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厚岸町議会 平成２０年度条例審査特別委員会会議録

平成20年３月10日

午後１時00分開会

●委員長（室﨑委員） ただいまより条例審査特別委員会を開催いたします。

まず初めに、議案審査の順序についてお諮りいたします。

最初に、議案第34号から36号までを行い、その後、議案第31号から33号までを行うと

いう形で行いたいと思いますが、よろしゅうございますか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

議案審査の順序は、最初に議案第34号から議案第36号までを行い、その後、議案第31

号から議案第33号までを行うことに決しました。

なお、進め方についてお諮りいたしますが、議案第34号に関しては逐条審査とし、そ

れ以外の議案については一括といいますか、１本ずつやっていきたいと、そのように思

いますが、よろしゅうございますか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） では、ご異議なしと認めます。

それでは、議案第34号 厚岸町後期高齢者医療に関する条例についてを議題とし、審

査を進めてまいります。

逐条ごとに進め、質疑してまいります。

なお、各条文が終わりました後、全体についてという項を設けて進めようと思います

ので、よろしくお願いいたします。

それで、議案第34、35、36に係るんですが、昨日参考資料の要求が出ておりまして、

お手元に資料が配付されているものと思います。

まず最初に、その資料の説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。

町民課長。

●町民課長（久保課長） ただいま委員長のほうから説明がありました参考資料枠のＡ３

。 、判の大きいものでございます 本日配付をさせていただきましたものでございますので

そちらをごらんいただきたいと思います。

議案第34、35、36号参考資料、内容は医療制度改革に伴う予算の変更状況についてで

ございます。

平成20年度に新設されます75歳以上等の方を対象とした後期高齢者医療制度、さらに

は国保においては65歳以上74歳までの方を対象とした前期高齢者の区分創設によりまし
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て、影響を受ける町の予算は、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、一般会計の

３会計にわたるものでございます。資料では、左上に国民健康保険特別会計、その下に

老人保健特別会計、右上に新設の後期高齢者医療特別会計、その下に一般会計として掲

載させていただきました。

まず、国保でありますが、平成19年度当初予算と平成20年度当初予算で見た場合に大

、 。きな影響が出てきますのは 歳入の国民健康保険税と歳出の老人保健拠出金になります

歳入の国民健康保険税は、現年度分・滞納繰越分の合計額でありますが、19年度６億3,187

万6,000円に対し、20年度は５億5,769万6,000円でありまして、約7,400万円の減少であ

ります。これは後期高齢者の対象の方が20年度の国保税課税対象から外れることによる

減少が影響しているためであります。長い矢印で示させていただいたとおり、右上の後

期高齢者医療特別会計の歳入、後期高齢者医療保険料が、75歳以上の方がこれまでの保

険税にかわって負担をする保険料であります。

次に、平成19年度国保特別会計の歳出であります。矢印のあります３款老人保健拠出

金でありますが、この拠出金は、平成20年度以降は後期高齢者支援金にかわるものであ

りますが、矢印にありますように、平成20年度の当初予算では後期高齢者支援金と老人

保健拠出金に分かれております。老人保健制度はこの３月で廃止されますが、会計年度

における給付対象の診療月は３月から翌年２月までとなっており、新しくスタートする

後期高齢者医療は４月スタートでありますことから、後期高齢者支援金では４月から２

月までの11カ月分を計上、老人保健拠出金で３月１カ月分を計上しているものでありま

す。

次に、平成20年度の国保特別会計での変更のある部分でありますが、歳入の４款国庫

支出金では、変更内容説明欄記載のとおり、平成20年度から保健事業で取り組む特定健

康診査、特定保健指導事業に係る負担金が新たに加わっております。

次に、５款療養給付費等交付金でありますが、これは退職被保険者等に係る医療費に

対して、退職被保険者の医療給付において給付財源となります保険税収入を超える分の

財源となるものであります。平成19年度では１億9,637万4,000円でありましたが、平成20

年度では5,348万9,000円と１億4,285万8,000円、72％の減少であります。変更内容説明

、 、 、欄記載のとおり 65歳以上74歳までの退職被保険者は 一般被保険者に区分変更になり

64歳以下の退職被保険者分についての医療給付に係る交付金をここで計上しているもの

であります。

次に、６款前期高齢者交付金でありますが、新設の科目であります。国保被保険者の

うち65歳以上74歳までの被保険者については前期高齢者として区分され、保険給付の財

源を従来の老人保健と同様の仕組みで現役世代の各医療保険加入者が負担をする制度と

なったことによる新たな交付金であります。

次に、７款道支出金でありますが、変更内容説明欄の記載のとおり、特定健康診査等

に対する負担金が加わっております。

次に、歳出に移ります。

３款後期高齢者支援金等及び５款老人保健拠出金については、先ほど説明したとおり

でありますが、４款前期高齢者納付金等12万9,000円が新規の科目であります。歳入で説

明しました前期高齢者交付金同様、65歳以上の医療給付及び事務費に係る厚岸町国保の
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負担分を計上しているものであります。この納付金は、単純に国保被保険者１人当たり

