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会 議 録 

 

1 開催日時 令和 3年 11月 25日（木）  午後 3時 30分～4時 

 

2 開催場所 釜石市役所第 7会議室 

 

3 出席委員 11名 

  公益代表 

   前川 公二 佐々 隆裕 佐々木 亨 市川 淳子 

  医療機関代表 

   神林 敦彦 金澤 英樹 

被保険者代表  

   柳田 三枝子 佐々木 秀夫 佐々木 てる子 池田 盛子 中平 美惠子 

 

4 説明のために出席した職員等 

           

    税務課   佐々木 絵美 税務課長 

    市民課   三浦 薫   市民課長 

濱川 希望  課付係長 

          宮野 秀幸  国保年金係長 

 

5 傍聴者 1名 

 

6 会議の経過 

1 開会     事務局から開会を宣する 

2 市長挨拶  （代読：副市長） 

3 会長挨拶   前川会長 

4 審議事項 

（１）釜石市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について 

（２）釜石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について 

（３）令和３年度釜石市国民健康保険事業特別会計１２月補正予算 

（案）について 

７ その他 

８ 閉会 

 



2 

 

１ 開 会 

（司会者） 

只今から、令和３年度第３回釜石市国民健康保険運営協議会を開催いたしま

す 

本日の協議会を開催するにあたっては、新型コロナウイルス感染症予防の観

点から、おおむね１時間程度をめどとして、進行させていただきたいと思います。 

 

【新委員紹介】 

 それでは会議を始める前に、新委員をご紹介させていただきます。 

被保険者代表委員の藤原成子委員が退任となったことから、後任として中平 

美惠子様に１０月３１日付で就任いただいております。 

本日、副市長より委嘱状を交付させていただきますので、恐れ入りますが、中

平様はこちらへお願いいたします。 

 

【委嘱状の交付】 

（副市長より、委嘱状を読み上げ交付） 

 

（司会者） 

中平委員、よろしくお願いいたします。 

 

（司会者） 

次第に戻りまして、２ 市長挨拶ですが、本日は市長が公務で出張しておりまし

たので、代わりに副市長よりご挨拶をいただきます。副市長よろしくお願いしま

す。 

〈副市長あいさつ〉 

 

 令和３年度 第３回 釜石市国民健康保険運営協議会の開催にあたり、一言、ご

挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、お忙しい中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。

また、日頃から、国民健康保険事業はじめ市政全般にわたりまして多大なるご支

援・ご協力を賜り、心から御礼を申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染症について、市の集団予防接種が１１月２１日で一旦

終了し、対象者への接種状況は 90％に達したところです。全国的には感染者数

の急速な減少が続いており、当市においても、新規感染者数ゼロが続いておりま

す。 
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 これもひとえに、日頃から市民の皆様一人ひとりが感染防止対策を強く意識

され、実践していただいた成果と深く感謝申し上げます。 

 

さて、当市の国保事業状況と、税率改正（案）については、前回の本協議会で

も説明させていただき、ご意見を頂戴したところです。本日は、県内統一税率の

導入に向け、段階的に税率改正を行なうよう、令和４年度の税率改正（案）につ

いて、正式に諮問させていただきます。 

併せて法改正に伴う出産育児一時金に係る国民健康保険条例の改正と、令和

３年度釜石市国民健康保険事業特別会計１２月補正予算（案）についても諮問さ

せていただきますので、ご審議くださいますようお願いいたします。 

 

今後とも、国民健康保険事業の安定運営のため、更なるご指導、お力添えを賜

りますよう、よろしくお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

  

（司会者；宮野） 

 それでは、次に、前川会長に、ご挨拶をお願いいたします。 

 

〈会長あいさつ〉 

皆さんお疲れ様です。 

市民の皆さんはコロナに関心がいってますが、インフルエンザも油断できない

状況です。健康に注意して過ごしてください。 

 今日の審議事項は条例予算２件、補正予算１件の計３件になります。 

 皆さんのご協力よろしくお願いします。 

 

（司会者） 

 ありがとうございました。 

 副市長におかれましては、別の公務がありますので、ここで退席させていただ

きます。 

 

４ 審議事項 

（司会者）  

それでは審議事項に入ります。釜石市国民健康保険条例施行規則第２条の規

定により、会長が議長の任に当たることとなっておりますので、よろしくお願い

いたします。 
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（議長；前川会長）  

会議に先立ちまして議長より報告いたします。 

本日の出席委員は、１１名で過半数に達しておりますので、釜石市国民健康保

険条例施行規則第４条の規定により会議は、成立しております。 

本日欠席された委員からは、それぞれ都合により出席できない旨の届け出が

ありましたので、ご了承願います。 

次に本日の会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員には、釜石市国民健康保険条例施行規則第 11条の規定により、

