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令和元年度 第１回 新潟市国民健康保険運営協議会 会議録 

事 務 局

福 祉 部 長

事 務 局

事 務 局

保険年 金課長

國 井 委 員

保険年金課長

定刻になりましたので，ただ今から令和元年度第１回新潟市

国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

＜部長挨拶＞ 

それでは，新しい任期の最初の協議会となりますので，委員

の皆様から，自己紹介をお願いしたいと思います。 

＜委員挨拶，事務局職員挨拶＞ 

ここで，本日の出席状況につきましてご報告いたします。本

日は，五十嵐委員と大高委員と藤田信男委員が都合によりご欠

席でございます。現在１８名の委員のうち，本日は１５名の方

からご出席いただいておりますので，新潟市国民健康保険条例

施行規則に定めます会議の開催要件を満たしておりますこと

をご報告いたします。 

それでは，これより議題に入ります。 

会長が選出されるまでの間，会議の進行役を務めさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

まず，議題１「会長，副会長等の選出について」です。資料

１をご覧ください。会長，副会長の選出につきましては，新潟

市国民健康保険条例施行規則第３条第１項の規定によりまし

て，公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙するこ

とになっております。選挙について，ご意見をいただけますで

しょうか。 

会長にはこれまでも会長職を務めていただいた山崎委員を，

副会長には長年委員を経験されている藤田清明委員を推薦し

ます。 

ただいま，國井委員より，会長に山崎委員，副会長に藤田清

明委員というご提案がありました。委員の皆様，いかがでしょ
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保険年金課長

うか。よろしい方は挙手をお願いいたします。 

それでは，山崎光子委員に会長を，藤田清明委員に副会長を

お願いすることで決定いたします。ありがとうございました。

では，お二方から一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

＜会長・副会長から挨拶＞ 

ありがとうございました。３年間よろしくお願いいたしま

す。それでは，山崎会長は会長席の方へお願いいたします。こ

こからは，山崎会長より会議の進行をお願いいたします。 

それでは，ただ今から会議を進行させていただきます。 

まず，新潟市 国民健康保険条例施行規則によりまして，本

日の会議録署名委員として「中野委員」を指名させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

はじめに，１月の答申についてご報告いたします。昨年末か

ら１月にかけて，委員の皆様から保険料率の検討について審議

をいただき，１月３１日に，私から中原市長へ答申書をお渡し

しました。答申書の写しは事務局より皆様へ送付されているか

と思います。また，審議の中で皆様からいただいたご意見も併

せて市長へお伝えいたしました。市長からは，「委員の皆様に

は丁寧に審議いただき，答申いただいたことを感謝していま

す。制度が大きく変わり新しい仕組みの中での審議となり，ご

苦労をかけたことと思います。答申の方向性を踏まえ市長とし

て結論を出し，議会に諮っていきたいと思います。」というお

話をいただきました。３月下旬に事務局より文書で保険料率に

ついて報告がありましたが，後ほど説明をお願いしたいと思い

ます。 

続きまして，議題２「令和元年度国民健康保険事業会計予算

の概要について」，事務局より説明をお願いします。 

 令和元年度国民健康保険事業会計予算の概要について，ご説

明いたします。本日お配りした資料２-1 をご覧ください。 
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 はじめに，「１国民健康保険料率」です。今ほど会長より，