幾らの合計という積算方法ではなくて、積算後に65歳以上74歳までの被保険者の各医療

保険における加入割合による調整が加えられるものでありまして、市町村国保のように

加入率の高い医療保険者には納付金が少なくなる算定シートが示されておりまして、こ

れに基づいて積算しているものであります。

次に、８款保健事業費2,028万6,000円でありますが、特定健診等の事業費709万2,000

円を追加した計上となっております。

続いて、老人保健特別会計について説明させていただきます。

まず、予算全体の比較についての説明ですが、平成19年度の歳入歳出予算11億5,001万

、 、 。6,000円に対し 20年度予算では１億4,738万7,000円となり 約10億円の減少であります

平成20年度では３月１カ月分の医療給付と３カ月分の高額医療給付に係る分として予算

計上しているものでありまして、この約10億円分の減額予算分は、そのまま新しい後期

高齢者医療分として、新しい制度における給付事業を行います北海道広域連合の予算に

移行する部分でありまして、厚岸町が新設する後期高齢者医療特別会計に移るものでな

いことをご承知いただきたいと思います。

平成19年度の歳出の２款医療諸費のところに、長い矢印で一般会計の歳出、３款民生

費の科目で、後期高齢者医療費のところを示しておりますが、これは医療給付費用のう

ち厚岸町が負担する法定負担率12分の１の負担分でありまして、老人保健の負担と同様

に、新しい後期高齢者医療においても12分の１の負担があり、その支出は特別会計では

なくて一般会計から支出することによるものであります。

続いて、右上の後期高齢者医療特別会計について説明をさせていただきますが、歳入

科目は75歳以上の方が負担する保険料、事務費や広域連合共通経費の負担金、それから

保険料の軽減分としての一般会計から繰り入れする繰入金であります。歳出科目は、事

務費としての総務費と広域連合納付金でありますが、この納付金の内容は、内容説明欄

記載のとおり、厚岸町が徴収した保険料、広域連合共通経費負担金、保険料軽減に係る

北海道と町の負担分を計上するものであります。

以上で、本日提出をさせていただきました資料の説明とさせていただきます。

●委員長（室﨑委員） なお、資料についての部分は、この後行われます逐条ないし総体

の部分でお聞きください。

それでは、審査に入ります。

第１条、趣旨であります。ございませんか。

10番。

●谷口委員 この後期高齢者の医療制度は非常にこう安易に、私たちにすると複雑で、地

域の者にとっては非常にこうわかりづらい制度になってしまったのではないのかなとい

うふうに思います。それで、この１条に書いてありますけれども、その広域連合のやる

仕事、それと厚岸町がやらなければならない仕事、まず、これについて、それぞれちょ

っと説明をお願いいたします。
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●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答え申し上げます。

今回34号で提出させていただいております第２条の部分が厚岸町が行う事務でありま

して、この条項では、１号から８号まで、広域連合とのかかわりの中で行う事務が記載

されておりますが、この第２条の中で規定をしております高齢者の医療の確保に関する

法律施行令、それから施行規則の業務、それぞれ規定しておりますが、ここに書いてあ

、 、 、 、りますのは 資格の取得・喪失の届け出の受け付け それから 被保険者証の引き渡し

それから法律施行規則の第６条、第７条となっておりますのは、氏名と居住地の変更に

、 、かかわるものというものでありまして いわゆる被保険者の管理に必要な情報の届け出

あるいは変更の手続は市町村窓口が主体的に行うということであります。

そのほかに、保険料の徴収にかかわる事務を厚岸町が行うということでありまして、

第２条の各号の中で示されております、第１号は葬祭費の話しか出ておりませんが、医

療の給付に関する部分は広域連合が行います。それから、被保険者がそれぞれ届け出申

請をするというものに対しての最終的な決定というものを広域連合が行うということで

ございます。

一昨年12月のときに広域連合の設置規約の議決をいただいておりまして、そのときに

も市町村が行う事務につきまして、今回条例の第２条で、各号で示しております内容に

ついて、設置規約の中でも出ておりましたが、今回正式に厚岸町が行う業務の中で示さ

せていただいたということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 そうすると、大づかみに言えば、事務的に一方的にできることは、広域連合

がやるけれども、そうではなくて、一人一人が申請したり、訂正したり、そういうこと

は厚岸町を通してやらないと進んでいかないというふうに考えていいんですか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 委員ご承知だと思いますが、後期高齢者医療制度にかかわりま

す事業は、高齢者医療確保法に規定をされた事業という位置づけの中では、広域連合も

私ども市町村も、第１法定受託事務ということで、自治事務という扱いではございませ

ん。そういう意味では法律に定められる事業の運営について、それぞれの立場でといい

ますか、今回の場合は各市町村個別にこの事業を実施するんではなくて、都道府県単位

での広域連合として処理をしようということの決め方でありますので、広域連合と市町

村の立場ででも、それぞれの独自の判断で一方的に決めるということではなくて、法規

制に基づいた規定の中でそれぞれの事務処理を進めていくということであります。

委員おっしゃられるように、末端の住んでおられます被保険者とのやりとりについて

は、町の窓口を経由をして、それぞれやりとりがされるということについては、おっし

ゃるとおりでございます。
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●谷口委員 はい、いいです。まあそういうことにしておきます。

●委員長（室﨑委員） １条、趣旨、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、先へ進みます。

第２条、厚岸町において行う事務。

ありませんか。

２番。

●堀委員 私が聞きたいのは、１号の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受け付けという

ところなんですけれども、これはいつ、どの時点で申請書の提出というのが、例えば被

保険者が死亡したときというのが広域連合条例のほうにあるんですけれども、申請書等

というのは、その死亡届が出されたときにお渡しされるのか、それとも広域連合のほう

から郵送なりで来て、あなたは請求する、申請することができるので出してくださいと

いうようなものが来るのかということを教えてもらいたいんですけれども。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答えを申し上げます。

