きちっと、国保の担当ではなくて、それに関連する全課を上げて取り組むべきだということを

一つ入れてほしいのです。評価はするけれどと、評価を入れて。それは大渕委員の論旨の中に

も入っていますので、申しわけないですがよろしくお願いいたします。あとは正副委員長にお

任せいたします。  

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私はここの国保の安定化計画についての話の中では、例えば即効

性のある、それをやったら即効性があるかどうかわかりませんが、レセプト点検ともう一つは、

特定健診の結果というものが出ていますよね。やったらこうなるのだという結果が出ているの

で、予防医学とジェネリック。そういったものが医療費を下げるには特効薬みたいな部分があ

りますよね。  

それからもう一つは、インフルエンザの部分で裏づけはほしいのだけれども、結局はそこも

必要な部分。  

今熊谷委員が言われたのは、在宅。これは、本当に入院するよりは在宅で診たほうがずっと

医療費の縮減になるけれど、訪問看護ステーションの整備自体が、実際今そこまでできるか、

できないかという問題も抱えていますよね。だから、すぐ町民に協力してもらってできるもの

と、中長期的にやるものと、そういったものも頭に入れながらまとめて。  

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今ので結構なのですけれど、１つだけ。考え方として、議

会として、やはり安定化計画をつくるのであれば、従来の延長線上だけで物事を考えるような
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ことは、行政としてはもうやめなさいということは、表現の方法は別にして、議会として指摘

すべきです。評価すると同時に、やはりきちっとそういうところは、そういうマンネリという

のは、ずっと見えてどうにもならないのです。何というか、人が減って、給料が下がって、モ

チベーションが上がらないとよく言うけれど、そういうことで済まされるものではないと私は

思うのです。だから、これ以上仕事をたくさんやれとかと言うのではなくて、そういうことは

指摘したほうがいいと思います。だから、表現方法はお任せしますけれど、そういう部分も議

会として所管事務調査やっているわけだから、指摘するところはきちっと指摘する。評価する

ところは評価する。改善させるところは改善させると。こういうふうにして出すと。そうすれ

ば、６月はできないけれども、９月なり 12 月の一般質問で、中身についてはどうやってやった

のだと聞けるようになるわけですよね。そういうようなものに組み立ててほしいというふうに

私は思っております。  

町民の健康を守るということが大前提で医療費を下げるのだから、我々が言っているのは、

ただ医療費だけ下げてと言っているのではないのだから。だから、健診の話もあれば、いろい

ろな話をしているわけだから。だから、それでない方法としてあるのがジェネリックであり、

レセプト点検なわけなのです。そこはちゃんと区分けして書かないと、何か同じく、下げるた

めには何でもかんでも病院に行くなというような、我々言っているわけではないです。そこは

ちゃんと分けて、そうやって書いていただければ。難しいと思いますけれども、お任せいたし

ますので、よろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ３時２８分  

                                         

再開 午後 ３時３０分  

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。 

ほかございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  ないようであれば、今まで言われたようなことで、まとめを進めて

いきたいと思います。  

                                         

  ◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、委員会を終了いたします。 

（午後 ３時３１分） 