議長において、公益代表委員の佐々木亨委員と被保険者代表委員の佐々木てる

子委員の２名を指名いたします。 

  

それでは、会議次第により進めてまいります。 

 審議事項（１）釜石市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について 

審議いたします。 

当局の説明を求めます。 

 

（市民課長） 

それでは、釜石市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について、説

明をいたします。 

１ページ２をご覧ください。 

 改正内容ですが、健康保険法施行令等の一部が改正されたことに伴い、当市も

条例の一部を改正しようとするもので、産科医療保障制度における掛金の額を

見直すこと及び少子化対策としての重要性を考慮し、出産育児一時金の総額を

420,000 円に維持することに伴い、第 4 条第 1 項中「404,000」円を「408,000」

円に改め、同項ただし書中「16,000」円を「12,000」円に改めようとするもので、

令和４年 1月 1日から施行しようとするものです。 

詳細について、別紙で配布した資料別紙４をご覧ください。 

改正の内容について、先ほども説明しましたが、図で表すと次のようになりま

す。 

 産科医療補償掛金加算が 1 万 6 千円から 1 万 2 千円に、出産育児一時金が 40

万 4 千円から 40 万 8 千円に改正となりますが、支給額 42 万円が維持されるこ

とになります。 

 なお、5ページ 6ページの別紙については、参考資料となりますので後でご覧

いただきたいと思います。 

以上が条例改正についての説明となります。よろしくご審議くださいますよ

うお願いいたします。 
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（会  長） 

ただいま事務局から説明にありましたけど皆さんの方から意見、ご質問あり

ましたらお願いします。 

内容は金額に変更なしと言うことでよろしいですか 

 

（市民課長） 

はい。総額は変わりないです。 

 

（会  長） 

それでは、お諮りをいたします。 

 釜石市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）を原案どおり承認するこ

とにご異議ありませんか。 

 

<異議なしの声あり> 

（会  長） 

 異議ないようでございますので、原案のとおり承認することに決定いたしま

す。 

 

 次に審議事項（２）釜石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）に

ついて 審議いたします。 

当局の説明を求めます。 

 

（税務課長） 

審議事項２釜石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について、

説明をいたします。 

 

市議会 12月定例会に提案するものでありまして、釜石市国民健康保険税条

例の一部改正ということで内容は主に２点でございます。 

これまで８月と 10月の２回、国保運営協議会で協議を頂いております。 

現在は諮問させていただいたところです。 

県内統一税率の導入に向けて歳入不足を補う為に行う税率改正が１つ、それ

から、子どもに係る国民健康保険税の均等割額の軽減措置導入に伴う改正とな

っております。 

審議事項２の説明資料の中の２番、主な改正内容（１）をご覧ください。改
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正税率は表の通りとなりますが、現時点で歳出した国保の歳入不足額のうち二

分の一程度、3,000万円程度の増税を見込んだ税率となっております。 

所得割は医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分合わせて、1.7％

増の 14％に、均等割額は 5,100円増の 37,200円に、平等割額は１,500円増の

35,500円となり、これは前回、令和２年度の改正時と比較しまして、応能割は

同程度の増でございますが、応益割、均等割・平等割ですが、こちらは上げ幅

を抑えた税率になってます。 

次に（２）の表をご覧下さい。 

こちらは子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取り組みとし

て子どもの均等割額を軽減するもので、表には、７割・５割・２割の軽減世

帯、そして軽減なし世帯別に、未就学児１人当たりの軽減後の均等割額を示し

ております。対象は全世帯の未就学児になります。 

その均等割額の５割、半分を公費によって軽減するといった内容です。 

７割・５割・２割の軽減対象の未就学児の場合は、軽減後に残った負担分の

半分を減額することになります。 

条例は他にも規定の整備に伴う改正部分もございますので、原則、公布の日

から施行されます。 

但し、（１）（２）の税率、子どもの均等割については、令和４年４月１日

から施行し、令和４年度分の国民健康保険税から適用となります。 

お手元の資料の７ページから、別紙２の２に、条例の改め分と新旧対象表が

ありますので後でご覧下さい。 

審議事項２について、よろしくご審議お願いします。 

 

（会  長）   

 ご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 前回の運営協議会でも説明があり、内容もほとんど変わってないようですけ

ど、そのままの改正案になってると思います。 

何回も話し合ってきてるので状況が変わってないので問題ないと思います。 
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（会  長） 

それでは、お諮りをいたします。 

 釜石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）を原案どおり承認する

ことにご異議ありませんか。 

 

<異議なしの声あり> 

 

 異議ないようでございますので、原案のとおり承認することに決定をいたし

ます。 

 