市長への答申についてお話いただきましたので，私からは答申

を受けた後の対応についてご説明いたします。委員の皆様より

いただいた答申を踏まえ，慎重に検討した結果，保険料率は据

え置きとし，賦課限度額は国の改正のとおり医療分を３万円引

き上げ６１万円とし，２月定例議会で議決されました。この結

果，今年度は左上の表のとおりに保険料の賦課を行います。 

 その下の図は，昨年度からの県単位化による被保険者・市・

県の関係図となります。事前配布した資料はわかりづらいとこ

ろがありましたので差替えさせていただきました。この関係図

以外の変更はございませんのでご了承ください。流れを図の矢

印に沿って見ていただきますと，まず，①県が市町村ごとに納

付金を決定したことを受け，②市は納付金を賄うための保険料

率を設定し，保険料を賦課いたします。こちらについては，さ

きほど話のありました通り昨年度の運営協議会でのご審議お

よび答申を踏まえたものでございます。③被保険者から保険料

を納付いただき，④市は保険料を財源として，県へ納付金を納

めます。⑤県は市町村からの納付金や国庫負担金などを財源と

して，各市町村へ保険給付費等交付金を交付いたします。⑥市

は県からの交付金をもとに，医療機関への支払いを行います。

このサイクルを毎年度続けていくことになります。 

次に「２国民健康保険事業財政調整基金」です。今年度はこ

の基金を活用することにより，保険料率を据え置くこととして

います。具体的には，２億３，８４７万４千円を取り崩す予算

としています。積立額の７４万６千円については，基金の運用

益を見込んだ額であり，今年度末残高は２３億９２９万７千円

と見込んでおります。 

続きまして，「３国民健康保険事業会計予算の状況」をご覧

ください。会計全体の予算規模は，７３４億９，０６３万円と

なり，３０年度当初予算と比べ，約１０億円，１．４３％の増

となりました。これは一人あたりの医療給付費が伸びたことな

どにより，県に納める納付金額が増加したためです。一般的に

予算は，まず歳入があって，その範囲内で歳出予算を組み立て

るものですが，医療保険である国保会計では，まず保険給付費
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などの歳出があって，それに見合う歳入を確保するという考え

方になります。そのため，まずは二つ目のまるの歳出のグラフ

からご覧ください。歳出の約７割を保険給付費が占めますが，

この保険給付費を賄う財源が，すぐ上にある県の支出金である

普通交付金となります。保険給付費に係る費用は全額県から交

付されるため，保険給付費と普通交付金は同額となり，約５１

６億円となります。次に大きな歳出としては，納付金の約１９

５億円になります。これは新潟市が徴収する保険料や，県支出

金のうち特別交付金など，市に交付される公費を財源として今

年度市が県へ納める額となります。その他，保健事業費には約

８億円を計上しており，こちらも主に保険料を財源としており

ます。総務費は，運営事務費や人件費となります。 

続きまして歳入です。普通交付金 約５１６億円は今ほど申

し上げた保険給付費を賄う財源です。歳入の約２割を占める約

１４４億円の保険料は，据え置いた保険料率で見込んだ額とな

ります。そして，繰入金 約６２億円については，事務経費な

どの総務費に係る繰入れや，市に交付される公費を国保会計に

繰り入れるものや，先程申し上げた基金の取り崩し約２億円も

含まれています。 

その下は，参考データとなります。「市の人口に占める国保

加入者」の表からは，６５歳以上が圧倒的に多いことが分かり

ます。右側の「被保険者数と前期高齢者の割合」の表では，国

保の被保険者は，７５歳となり後期高齢者医療制度に移行する

ことで，被保険者数自体は年々減少しているものの，６５歳以

上７５歳未満の前期高齢者の割合は年々増加しており，高齢化

が進んでいる状況が見られます。また，「一世帯当たり所得額」

の表からは，２９年度は特殊要因により一時的に増加しました

が，基本的に減少傾向にあると言えます。そして「医療給付費

と一人当たり医療給付費」の表では，医療給付費が被保険者の

減少に伴い総額は減少しているものの，高齢化や医療の高度化

により，一人当たり医療給付費は伸び続けております。 

次の資料「国民健康保険事業会計予算」の表は，各科目の本

年度及び前年度の当初予算額と，その比較となりますので，参

考にご覧ください。資料２－１は以上です。 
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 続きまして，「令和元年度国民健康保険事業概要」ついて，