国民健康保険の手続の場合を想像していただくとイメージとしてわかりやすんだろう

と思いますが、基本的には死亡届においでになる場合には、代理の方の届け出が多いも

のですから、その時点での窓口での申請行為というのは通常ございません。それで、窓

口業務の連携の中で、どこどこのだれだれさんが、後期の対象の方がお亡くなりになっ

たという連携の中で、後ほど家族の方に申請の手続がありますので伝えておいてくださ

い、あるいは申請がおくれる場合につきましては、こちらのほうからまだ申請がされて

おりませんが、申請をお願いしますという形で、郵送で直接札幌市のほうから申請書が

行くとか、役場から申請書が送らさっていくというイメージでは私ども考えておりませ

ん。おいでいただいて申請手続をしていただくという形になると思います。

●委員長（室﨑委員） ２番。

●堀委員 であれば、情報として、こういうものが出るんですよというものがやはりわか

らなければならないという話になりますよね。それはいつの段階でということとか、そ

の連携の中でと言われるんですけれども、それで、その本人のほうにきちっと伝わるの

かどうなのか。やはり３万円といえども大事な拠出金ですから、医療費ですから、そこ

ら辺きちんとされなければならないのかなというふうに私は思うんですけれども、今、

代理申請の者に対してはあれしないで、郵送なりでもしない、それであれば、あとは電
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話なりでということにしかなり得ないのかなという、それがたまたま本人がわかり得て

いればいいんですけれども、わかり得ない場合とかといった場合、いつまでたっても、

その申請書が上がってこない場合は、本来支給されるべきものというのは、いつまでた

っても支給されないで終わってしまうということがないんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 今、葬祭費の支給のお話になっておりますが、支給漏れがある

んではないかというご心配であります。今現在やっております国民健康保険の被保険者

の方々に対する同一の支給につきましても、事務処理上の遺漏というものは出ておりま

せん。私どもの死亡届の受け付け先である戸籍担当、それから給付の担当のほうの事務

連携の中では、その辺の遺漏はないというふうに思っておりますが、必ずしも葬祭費が

後期高齢者の場合は３万円支給されるんですよという金額の問題も含めて皆さんに周知

が行き渡っているかどうかということについては、私どもも制度の内容と給付制度の内

容として周知をさせていただき、なおかつ窓口での申請事務についても適正な処理をさ

せていただきたいと思います。

なぜ窓口に来ていただく必要があるのかということにつきましては、実は、現金によ

る給付とはならないわけでありまして、事務の簡素化の分も含めて、実は葬祭費に関し

ては、葬儀をされた方に支給をするという基準の中で、申請される方の口座に振り込み

をさせていただきたいという事務処理になります。そういう意味では振り込むべき口座

の確認も含めて、電話ではなるべく処理をしない。間違いのないように確認をさせてい

ただくということを原則として進めていくものですから、そういった事務の流れになる

ということについて、ぜひご理解をいただきたいと思っております。

●委員長（室﨑委員） ２番。

●堀委員 申請書、例えば申請をずっと10年間もされなくても、ずっと支給義務というの

はあるというふうに思ってよろしいのでしょうか。

あと、それと葬祭を執行した者に対する支給といいますけれども、例えば一般に言わ

れる施主、喪主といった中でのその者、それがどちらのほうに支給されるのかとかとい

うのはどうなっているんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

（ ） 、 、●町民課長 久保課長 給付の期限でございますが あくまでも給付でございますので

。 、時効は２年以内ということになります 申請をしていただきたいという通知をしながら

２年間申請がないということになりますと、そのものは時効にせざるを得ないという扱

いをいたします。

それから、施主と喪主の関係でございますが、規定上、施主に支給をするとか、喪主

がいる場合には喪主に支給をするというものはございませんで、非常にあいまいな部分
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も残るんじゃないかというご指摘もあるかもしれませんが、死亡された方に配偶者がい

る場合については、基本的に配偶者の口座でよろしいでしょうかという確認をしながら

配偶者に申請をしていただく、その時点で、いやいや違うんですと、葬祭をした者は私

ですという、例えばお子さんでありますかという方が施主の立場で私がやるんですとい

うお話になった場合には、その方にお支払いをするということになると思います。何で

確認するのよというお話になるかもしれませんが、新聞広告でありますとかという、実

際にそういったものを確認をした中で、うちで確認をして進めていくということになる

と思いますので、その辺ご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） ２番。

●堀委員 それじゃ、施主、喪主の確認といった点では、その時効期限内であれば、受け

付けるんですから、例えば、常に新聞広告とかを、本人という者が持っていて、それを

証拠書類として出さなければならないというふうに思えばいいのか。施主、喪主の厳格

な証明書類というものがない場合は、その判断としては死亡広告なりということでよろ

しいんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 基本は、同居の親族ということから始まるんでありますが、そ

れで、そうじゃないという申し立てがある場合には、そういった広告も参考にさせてい

ただくということになります。もう一度確認しますが、一般的には配偶者が死亡された

場合については、残った配偶者の方が申請すべきではないですかという話になります。

それから、同居、あるいは別居ででも、お子さんがいて、今回の葬儀は私がとり行っ

たんですということになれば、法律の条文の解釈上は、規定の解釈上は、葬祭を行った

者に支給をするということになりますので、その方に申請をしていただくということに

なってまいります。

●委員長（室﨑委員） ２番。

●堀委員 何回もすみません。その場合、配偶者に無断で施主なりというものが申請を行

った場合、そういったときのその確認というものは、配偶者に対して、配偶者がいる場

合に対しては、されるというふうに思ってよろしいんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 一般的には、死亡された方の相続権がどうのこうのというとこ