 次に審議事項（３）令和３年度国民健康保険事業特別会計 12月補正予算（案）

について審議いたします。 

当局の説明を求めます。 

 

（市民課長） 

私からは、令和３年度釜石市国民健康保険事業特別会計 12 月補正予算（案）

について、説明いたします。 

 

本資料の、3ページ歳入、4ページ歳出となります。 

説明は本日お配りしております「別紙３」で行います。 

「別紙３」をご覧ください。 

これは本資料の「審議事項３」のうち、補正のある科目のみを抽出し、「説明」

を記載したものとなっています。 

オレンジ色のマーカーの部分が合計欄となっておりますので、そちらをご覧

願います。 

  

本補正予算案は、歳入歳出それぞれ 2 億 1,260 万 9 千円を増額し、補正後の

予算総額を歳入歳出それぞれ 45億 1,737万 3千円としようとするものです。 

 

先に、歳出について説明いたします。本資料は 4ページになります。 

それでは、説明資料「別紙３」予算書の下のほうの表「歳出」について、ご覧

願います。横書きの表になります。 

補正予算額は表の真ん中の列「12月補正 B」の欄となります。 

 

「歳出」一番上の「総務費」ですが、国保年金係分職員の給与費 41万 5千円

と税務課職員分給与費 232 万 6 千円を合計し緑色のマーカーされているところ
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が合計となります。合わせて 274 万 1 千円増額し、1 億 13 万 7 千円とするもの

で、これは、職員の人事異動に伴う人件費の増などによるものです。 

 

 次に「保険給付費」の「療養諸費」の一般被保険者分ですが、医療費の保険者

負担金の不足分 1 億 5,000 万円を増額するものです。次に一部負担金免除分で

すが、同じく保険者負担金の不足分 1千 200万円を増額するものです。 

また「高額療養費」についても、現段階で不足が見込まれるため、2,900万円

増額し 3億 9,531万 2千円とするものです。 

これらを合わせて「保険給付費」については、1億 9,145万円を増額し、補正

後の額を 35億 6,793万 8千円とするものです。 

 

 「保険給付費」については、医療費一部負担金免除の市負担分を除き、歳入の

「普通交付金」と連動していることから、歳入にも計上しております。 

続きまして、「保健事業費」ですが、会計年度任用職員の職員手当分 10万 2千

円を増額するものです。 

 

 続いて「基金積立金」は、前年度繰越金の 1/2 をめどに積立てることとして

818万 2千円増額し、合計 868万 2千円とするものです。 

 

 次に、「諸支出金」の「償還金」ですが、普通交付金の実績により返還金が生

じたもので、岩手県通知に基づき返還するものと、保険給付費等負担金の確定に

伴う差額分及び保健事業等に係る補助金の実績に基づく返還等になり、1,013万

4千円を計上するものです。 

 

次に、歳入についてご説明します。本資料は 3ページとなります。説明は引き

続き「別紙３」で行います。 

 

 上のほうの表になります。 

「別紙３」の表「歳入」で一番上「県支出金」についてです。「保険給付費等交

付金」のうち「普通交付金」について、1億 7,900万円増額し、34億 1,548万円

とするもので、医療費の増額が見込まれることに伴い、増額するものです。 

 

 「特別交付金」は、一部負担金免除に伴う特別交付金で国及び県分を合わせて

1,005万円の増額になります。 

「国民健康保険一部負担金特例措置支援事業費補助金」は、120 万円の増額で、

1,834万円となります。 
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「県支出金」の合計額については、緑色のマーカー部分のとおり、1億 9,250万

円の増額となり、36億 8,509万 7千円となります。 

次に、「一般会計繰入金」の「保険基盤安定繰入金」の、税軽減分については、

90万 1千円を増額し補正後の額を 1億 3,000万 6千円とするものです。 

同じく「保険基盤安定繰入金」の、保険者支援分については、78 万 1 千円を

減額し、補正後の額を 6,229万 1千円とするものです。 

同じく「一般会計繰入金」の「事務費等繰入金」は、452万 9千円増額し、7,306

万 3千円とするものです。「一般会計繰入金」の小計は青色のマーカー部分にな

りますが、464 万 9 千円の増額で補正後の額は 3 億 3,006 万円としております。 

いずれも岩手県からの試算によるもので、現段階の見込み額によるものです。 

次に、「財政調整基金繰入金」ですが、歳入歳出の数字が固まりつつあり、当

初予算で基金を活用し予算を組んでいたことから、予算の調整を行った結果、44

万 7千円増額し、補正後の額を 243万 1千円とするものです。 

 

次に、「繰越金」ですが、令和２年度繰越金 818万 1千円を増額し、同金額に

するものです。 

 