ご説明いたします。資料２－２をご覧ください。 

「１医療費適正化対策」です。はじめに「特定健康診査受診

率・特定保健指導実施率の向上」です。被保険者自らの健康を

見直す機会として，より多くの方に特定健診を受診していただ

けるよう，委員の皆さま方のご協力をいただきながらの広報活

動や，また個別に勧奨を行うほか，未受診者対策として，ミニ

ドック型集団健診を引き続き実施します。なお，今年度は，未

受診者への受診勧奨として，新たに不定期受診者を対象に加

え，タイプ別受診勧奨通知を実施します。表のとおり，３０年

に策定した「データヘルス計画」に基づき，令和元年度の特定

健診受診率目標を５１．０％，特定保健指導実施率目標を４６．

０％としており，様々な取り組みを通じて受診率向上に努めて

まいります。 

次は，「生活習慣病重症化予防対策」です。昨年度から生活

習慣病重症化予防を重点的に実施する保健指導班を保険年金

課内に置き，保健師による保健指導を強化したところです。今

年度も引き続き，特定健康診査結果等に基づく医療機関への受

診勧奨や，重症化リスクが高い人への保健指導に取り組み，重

症化予防に努めます。 

まず，「医療機関受診勧奨対策」ですが，特定健康診査の結

果，医療機関への受診が必要な人や，糖尿病の治療の継続受診

が一定期間以上確認できない人について，医療機関への受診勧

奨を行い，重症化リスクが高い人への家庭訪問等による保健指

導を実施します。昨年度は初めての試みということもあり，手

探り状態で家庭訪問をしておりましたが，対象者の方々実際に

お会いし保健指導をすることで医療機関受診につながったケ

ースや，医療機関の指示により経過観察中であるため未受診で

あることがわかったケースなど，実際に訪問することによって

少しずつ経験を重ねてきております。今年度は，昨年度の経験

を活かして引き続き保険指導を行ってまいります。 

次の「糖尿病性腎症重症化予防事業」については，２９年度

より成田委員，永井委員をはじめとする専門の方々よりご助言

をいただきながら予防事業に取り組んでいるところです。昨年



6

度は，健康講座（集団指導）や個別指導を行いましたが，今年

度は，少人数での集団指導と個別指導を行うことで，リスクの

高い対象者へ，より効果的にアプローチしてまいります。 

「重複・頻回受診者への対策」は，適正受診の啓発を目的と

した訪問指導を引き続き実施します。 

２ページをご覧ください。「各種検診等への助成」ですが，

各種がん検診や成人歯科健診について自己負担額の２分の１

を助成しています。実績につきましては表に記載のとおりでご

ざいます。 

次の「レセプト内容点検の充実強化」ですが，昨年度は一部

民間委託を実施していましたが，今年度から全件委託を実施

し，効率的な点検により過誤調整を行うことで，財政効果率向

上を目指します。 

次の「ジェネリック医薬品の利用促進」については，記載の

とおり数量シェアが伸びており，引き続き，ジェネリック医薬

品を利用した場合の差額通知の送付などに取り組んでいきま

す。 

３ページをご覧ください。「医療費通知の送付」では，引き

続き被保険者に対し，健康意識を高め，医療費削減や適正受診

に関しての周知を図り，次の「第三者行為求償事務の実施」に

ついても，交通事故などの第三者行為による傷病の早期把握と

その求償を適切に行います。 

続いて，「２適正な資格管理・賦課」ですが，今後も「資格

管理の適正化」や，「適正な賦課」に取り組んでいきます。な

お，「返納金決算状況」は記載のとおりです。返納金発生抑止

の取り組みについては，職場の健康保険に加入した場合は速や

かに届出をしていただくよう保険証送付の際の同封チラシな

どで周知をするほか，納めていただけない方には督促状を送付

するなど，引き続き適正な資格管理に努めてまいります。 

４ページをご覧ください。「３保険料収納対策」です。「保険

料収納率の向上」については，健全で安定した国保財政の維持

のため，引き続き取り組んでいきます。今年度の目標としては，

収納率は，現年分で９３．９５％，滞納繰越分で２２．７７％，

口座振替利用割合は，６３．６３％としております。 
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次の「収納率向上に向けた取り組み」としては，先ほどアナ

ウンスのあった口座振替のＰＲや，ペイジー口座振替受付サー

ビスを活用した「口座振替の利用促進」，ペイジーのサービス

というのは，区役所にお越しの際に通帳や届け出印をお持ちで

はなくともキャッシュカードをお持ちであれば口座振替手続

きが出来るものですが，こういった便利なサービスを引き続き

活用していきます。また，民間委託の「保険料納付お知らせセ

ンター」による「初期滞納世帯に対する催告の実施」や「納付

相談の機会の確保」，そして，５ページになりますが「財産調

査および滞納処分の強化」に引き続き取り組んでいきます。こ

れらの取り組みにより，滞納世帯数及びその割合が，徐々にで

はございますが減少してきているところです。 

今年度も健康寿命の延伸に向けて健康づくりを推進し，医療

費適正化を図るとともに，加入者に寄り添った，きめ細かな納

付相談の実施等により，保険料収入の確保に努めていきます。

説明は以上となります。 

ただいまの説明に対して，ご意見，ご質問はございませんか。

資料２－１の国民健康保険財政調整基金の状況の表の積立

額は，２９・３０年度も基金の運用益でしょうか。 

もう一点，資料２－２の第三者行為求償事務の実施の表の収

納件数の減少と収納額の増加には何か原因があるのかを教え

てください。 

一点目の基金の積立額についてですが，３０年度の積立額約

１５億円は基金の運用益の他に２９年度決算の剰余金いわゆ

る黒字分の積立等を含みます。内訳を申し上げますと，当初予

算で予定していた分が約５億５千万円，２９年度決算の剰余金

が約９億５千万円，残りが基金の運用益になります。 

二点目の第三者求償事務は，収納件数の変動に特別な原因は

なく，案件の多数を占める交通事故等の要因によって上下があ

るのかと思います。収納額についても同様に事故による求償で

すので，一件あたりの求償額の高低の影響が出ていると思われ
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ます。 