ろの判断をしないで、葬儀をされた方、執行された方というくくりの中で事務処理がさ

れますので、そのことについて、じゃお子さんから申請がされたんだけれども、死亡さ

れた方の配偶者の方に一々確認をするかということについては、窓口事務としては、そ
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れはしないということになると思います。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

２番。

●堀委員 例えば、あれですね、やはり配偶者に無断で申請されて、配偶者が申請しよう

としたときには、いや、あなたはもう支給されているんですよというようなことになり

かねないわけ、そういう状態というのが起こり得るということになるんですよね。やは

り配偶者、その時点での配偶者の云々というものをきちんと確認した上で、配偶者にも

確認するという事務というのはやはり必要じゃないのかな。これは家族間の問題といえ

ば問題なのかもしれませんけれども、往々にして起こり得ることなのかなと私も思うも

のですから、やはりその確認というのはしたほうがいいと思うんですけれども、いま一

度お願いいたします。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 特異なケースで想定をされてご質問されているんだと思います

が、私どもは基本的には同居の家族の方を優先に処理をするというのは、これは当然の

事務処理だというふうに思っております。それで、ひとり暮らしの方が死亡されて町外

にお子さんが何人かいらっしゃるというようなパターンも現実にはございます。そうい

う意味では、必ずしも第一子の方に、その給付に関する権限があるという機械的な事務

処理は、この制度ではできないことになります。

、 、 、そういう意味では 先ほど言いました死亡広告によります施主 喪主の関係ですとか

複数にわたります場合には相互に相談をされて、どなたが申請をされるんですかといっ

たようなやりとりは当然窓口の中ではされると思いますが、された後の、いやいや実は

違ったんだとかという中身につきましては、これは私どもの守備の範疇ではなくて、親

族間の中でぜひ丸くおさめていただければという問題になるんだろうというふうに思っ

ておりますので、その辺はご理解いただきたいと思います。

●堀委員 よろしいです。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 本当申しわけないんですけれども、事項といっても、何か話があちこちにな

って……

●委員長（室﨑委員） それで、最後に総体をつけますから、もし幾つにもかかわるよう

でしたら、総体でお願いします。

●谷口委員 申しわけないんですけれども、ちょっと３条と絡めて質問させてほしいんで
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すね。

●委員長（室﨑委員） わかりました。

２条でやっていますので、２条中心でお願いいたします。

●谷口委員 ただ、その３条が保険料の問題があるものですから、ちょっとお尋ねしたい

んですが、今回、この資料をいただきましたよね。それで、費用で国民健康保険のほう

が7,400万円ぐらい国民健康保険税のほうは減額になるということで、後期高齢者のほう

に8,400万円余りが新しく税金としていくようになっていますけれども、こうやって見て

いくと、結果的には、今後この流れといいますか、保険料が毎年どんどん上がっていく

ような方向に行くのかなと、高齢者がふえることによって。そういうものなのかなとい

うふうに思うんですよね。今、75歳以上の人たちもだんだんこう長生きしていけば、新

しい人も新人の75歳が加わっていくわけですよね。そうすると、この分がどんどんふえ

、 。ていくということになると思うんですが そういうふうに理解しておいていいのかなと

それと、今葬祭費のことが話をされておりましたけれども、保険料については、本当

にこう一人一人どういうところに自分の保険料が来るのかということをきちんと押さえ

られている人が、まだ厚岸町内では少ないんではないのかなというふうに思うんですよ

ね。

それで、説明会を開いたところでは、一部地域においては、自分は少し安くなるから

いいんでないかというような話をされていたということが新聞報道にも書かれておりま

した。しかし、実際は年金から無理やり保険料を徴収することになるわけですよね。

それで、この減免の申請等は、厚岸町役場に来て行わなければならないのかというこ

とと。もう一つは、今制度が非常に大変なものだということで、この保険料の一部凍結

負担凍結が言われていますよね、一部負担の凍結。それで、この対象者はどういう人た

ちをその一部負担の凍結の対象者にするのかということについて、ちょっと説明をお願

いいたします。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お一人お一人の自分の保険料がどの程度かということにつきま

しては、さきに開催をさせていただきました地域の説明会の参加状況が、いわゆる関心

のある方だけの参加にならざるを得ないという意味では、全体で170名の参加でございま

したが、その参加された方の感想として、国民健康保険税の負担よりは安くなるという

ことについて、安堵のコメントもあったということであります。

それで、私ども４月以降、実質制度が始まってからの話になりますが、地域で集まり

がある等の中に、ぜひ呼んでいただきたいということもチラシの中でも加えさせていた

だきましたし、説明会においでいただいた方にも、一度聞いただけではなかなかわかり

にくいでしょうということで、何人かお集まりのときにはぜひ呼んでいただきたいとい

うお話をしてきておりまして、そういう意味では実際に制度がスタートした後の話にな

りますが、保険料の話も含めて制度がどうなのかという部分でも周知を図っていきたい
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と思います。