次に、「諸収入」の「その他」ですが、令和 3年 2月診療分の「診療報酬」が

確定した事に伴う「差額の返還分」で、908 万 2千円増額し、補正後の額を 1,352

万 7千円とするものです。 

 

以上が、12月補正予算案についての説明となります。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

（会  長）   

 只今 12月補正予算についてご説明ありましたけども、皆さんからご質問、ご

意見ありましたら、よろしくお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 現時点での決算見込みが確定した部分と今後の３月までの歳入・歳出の見込

みを出した上での説明でよろしいでしょうか。 

 

（市民課長） 

岩手県からの通知に基づいたもの、医療費等は今後の見込みを出しているも

のとなっております。 

（会  長） 

それでは、お諮りをいたします。 
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 令和３年度国民健康保険事業特別会計 12月補正予算（案）を原案どおり承認

することにご異議ありませんか。 

 

<異議なしの声あり> 

 

 異議ないようでございますので、原案のとおり承認することに決定をいたし

ます。 

 

それでは、今回の諮問にあたり、当協議会は、本日の審議に基づき原案どおり

了承をする旨、答申を行うものといたします。 

 

５ その他 

（会 長） 

 次に「その他」ですが、事務局からありますか。 

 

（市民課長） 

私のほうから 1点、報告いたします。 

「東日本大震災大震災により被災したかたの国民健康保険の一部負担金免除

措置について」になります。資料はありませんが、口頭でお知らせします。 

 

今年度 8月 26日に行われた運営協議会において、一部負担金措置の実施状況

について、説明させていただいております。 

このほど、岩手県から財政支援に係る補助金交付要綱及び関連通知の廃止に

ついての文書がはいりました。 

これを受けて、関係課と協議し庁内で検討しているところです。 

方向としては、今まで運営協議会や議会などで説明しておりますが、市単独で

行うとなれば財政負担が伴い、非常に厳しい状況ではあります。 

現在、検討中のことから詳しいことは現段階では控えさせていただきますが、 

今後、方針が決まりしだい対象者の方に直接お知らせするとともに「広報かまい

し」等で周知を行います。 

 今、口頭で説明した件については、あらかじめ委員の皆さまにお知らせするも

ので、庁内で検討中のことからこの協議会のみとしていただきますようお願い

いたします。 

 

（会  長） 

 只今の説明に皆様からのご質問、ご意見ありましたらよろしくお願いします。 
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（佐々委員） 

 それは確定したわけではないのか。 

（市民課長） 

 岩手県の交付要綱が終了するというのは確定した。あとは市の単独になると

いうことです。 

（佐々委員） 

 そこはまだ確定していないのか。 

（市民課長） 

 まだ確定していません。 

（会  長） 

 岩手県のほうは、12月で終了するということで確定なわけですね。 

（市民課長） 

その通りとなります。公式に文書でいただいておりました。 

（会 長） 

 県のほうではマスコミに発表になっていないですね。 

いずれ、県が廃止すれば、市単独というのは無理でしょうから、県内自治体が

横並びで県の方針に沿うということになるんだろうと思います。 

 いずれ公になった際は、市民へ周知することになると思いますが、きちっとし

たかたちで周知されるようにお願いします。 

 

（市民課長） 

 はい、わかりました。 

（会 長） 

そのほか、何かございませんでしょうか。 

 

（会 長） 

何もなければ、本日予定しておりました議事については、すべて終了しました

ので、進行を事務局にお返しします。 

 

６ 閉 会 

（司会者） 

長時間にわたり、ご審議いただきありがとうございました。 

最後に私のほうから２点、報告させていただきます。 

当協議会の医療機関代表委員であります、小泉嘉明委員が、国民健康保険功労

者表彰として、岩手県知事表彰を受賞いたしました。市国保運営協議会委員とし
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て 20年の長きに渡りご尽力いただいたことによる表彰となります。本日は欠席

しておりますが、表彰状と記念品が授与されていることを申し添えご報告いた

します。 

もう一点、本協議会委員の任期は３年で、現委員さんの任期は令和４年２月１

９日までとなっております。 

予定では年度内に、あと１回の運営協議会の開催を予定していますが、２月末

の予定となっていることから、臨時協議会が予定されない限り、今回が現委員さ

んの最後の協議会となります。被保険者代表委員の皆さんには、引続き任を担っ

ていただきますようお願いするところですし、公益代表、医療機関代表の委員の

皆さんについても、それぞれの推薦団体へ引続き依頼させていただく予定です。 

後日、改めて通知させていただきますので、ご承知おき下さるようお願いいた

します。 

 以上をもちまして、令和３年度第３回釜石市国保運営協議会の会議を終了い

たします。 
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