これといった原因はないということですね。何年か前にこの

求償事務に力を入れていくと国保新聞にあったかと思うので

すが，求償実績を向上させるための方策等は考えていますか。

資料にもありますが，２８年に関係団体と覚書を締結し，損

保団体等から第三者求償の情報提供をもらうことで円滑に求

償事務が行えるよう努めているところです。今後も引き続き確

実な求償事務を行っていきたいと考えています。 

保健事業について，新潟市は目標もやるべきことも明確で実

績も出ている点はありがたいと思います。特定健診の受診率と

保健指導の実施率は，２８・２９年度実績に比べ令和元年度の

目標がかなり高くなっていますが，例えば３０年度の見込みが

出ている中で決めたりですとか何か対策があってある程度手

が届く目標値である等，高い目標を立てるにあたっての根拠が

あれば教えてください。 

二点目は各種検診等への助成で色々ながん健診の受診件数

が減ってきているのが気になります。被保数減少だけでなく何

か要因があるのでしょうか。 

特定健診等の目標値が高いというご指摘ですが，３０年度に

策定したデータヘルス計画で設定した目標値になりまして，国

の目標値が６０％ですので，そこを目指した令和元年度の目標

値が５１％になっています。３０年度の見込みは昨年より１％

程度，少し増えるかどうかという状況です。目標から離れてい

るということは自覚していますので，目標に向けて努力してい

かなければと考えています。そのために，今年度は未受診者の

対策として新たに不定期受診者対策をする予定です。具体的に

はノウハウのある民間業者と委託契約をして，年によって受け

たり受けなかったりという方の背中を押す形で受診を促し，不

定期受診の方にアプローチをかけることを予定しています。他

の政令市で不定期受診者対策で実績を上げていると聞いてい
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中 野 委 員