それで、保険料の減免申請の話でありますが、今回の条例にも規定させていただきま

すが、申請の窓口は役場でございます。役場で申請をしていただいて、その申請書類を

広域連合に送らせていただくという形になります。

それから、保険料の一部負担凍結の対象者はということでありますが、今回対象に、

今回といいますか、スタート時点から凍結の対象になっておりますのは、いわゆる社会

保険の被扶養者の方につきましては、これまでも医療保険に対する保険料の負担という

のはございませんでした。専ら会社で働く扶養義務者の方が保険料を負担をする。被扶

養に入っている方については、保険料の負担がないという方でありまして、この方々が

新しい制度では、基本的には所得割はかからないにしても、均等割が保険料としてかか

ってくるということになります。この急激な負担を軽減するために、６カ月間は負担を

ゼロとすると。それから、次の６カ月間を２分の１の１割分という面倒くさい説明にな

りますが、２年間は保険料を２分の１に軽減をするという規定ができておりますので、

軽減された２分の１の１割分について負担をするということですので、９割軽減という

形になっております。凍結という話になりますと、最初の６カ月は保険料の負担がない

という方々でございます。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 あれですか、先ほど言ったのは、7,400万円から8,400万円、これは高齢者が

。 、 。ふえてきているということでいいんですか これがずっと 今後もずっと右肩上がりで

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 同じ認識だったものですから、説明漏れまして申しわけござい

ません。委員おっしゃるように、将来的に高齢者の負担、保険料負担が上がっていくの

かということについては、今のまま単純に推移をしますと、委員おっしゃるとおり、75

歳以上の方々がどんどんふえていって、それに対する医療費も膨らんでくると。それに

対する負担の話でございますので、医療費が下がるということがなければ、保険料はふ

える、上昇気流のまま行くんだろうというふうに思っております。

ちょっと説明不足でしたが、ここで先ほど、19年度の国保税と20年度の国保税の比較

の中で、下がった分が七千数百万円で、20年度の後期の保険料が8,400万円という、数字

だけの話しますと、何だ減った分よりも新たに払う分が多いんじゃないかというふうに

見られるかもしれませんが、そうではございません。20年度の保険税の中には滞納繰越

分もございまして、現年度につきましては、単純に後期の高齢者の方々が現在の国保税

より多く負担をしているということではございません。

もう少し説明加えさせていただきますと、保険料の率の規定そのものは２年ごとに見

直しをするということになっております。ですから、今回広域の条例にのっております

、 、 、 、所得割9.63％ それから均等割が４万三千円何がしという金額については 20年 21年

２年間そのまま適用されるということでありまして、22年度に向けて、じゃ22、23の２
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年間の医療費がどうなるのかという推計の中で、それぞれ率、額が計算し直されて決ま

ってくるということになるものであります。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 それで、結果的には、今私たちが見せられているのは、厚岸町だけを見せら

れているわけですよね。北海道の広域連合の収支がどうというのは見られないわけです

から、入りの部分はだんだんこういくというのは見えるけれども、出るほうは、医療費

はどうなっていくかというのは、結果的に、これを見ていたんでは見えないことになり

。 、 、 、 、ますよね ですから そういうもののバランスの上で 今 課長がおっしゃったように

２年ごとに見直しをするということになるというふうに理解していいんですよね、広域

連合は。そういうことですよね。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） そのとおりでございます。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 それで、結果的に、今ここで減免だとか、徴収猶予だとか、いろいろ言われ

