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平成３０年度（第１回）益城町の国民健康保険事業の運営に関する協議会議事録 

 

日 時  平成３０年５月２２日（火）午前１０時から 

場 所  益城町役場仮設庁舎 別館２階 議会本会議場 

 

 

１ 出席委員 

永田 正子 民本 朋子 西田 明敏 山下 秀樹 豊田 ひとみ 松本 昭一 

宮本 粋子 倉岡 壽雅子 伴 美紀 

以上９名出席 

 

２ 欠席委員 

  川冨 正治 髙本 憲治 森永 博臣 水上 弘範 

 

３ 事務局出席者 

  （住民保険課長）森部 博美 （保険年金係長）菊川 和幸  

（係員）内田 美雪 江崎 涼 

（税務課長）坂本 祐二   （課税係長）田上 勝志 

 

４ 議事（会議次第） 

①  開会           森部住民保険課長 

②  町長挨拶         西村町長 

③  会長挨拶         柗本会長 

④  議事録署名委員の指名   山下委員 

⑤  議事（諮問） 

（１） 益城町国民健康保険税率等の改正（案）について 

（２） 平成３０年度益城町国民健康保険事業計画（案）について 

⑥  その他 

⑦  閉会 
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【 議 事 内 容 】 

 

 議事ごとに、事務局より資料に沿って説明を行い、その後、質疑応答を行いました。

（以下、概要） 

 

（１）「益城町国民健康保険税率等の改正（案）」について 

   

（松本会長） 

上益城郡内の他市町村の状況はどうか。 

（菊川係長） 

益城町以外の４町については、町長が３月に保険税率を決定し６月議会で報

告する“専決処分”を行っており、これから議会に上程する予定のため、具体

的な町名は控えさせていただくが、３町が現在よりも低い税率を示されており、

１町が現在よりも高い税率を示されている。県の示した案のとおりで決定する

のが１町、残り３町は県の示した案を参考に最終的には町で決定する見込みで

ある。 

（委員） 

３町は保険税が安くなるということか。 

（菊川係長） 

県から、今より低い税率を示されたということです。 

（委員） 

その町は、医療費があまりかかっていないということか。 

（菊川係長） 

もともと保険税率が高かったこともあるが、所得水準や医療費水準等を基に

県が算出した税率が低かったということ。この低い税率を採用するかしないか

は、それぞれの市町村で検討しているところである。 

 （委員） 

益城町保険税の具体的な増減額は示せないのか。 

（菊川係長） 

税率については示すことができるが、実際の金額については、世帯ごとの所   

得や人数等の状況で異なってくるので、具体的な金額を示すことはできない。

そのため、子育て世帯等のモデルケースで試算した金額をお示しした。 

 （委員） 

事前配付資料で「伸び悩む保険税収入」とあったが、世帯構成ごとの収納状

況、収納率はどうか。子育て世帯の保険税額が３万８千円増と大きな負担増と

なっているが、収納率の低下・税収入減に繋がるのではないか。「現状、子育



- 3 - 

 

て世帯の収納率が高いため税額があがっても大丈夫」という想定での税率の上

げ幅なのか。 

（菊川係長） 

世帯構成ごとの収納率等は把握していない。モデルケースとして“いわゆる

子育て世帯”と想定はしているが、“ある程度所得があり、若い構成員がいる

世帯”で試算した場合の増額が大きかったということ。 

 （委員） 

「子育て世帯の税額を上げざるを得ない」というわけではないのか。 

 （菊川係長） 

所得等、世帯状況で、どうしても上げ幅が大きくなる世帯があり、それが具

体的にどういった世帯か想定し、モデルケースとして“子育て世帯”とお示し

したところである。 

  

 

（２）「平成３０年度益城町国民健康保険事業計画（案）」について 

   