保険年金課長

健康支援推進室長

岡 田 委 員

保険年 金課 長

岡 田 委 員

ますので，参考にしながら目標値に近づくよう取り組んでいこ

うと思います。 

私ども健保組合も何年か計画での目標値があります。高すぎ

る目標ですと実務をするスタッフがどの程度やればいいのか

掴めない部分があるので，どの位の人数が受診すればこの受診

率になるなど具体的な部分で示すことができれば数値も上が

るのではないかということで実施しています。「どうせ手が届

かない」よりも手が届く感覚の目標の方がいいのかなと思いま

すので，ご検討いただければと思います。 

市でも現場レベルでは，何人受診できれば何％になる等の目

線合わせはしているところですが，そういった部分もより明確

にできるように引き続き努力していきたいと思います。 

二点目のがん検診の受診率が年々下がっている件ですが，そ

の要因はまだ見極めきれていないところです。平成２８年度か

ら特定健診とがん検診の受診券を改良したり案内冊子を詳し

くしたりと色々と工夫していますが，なかなか伸びない現実が

あります。今後も知恵を出しアドバイスをいただきながら受診

率の向上に努めていきたいと思います。 

資料２－２の医療機関受診勧奨対策で３０年度実績の表が

ありますが，この中で実際に受診した方の人数はありますか。

時点の都合で３０年４～１２月分になりますが，保健指導を

実施した２８５人のうち８４人の方の受診が確認できました。

概ね３割の方の受診確認ができたところです。今後も受診に繋

がるよう努めていきます。 

今後の資料作りの際に今の部分も記載いただければ嬉しい

かなと思います。もう一点，区によって医療機関の数などの状

況に格差がありますが，受診勧奨した方の受診状況に区間での

差はあるのでしょうか。 



10

保険年金課長

田 中 委 員

健康支援推進室長

田 中 委 員

藤田一 隆委 員

保険年 金課 長

現在統計的な精査をしているところで，区別の傾向はまだ掴

めておりません。今後作業を進めて報告できればと思います。

資料２－２の重複・頻回受診者への対策で，詳細な対象者を

教えていただけますか。 

まず重複受診の対象者ですが，同一疾病で同一月内に３医療

機関以上，３か月以上継続して受診している方を選定していま

す。また頻回受診は，医療機関に月１５日以上，３か月以上継

続している方で特定の疾病を除く方を対象として選定して，文

書で通知した後に電話や訪問による保健指導を実施していま

す。 

私ども協会けんぽでも同様のことを実施していますが，１か

月のレセプト枚数が２０枚以上を対象としていて，新潟支部で

すと全県で毎月６～７名，大半が抗うつ剤を使用していて文書

での注意喚起をしている現状です。多い方で６０～７０枚の方

がいました。一人暮らしで何回か本人へ連絡したが変わらず，

入院の際に親が迎えに行って薬を多用している事実がわかっ

たという事例がありました。来年度に向けては１０枚以上のレ

セプトで選定しようと考えています。全国だと一番多くて月２

７０枚位の人がいて，受診してそれだけ薬をもらって飲めば危

険ですし，その薬を転売することにも繋がるので，その辺を確

認していこうと思っています。 

資料２－１左側の仕組みの図で，①の納付金の決定が保険料

率や予算に影響してくるので大事だと思っています。納付金の

決定は県が行うので市ではどうにもならないとは思いますが，

昨年度と比べなぜ１０億円も増えたのかが知りたいです。 

また，右側の歳出予算のグラフの中でこの納付金にあたる部

分はどこでいくらになるか教えてください。 

回答が前後しますが，左の図の①納付金の決定と④納付金の



11

藤田一隆委員

山 崎 会 長

支払にあたる部分が，右の歳出予算グラフの国民健康保険事業

費納付金約１９５億円になります。表現が異なりわかりにくく

て申し訳ありません。 

納付金が１０億円増えた理由は，県が県全体の医療給付費見

込む際に１人あたり医療給付費が増えているとの話がありま

したし，県単位化前の精算的なものも含まれています。県も納

付金を決める際には人口や医療費など国が決めた計算式に基

づいて試算しますが，その計算式や係数が前回と違っていて結

果納付金が増えたという話も聞いています。いずれにしても市

に納付金を決定する権限がないため県からの通知に基づき納

めるという状況です。細かい納付金の計算となると掴みきれて

いない部分もあります。 

納付金が大きくなると歳出も大きくなるのでその理由を知

る権利が市にはあると思います。県単位化により県民全体が平

等になるはずなので，全市町村で平等に賦課されるべきだと思

います。新潟市の場合，３０年度予算では下がったので，今ま

で他市より多く払っていたけど県内で平等化すると下がった

のかなと思ったのですが，今回１０億円増えたとなるとどうな

んだろうなと感じました。高所得者が多いところから取るのか

なとか。それならそれでいいのですが，計算の過程がわからな

いと新潟市の納付金を減らすために何を努力すればいいのか，

例えば前年度の医療費実績が低いと減らしてくれるのか。県の

国保を見せてもらう機会があったのですが，あまりどうやって

決めるかの質問も出ないし，市町村から言わないと県がどうや

って決めているのかわからないと思うのです。この１０億がな

ければもっと楽だったと思いますし，何をどうすれば新潟市の

納付金が減らせるのかだけでも伺ってもらえればと思います。

前半の納付金の関係はよくわかりました。やはり歳出の中の

納付金をいかにして減らせるかが大事だと思います。 

新しい制度に変わってその制度がどのように運用されて市

町村におりてくるのか，はっきり見えていないのが現実なの

で，その辺りが市の委員もわかるようになると議論も深まると
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南 委 員