、 、 、ておりますけれども ほとんどはあれでしょう 年金から引き下げをするわけですよね

介護保険料と同じように。相当低い年金受給者以外は１万円余でしたか、１万数千円以

上の人は全部年金から引き下げをするように今の保険料はなっていますよね。そういう

理解でいいんですよね。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

（ ） 、 、●町民課長 久保課長 公的年金からの特別徴収につきましては 月額１万5,000円以下

年額で18万円以下の金額については、特別徴収の対象にしないとか、それから、後期の

保険料と介護の保険料を合わせて公的年金の２分の１を超えた場合に、この方々につい

ても特別徴収の対象にしないというような規定が定められております。

それで、当初の保険料算定の段階で、まだ実は年金支給の保険者との情報の確立がき

ちんとなっておりませんで、私ども介護保険の特別徴収のデータも参考にさせていただ

きながら、基本的には約1,500名のうち８割が特別徴収の対象者、残る２割が普通徴収の

対象者というふうに見ておりますので、この２割の普通徴収の対象者の中には、今委員

おっしゃられます年金の受給額によって対象外となる方以上に、年度途中で75歳に到達

をするという方々の分のほうがむしろ比率としては高くなるんではないかなという見方

をしておりますが、そういった要因も含めて、特別徴収が８割、普通徴収が２割という

ふうに推計をしているところであります。



- 21 -

●谷口委員 いいです。安心しました。

●委員長（室﨑委員） 第２条、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、先に進みます。

第３条、保険料を徴収すべき被保険者。

１番。

●音喜多委員 後期高齢者、ずばり75歳以上、今回４月からこのままでいくとあれなんで

、 、 。すが 今回 政府の特別計らいで９月末までは凍結しますよということになっています

今回、後期高齢者はすべて個人負担というか、個人にかかわるわけですね。世帯ではな

くて、男であれ、女であれ、みんなそれぞれということで、９月末まで今回無料で凍結

ということで、10月来ると、来年の３月まで９割凍結で１割負担よという予定になって

いますよね。

、 、 、 、 、それで 既に この４月から実施ということで 実際には徴収しないけれども 現在

厚岸町はもう既に広域事務のほうに何月何日、現時点で何名というようなことが報告さ

れているんだろうと思うんですが、こういう個人徴収にかかわって今回厚岸町は４月１

日と見て、男何名、何人ということになるんでしょうか。女性というか、被扶養者も含

めて徴収するわけですから、それは合わせての話になるのか、そういう男女別に分けて

見ているのか、その辺、何名今回そういうふうに見ているのか、対象者。徴収する、保

険料を徴収する被保険者は。

それから、いわゆる前期と言われる方、70歳から74歳まで、この方々は平成18年10月

から定額１割の負担をすることになるわけですが、これ負担してきているわけですが、20

年、今年の４月から２割負担になるわけですね。これまた本当に１割から２割というこ

とになれば倍になってしまうわけですが、これも一応来年の３月まで、これは凍結とい

う政府案が出ているわけですけれども、そのようにいくんでしょうと思うんですが、こ

の１割から２割に、仮に４月１日実施した場合は、何名厚岸町で対象者というふうに町

はとらえているのでしょうか。

まず１回目、その辺のところで。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） まず、後期高齢者の保険料納付の対象者の男女別になるのかど

うかという数字がわからないかというお話でございますが、私どもは委員おっしゃられ

るように、お一人お一人が保険料の納付者であるということと、それから65歳以上の障

害認定のある方、それから75歳以上の年齢の対象になる方というくくりの中でデータを

持っておりまして、男女別にはちょっと出ないわけであります。今持っております数字

は、平成20年４月１日段階で対象になる方々のデータでありますが、被保険者数は1,498
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名であります。この方々が新たな後期高齢者の保険料を負担される方ということで、広

域連合のほうにも数字を報告しているところであります。

それから、２点目でありますが、前期高齢者の方々の平成20年度４月からのいわゆる

医療機関にかかった場合の一部負担の話は、委員おっしゃられるように、１年間凍結に

なりました。そういう意味で、私どもも対象になる方々の負担がふえないということで

は安堵しているわけでありますが、この対象者の方々が何人いるのかというデータは今

持ち合わせておりませんことをご理解いただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） １番。

●音喜多委員 約1,500人が後期高齢者の対象になるよと。先ほど言われていたように、当

面２年間はこの見直しはしないというけれども、国のほうもそういう段階的に被保険者

に負担のかかることを知らせていくというか、徐々にみずからの負担になるよというこ

とを段階的にやっていくということになるわけですが、それはそれとして、じゃ前期の

ほうの、今日まで、70歳から74歳まで持ち合わせがないと、１割から２割になる対象者

というか、その持ち合わせがないと。これ４月１日からやるとしたら、どこからはじき

出していくんでしょうか。今回そういう負担かけていないということだから、ただ、そ

れじゃ１割の人はいるわけですよね。当然その人方が前期という今度新しい70歳から74

歳の人がそれになるわけだから、当然単純に算出していっても、今の１割、１割はそう

か、65歳以上、出ないのか、これ出ないね。よく考えるとそういうことになる。

しかし、やるとすれば、これつくり直すというか、選び直すということになるんだ。

すると、凍結になったから、去年のうちに決まったから、これは今とりあえずやる仕事

ではないというふうにとらえているんだということですか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 的確なデータを持っておりませんで、大変申しわけございませ

ん。結論から申し上げますと、今委員おっしゃられたように、４月からのスタートでな

いものですから、後期高齢者の事務でありますとか、新たに４月から適用されます保険

証の交付の事務でありますとかというものを今優先して事務処理しているわけでありま

して、例えば、凍結がなくて、４月から１割負担が２割負担に上がるんですよというこ

とになっていますと、病院にかかるときに健康保険証以外に、私の負担は２割ですよと

いうものを提出しなければいけないということになりますので、その事務処理のために

データを吸い上げて、全体の人数も当然確認をするということになってくると思います

が、今時点でまだその作業をやっていないものですから、的確なデータを持っていない

ということでございます。

●音喜多委員 いいです。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。
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他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

第４条、普通徴収に係る保険料の納期。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第５条、保険料の督促。

ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第６条、延滞金。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第７条、委任。

ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 先へ進みます。

第８条、罰則。

ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第９条。

ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第10条。

ありませんか。

（な し）
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●委員長（室﨑委員） それでは、附則に入ります。

附則第１条、施行期日。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第２条、平成20年度における扶養者であった被保険者に係る保険

料の徴収の特例。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第３条、延滞金の割合の特例。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） それでは、逐条ではなくて、総体についてございませんか。

10番。

●谷口委員 後期高齢者医療制度全般について、非常にやっぱりこの制度については、今

いろいろ説明をされましたけれども、矛盾点がたくさんあると思うんですよね。結果的

には、私たちがわからないところで保険料が決められていっているわけですし、一部凍

結してみたり、減免制度をつくってみたりしているわけですけれども、結果的に、この75

歳以上の人たちがどうして75歳で線を引かなければならなかったのかと。世界に例がな

いような制度をつくって、今これから始めようとしているわけですよね。結果的に、そ

れによって高齢者の方々は懐から、懐どころか、来る前にもう年金から保険料を引き下

げをされるというような状態ですよね。

それから、一部凍結も、本当に一部凍結で半年は一応無料にして、その次は２分の１

を何分かに、要するに１割で９割の減免というか、そういうやり方をしているというよ

うなことで、一応こう何かみんなの意見を聞いたように装ってはいるけれども、結果的

には、これは無理やり発車をさせようというようなことになっているというふうに思う

んですよね。それで、実際にその対象となるお年寄りの方々は、その制度について実際

よくわからないと。今課長がおっしゃっておりましたように、町内で説明会を開いたけ

れども、百数十名の参加者にとどまっているということだと思うんですよ。

ですから、これについては、やっぱり本当にみんなが納得した上で進めるということ

になっていかないと困るのではないのかなというふうに考えておりますけれども、この

制度について、率直に課長、どういうふうに思っていますか。非常にこの制度はいい制

度だと。

私は非常に心配するのは、今後、これが進んでいく中で、物すごいお金がかかります
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よと、これはとってもやっていけないと。それで、運営するには大変なので、保険料は