 （委員） 

町の組織についてだが、国民健康保険担当課に保健師はいるのか。 

 （菊川係長） 

住民保険課にはいない。保健師は健康づくり推進課、『はぴねす』にいます。 

 （委員） 

ということは、保健師はレセプト点検や各個人の病気等のチェックなどは全

くできないということか。 

 （菊川係長） 

レセプト点検は委託しているが、レセプトの閲覧等は、『はぴねす』でもで

きるように端末を設置しデータを共有しており、保健師も確認・分析等できる

ようにしている。 

 （委員） 

「受診率アップ」等、いろいろ出ているが、保健師が全然関係していない   

ように見える。保健師の方が、町民との密接な関係があると思うので、保健師

を何らかの形で、前面に出していった方が良いのではないか。住民側からすれ

ば、保健師が見えない気がする。私だけかも知れないが・・・。もう少し保健

師を使った方が良いと思う。 

 （菊川係長） 

本日、担当課の健康づくり推進課担当者が来ていないが、今後はきちんと連

携して進めていきたい。 
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 （委員） 

自宅に届いたジェネリックのはがきを病院に持って行っても、医者に無視   

された。医者にどう言えばよいのか。「そうですか」と簡単に流されたので、

どう言えばジェネリックに切り替えてもらえるのか。 

 （委員） 

「ジェネリックを使っても良い」というＤｒもいるが、Ｄｒ自身が「普段   

使っている薬で治療したい」という方もいる。現在、処方箋を出す際に“一般

薬”と表記すれば点数の加算も付き、病院の経営上利益に繋がるのでジェネリ

ックに移行している医師もいる。 

ジェネリックは、元々の開発薬と同じ主成分で添加物等に差異があったが、

最近は添加物も同じジェネリック医薬品も出てきたので、徐々に変わっていく

のではないかと思う。 

（森部課長） 

益城町の国保保険証を発行する際には、「ジェネリック医薬品でお願いしま

す」と印刷したカードケースに入れている。徐々に使用率が上がっていってく

れればと考えている。 

 （委員） 

“一般薬”処方で加算が付くので、医師も考えていかれると思う。なかなか、

患者さんからは言いにくいところがあるが、高い医薬品もあるので、やはり患

者さんから積極的に医師に相談していただく必要があると思う。 

 （委員） 

ＴＶ等でもジェネリックを見聞きするし、「自分も使わなければいけない」

と思うが、患者自身の負担額は変わるのか。 

 （森部課長） 

患者負担も安くなる。 

 （委員） 

「ジェネリックで良いのかな？もっと良い最新の薬の方が良いのではない

か」という気がする。 

 （委員） 

ジェネリック医薬品は、元々の開発薬の特許が切れてから、同じ主成分に異

なる添加物を加えるなどして製造した薬であり、これまでは「効き目が少

し・・・」といったこともあったが、最近は添加物も全く同じジェネリック医

薬品も増えてきた。 

 （委員） 

年配の方は普段から病院にかかっているため、わざわざ集団健診に行ったり

しない。病院で受診していても受診率に反映しないようだが、栄養士の方から
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「腹囲を測ってもらえれば受診率に反映する」と聞いた。５００円のワンコイ