山 崎 会 長

藤田一隆委員

思っています。大変かとは思いますがわかる範囲でよろしくお

願いいたします。 

特定健診のことを地域の茶の間などで話した際に「病気で医

者に通っていても特定健診は別の日にと言われるから行くの

が大変だ」とか，「がん検診で胃カメラが毎年でなくなったか

ら困る」という意見がありました。 

かかりつけ医の件は同じ日にできるようご協力いただけれ

ばと思いますし，胃カメラは確か高齢の方は進みも遅いし２年

に１回でいいだろうということになったかと思います。心配な

方はバリウムもできますがご検討いただければと思います。 

特定健診と通常診療は別の日に来てくださいというのは原

則だと正しいのです。混合診療といって，保険診療と全額自費

の自由診療を同じ日にすると，原則全部自費になってしまいま

す。それだと患者さんが大変なので，特定健診は同日に実施し

てもいいことになっている部分がありますが，初診料を二重に

取ってはいけないので医療機関側は結構煩雑なのです。それを

避けるために医療機関側が別の日にしてくださいと言ってい

る場合があると思います。そのような原則があるのでご理解く

ださい。 

胃がんの内視鏡（胃カメラ）検診の件は新潟市が決めたので

はなく，がん検診の学会で検討した結果，内視鏡による健診で

あれば２年に１回の検査でも毎年の場合と死亡率等に差がな

いとデータが出ました。レントゲンはデータが出なかったので

毎年ですが，内視鏡は２年に１回でいいですよというのが学

会，厚労省を通して２年前に出たのです。新潟市は急にやると

混乱するので昨年１年間は前年並みにやりましょうと，周知徹

底して今年度から２年に１回にしましょうとなりました。国の

方針に基づいていて科学的な根拠もあります。新潟市の胃がん

健診のデータも寄与しているところです。今，ピロリ菌を検査

すると３～４年に１回の検査でいい人もいるのではないかと

研究中です。なるべくお金がかからず，でも市民の健康を守る。
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山 崎 会 長

永 井 委 員

山 崎 会 長

保険年金課長

余計な検査はしたくないと思うので，それを研究しているとこ

ろです。 

また内視鏡検診では，鼻からの細いものがあるので，そちら

の方が口からより遥かに楽だと思います。 

専門の先生からわかりやすい説明をいただきとても勉強に

なりました。ありがとうございます。 

少し補足で，内視鏡の検診は病気をされた後で特定の薬を飲

んでいるとできない場合があります。 

また，特定健診の受診率の目標がとても高いです。がん検診

も目標が高いですが，これは国がすべての健康保険全体で目標

率を決めているからです。被用者保険や組合保険の受診率が９

０％近いので全体も高くなる。目標があるのはいいことです

が，国の目標に引きずられない方がいいと思います。現実的で

はないので，国へも要求して例えば国保ならいくつとか。そも

そも健康保険は国が一本化すべきだと思っています。 

色々と教えていただきありがとうございました。それでは，

議題３「令和元年度国民健康保険運営協議会のスケジュールに

ついて」です。事務局より，説明をお願いします。 

「令和元年度 国民健康保険運営協議会スケジュール」につ

いて，ご説明いたします。資料３をご覧ください。 

表の右側ですが，昨年度は県単位化による新制度の初年度で

あったことから，４回の協議会を開催しましたが，今年度は例

年どおりの合計３回を予定しています。次回ですが，１１月中

旬に保険料率の検討に向けて，料率の仕組みや，過去の改定の

考え方などの研修会を非公開で行います。別途ご案内いたしま

すが，出席は希望される方のみで結構です。そして，第２回の

１２月１９日は，保険料率の検討について諮問を行います。令

和２年度納付金の仮算定結果をご説明いたしますので，ご審議

いただいた上で，答申の方向性を確認していただきます。第３

回の１月１６日は，納付金の本算定結果をお示しいたしますの
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山 崎 会 長

事 務 局

で，引き続き，保険料率の改定等について審議を行い，答申書

案の確認をお願いいたします。第４回の１月２３日は，予備日

としております。納付金の仮算定と本算定結果の乖離状況や審

議の進捗状況により，開催する可能性もございますので，どう

ぞご承知おきください。本運営協議会を開催するにあたり，山

崎会長と協議し，委員の皆様と連携しながら進めてまいりま

す。皆様から審議したい事項等がございましたら，ご意見をい

ただきたいと思っております。ご多忙のところ大変恐縮です

が，ご予定いただきますようお願いいたします。 

スケジュールについて，ご意見等はありませんか。それでは，

基本的にはこのスケジュールで進めまして，他に議論が必要な

ことがあれば相談させていただくことでよろしいでしょうか。

 今日はとても活発なご意見をいただきました。また質問につ

いても医師会の方から詳しい説明をいただき，大変学びの場に

なったと思います。これからも活発な意見が出て保険料率につ

いてもあるべき姿を目指していければありがたいと思ってい

ます。それでは，本日予定された議題について全て審議を終え

ましたので，進行を事務局にお返しします。 

山崎会長，ありがとうございました。それでは，これをもち

まして本日の運営協議会を閉会といたします。本日は，大変あ

りがとうございました。 