上げましょう、医療費は抑制しましょうということになっていっては困るのではないの

かな。北海道の広域連合の適正化計画、広域連合の計画には医療の適正化という言葉が

いっぱい使われているんですよね。適正化というものは、要するに、一定のところで歯

どめをかけましょうということなんですよ。

そうすると、今まで治った病気も、この水準でおたくはもう年なんですから、これ以

上治療ができませんというようなことになっていきかねないですよね。ですから、この

制度をつくる、そのときから、要するに75歳以上の人というのは、どうしてそうやって

分けるんだと聞いたら、大体病気をたくさん持っていると、もうそろそろ終わりになる

と、そういう人たちのための医療制度をつくるんだということで始まっているわけです

よ。

そうすると、私は非常にこうこの先、見通しが、いい制度をつくってくれて安心して

老後を暮らしていけると、私も来年は前期高齢者になるわけですけれども、前期高齢者

、 。と後期高齢者と差別をつけていくということに対して どういうふうに考えていますか

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答えさせていただきますが、私ごときがコメントしていいの

かどうかという部分も含めて、実は委員と同じ思いで実は今聞いておりまして、そもそ

も高齢者の医療は70歳以上の方々の医療費を無料にしようというところからスタートし

たはずなんであります。それが途中から自己負担というものが導入され、平成14年から

は70歳以上というくくりを毎年１年ずつ年齢を引き上げて、５年かけて75歳にしようと

いうのが平成14年の話であります。

それで、この時点で、もう既に老人保健対象者以外の方々は、70歳とのすき間にいら

っしゃる方は、前期高齢者という位置づけの中で実は区分されていたんであります。そ

れで、後期高齢者という言葉が出てきたのは、去年になって新しい制度では後期高齢者

医療制度というものにしますよということで、基本的な対象者は75歳以上ですよという

ことであります。

ですから、老人保健制度が後期高齢者医療制度に移行していく、その中で今まで医療

保険の保険税でありますとかという負担していたものは、そちらでは負担しなくてもい

いですよ、ご自分たちでかかる医療費の１割部分について、保険料として負担をしまし

ょうというのが、今スタートしようとしている制度の姿であります。

それで、前期、後期の言葉の差別、あるいは医療制度の差別の問題ありましたが、私

どももすべてではないにしても、おっしゃられるような一人一人が医療機関にかかりた

、 、 、 、い 治療したい よくなりたいという現実の問題と 今国が医療制度ではありませんが

医療全体の費用をいかに下げるかという議論の中で行われていることが、ギャップがあ

るなというのは、私もそのとおり感じております。

それで、この制度の中で、ああせいこうせいと単独に広域連合であったり、市町村が

手をつけて横出しの制度をつくるというものではございませんので、そういう意味では

地域の実態そのものをできるだけ町村会でありますとか、関係機関でありますとかとい
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うところと情報のすり合わせをしながら改善すべきとして国に言うべきことをやっぱり

言っていくべきだろうというふうに思っておりますし、20年４月からそういう体制には

なりませんが、制度運営の中で寄せられる意見については、私どもも真摯に受けとめて

意見を出せるものについては、関係機関と国に訴えていくという体制を基本的にはやっ

ぱり持っていくべきだろうというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 今、課長がおっしゃっておりましたように、やはりこの制度には、やっぱり

かなり無理があるんですよね。それと、市町村でやるようになりますけれども、先に広

域連合のほうでも、結果的にこの制度に基づいた広域連合の計画、あるいは広域連合の

条例も決めました。しかしながら、これではやっぱり北海道の広域連合としても、北海

道のお年寄りの人たちの健康を守っていくということに対しては、やはり非常に無理が

多過ぎるということで、全体的に国あるいは北海道に対して請願、意見書を上げている

わけですよ、広域連合として。そうすれば、やはり私は厚岸町としても、それに対応す

、るような動きも一方では決めていくべきではないのかなというふうに考えますけれども

その辺についてはどうでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答え申し上げます。

広域連合の計画でありますとか、条例、このお話でございますが、北海道の広域連合

として独自の計画、あるいは独自の規定を持った条例を制定をして、それによって運営

をするということにはならないわけでありまして、そこにひずみのある部分について、

北海道の高齢者の方々の医療をどう充実をしていくのかというようなギャップの問題に

ついて、広域の議会として、道に対して、あるいは国に対して要請をしていくというこ

とについて、そうなっているんだろうというふうな認識をしておりますが、町としまし

ても、先ほど申し上げましたように、私どもの試算としては、独自でなかなかできない

部分がある。そうすると、法定受託事務とはいいながら、地域の現状でありますとか、

実際の事務処理上感じた矛盾点でありますとか、運用面での疑問点については、制度を

見直す必要があるとすれば、そのことを国に対して言っていくというのは当然のことで

ありまして、そういったスタンスの中で道内の町村会でありますとか、関係保険者等の

機関と勉強しながら進めていくというスタンスでおりますので、ご理解をいただきたい

と思います。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●谷口委員 はい。
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●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