ン健診は受診率に反映するようなので、「５００円だけど、本当は町がすごい

負担していて、絶対受けた方がお得」といった宣伝をもっと積極的にすべき。

健診案内の封筒も締切が４月だったが、「遅れても大丈夫」と食生活推進協議

会等でまわりには言ったりしているが・・・要するに、皆が病気にならない体

になれば良い。もっと５００円ワンコイン健診を宣伝して勧めるべき。 

 （菊川係長） 

４月に全世帯宛てに、５００円のワンコイン健診やましき健診の案内をして

いる。ワンコイン健診であれば、それ程時間もかからず、最低限の項目は含ん

でいるので、若い世代にも是非受診してもらいたい。積極的に働きかけていき

たい。 

 （森部課長） 

健康づくり推進課としっかり連携して進めていく。受診率ももちろんだが、

健診を受診することで“自分を知る”良い機会になるので、是非、皆さまから

も地域の皆さまに健診を勧めていただきたい。こちらも周知を徹底していきた

い。 

 （委員） 

『はぴねす』に「健康運動施設」といったものがあったと思うが、活用状況

はどうか。地震後使用できるようになっているのか。 

 （菊川係長） 

もう使用できるようになっていると思います。運動指導士によるいろいろな

指導も始まっています。 

 （委員） 

実際に利用しているので。初めて行った時は自分一人で貸切状態だった。初

めての時は器械の使用方法等も教えてもらえる。使用方法はすぐに忘れてしま

うが、聞けば何度でも教えてもらえる。日によって人が多い日もあるが、そう

いった時は２０分交代になったりする。家にバランスボール等持っていてもす

ぐにしなくなるが、『はぴねす』に行けば短時間でも運動ができるので、とて

も良い施設だと思う。 

 （菊川係長） 

地震後の改修も済み、利用できます。 

 （委員） 

以前、体育館にあった施設の方が良かったが・・・ 

 （委員） 

体育館にあったジムに比べれば、『はぴねす』の施設は、若者向けではなく

て中高年向けといった感じ。 
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 （委員） 

以前『はぴねす』に行ったら、行事か何かで使用中とかで利用できなかった。

いつ利用できるのかわからない。 

 （委員） 

受付にカレンダーが置いてある。 

 （森部課長） 

本日は担当課が来ていないが、利用可能日等含め積極的に広報していくよう

伝える。 

町民の健康づくりのために、健康づくり推進課、『はぴねす』がある。いろ

いろ事業を実施していくので、ぜひ皆さまも、楽しんで利用していただきたい。 

    ホームページでの周知も含めしっかりとやっていく。 

 （委員） 

この会議に出て、職員の皆さんが一生懸命頑張っておられるのは知っている

が、いろいろな事業等、町民に伝わっていないと思う。どうすれば上手く伝わ

るだろうか。 

 （森部課長） 

一つ一つ事業を進めていくしかない。皆さまと連携しながら、情報の周知を

もっとしっかりしていきたい。 

 （委員） 

保険者努力支援制度に注力していくことは喫緊の課題だと思うが、ジェネリ

ック医薬品の使用拡大について、国の目標は高い数値が示されているが、益城

町の使用率の目標数値は出しているか。 

（菊川係長） 

出している。データヘルス計画の資料に載せている。 

 （委員） 

ジェネリック医薬品の使用拡大については、協会けんぽとしてもかなり取り

組んでいるが、益城町として直接、医師会や薬剤師会への働きかけは行ってい

るのか。 

 （菊川係長） 

益城町として直接は行っていない。 

 （委員） 

患者個々に任せるだけでは限界があるので、そこが必要になってくると思う。

協会けんぽでは薬剤師を対象にしたセミナーを開催し、患者への働きかけをお

願いしている。 

特定健診の受診率について、やはり広報が大事だと思うが、課題として挙げ

られた４０～５０代に対する具体的なアプローチは考えているか。 
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（菊川係長） 

担当保健師等といろいろ検討はしているが、正直まだこれといったものはな

い。もっと郡部の市町村等であれば、直接働きかけ等行ったりしているようが、

益城町、特に熊本市近隣の町では、なかなか難しい。 

 （委員） 

協会としても、保険者インセンティブが始まり、それをどう被保険者に知っ

てもらうかが大事だと考えている。特に４０～５０代の方は支出に敏感になっ

ているので、「保険者努力支援制度、あなた達の健診受診率が保険料にはね返

ってくる」ということを、分かりやすく広報していくことが大事だと思う。 

 （菊川係長） 

先月の広報誌でも、“受診率県内最下位”といった情報を示し努力支援制度

について広報を行った。少しでも受診に繋がればといったところである。 

 （委員） 

保健師は何人くらいいるのか。 

 （菊川係長） 

健康づくり推進課に６人。 

 （委員） 

保健師の顔が見えない。 

（森部課長） 

平成２８年に組織を再編し、健康づくり推進課で、健診受診率向上や保健指

導、健康づくり事業を強力に推し進めていく予定であったが、熊本地震を受け

て、復旧・復興に人員を割くことになり、事業もスリム化せざるを得なかった。 

 （委員） 

普段、病院にかかって検査しているのは受診率には反映しないのか。 

 （菊川係長） 

必要な検査項目を満たしている結果データを提供いただければ、受診率に反

映する。ただ、検査結果は個人情報なので、データ提供にあたっては、病院や

医師会と協定を結ぶ必要がある。現在、健康づくり推進課で検討している。 

（委員） 

協会けんぽでは県医師会に、検査結果データを提供していただけるよう働き

かけを行っている。国保でも、すでに国保連からも同様の働きかけを行ってい

る。個人情報なので本人の同意が必ず必要になるため、決まったシートを作っ

たり、医師会会員のＤｒの同意も得なければならない。今、大元の医師会への

働きかけはされているようだが、もう少し時間がかかるかも知れない。 
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以上の質疑応答を経て、議事（１）（２）ともに、諮問どおり町へ答申することが承

認されました。 