７番。

●安達委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、これは説明会、町内でやられたわけ

ですね。お年寄りの方、これは理解して、この制度を理解していただいたんですか、そ

れとも理解した中で、理解というか、この後期高齢者制度自体を理解しているのか、そ

れとも、この理解を、十分わかって、また、この制度を理解していくだろうという、そ

の辺どうなんでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答え申し上げますが、説明会で私どもも重点的にお話ししま

したのは、制度の入り口の話をしていますと、とても時間が足りなくなるという問題が

ありましたので、そこはパンフレットでありますとか、資料の中のこの部分にあります

のでという形で説明自体は省略をしております。対象となる方はどなたがなるんでしょ

うかというところへ入りまして、途中から対象になる方はどういうふうになります。そ

して、保険料の負担はどうなりますというお話で、町で保険税と、国保世帯の方が後期

高齢者に移行する場合を想定して、保険料の比較を幾つかのパターンしておりました。

それで、それの説明もかなりウエートを置いているものであります。

それから、給付の内容でありますが、ここも実は省略をしました。資料としては添付

しているんでありますが、今までの老人保健と給付内容については変わらないんです。

今現在、こういう給付がされているんでという説明がついておりますので、後ほどごら

んいただきたいということで、その時間は一通り説明が終わった後の皆さんからの質問

の時間を確保したいという思いで、そこのところをはしょった部分がございます。

それで、理解しているのかというお話には、率直に理解はできていないな、だろうな

というふうに思います。保険料が国保の場合安いと、新しい制度のほうが安いぞという

部分は、ぽんと理解できたんだろうと思いますが、それから５年たって、新しい制度の

ほうが負担が重くなるというケースも実は説明しておりますので、５年間は大丈夫なん

だなということ、５年たつと、こういう世帯の場合には負担がふえるところも出てくる

んだぞということについては、ご理解がいただけたんだろうと思いますが、新しい制度

全体がおいでいただいた皆さん方に理解がされているというふうには、私ども認識をし

ていません。

そういう意味では、先ほども申し上げましたが、４月以降、出前の説明会みたいなも

のを地域の要請に応えながら、皆さんと意見交換をしていける場が持てればというふう

に思っているところであります。

●委員長（室﨑委員） ７番。

●安達委員 この制度、私も勉強不足で、広報あっけしなんかにも出ていますし、いろい

、 、ろな新聞等で目にはしているということで なかなかこれは何のための制度なのかって
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そこから始まって、やっぱりわかりにくいというのが、私もわかりにくくて大変困って

いるんですけれども、そういう中で、お年寄りの方は、恐らく理解、中身理解していな

い、されていない部分が多いんでないのかなという気はしております。

それで、これは制度の、何のためにこんな制度をつくったのかという本当に疑問があ

るんですけれども、裏を返すと、お年寄りの診療、健診、そういうものを抑制するとい

うような、そういうものを減らして、医療費を減らしていくという、そういうことが発

端なのかなという気しております。

今日あたりの新聞をつぶさに見ていますと、お年寄りは知っているのかなという、こ

ういう記事の、そういう内容だというような視点はありますけれども、後期高齢者とい

う、この表現自体も私は非常に憤りを感じているわけですね。75歳以上の方というと、

やはり日本が敗戦、戦争に負けて、この日本をつくったのは、この年代なんですね。こ

の年代以上の方なんですよ。そういう大事な、むしろ国が率先して医療費なんかを取る

なんていうんじゃなくて、本当に大事にしなければならない一番の年齢だろうと、そう

思うわけなんですね。そういうことを考えながら、私もこの制度に憤り感じるんですけ

れども、行政側としてどういうふうにお感じになるんですか、この制度。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） この制度ができる背景には、委員おっしゃられるように、医療

費の抑制をどうしようという国の思いがその中に入っているということについては、間

違いない事実だろうというふうに思います。

その中でも、特に全体の３分の１を占める高齢者の方々の医療費について、どうして

いくという背景があったと思っております。そういう意味で、今になってみますと、ス

タート時点では国民健康保険税の負担よりも新しい制度のほうが負担が低いからいいじ

ゃないかという部分的な現象はありますが、これも２年ごとの医療費の見直しの中で保

険料も上がってくるんだとすれば、そのものも必ずしも喜んでいられる状況ではない。

スタートのときは安かったんだけれども、２年、４年たっていくと、新しい制度の負担

がどんどん大きくなっていくということになるかもしれません。

そんな現象は別にしましても、保険料の負担の問題でありますとか、先ほど言いまし

た、本来無料の医療制度でスタートしたものが、途中で１割負担が入り、月々の負担限

度額というものも制度化され、それでいいのかということについては、私が個人的にコ

メントできる立場にはございませんが、あえて言いますと、若者が国が責任を持って高

齢者の医療費ぐらい面倒見れやという思いは個人的には持っております。ただ、そうで

ない方々もいらっしゃいますから、議会制民主主義という全体の動きの中で決まってく

る事柄ですので、町村の思いが、あるいは担当者の思いが必ずしも制度にストレートに

反映されるものではないというのは、それは委員もご承知だと思います。

そんな意味で、非常につらい部分と、それから新しい制度が、矛盾があるといいなが

らも国保に残れない、あるいは75歳以上ですと社会保険も切られるという法的な流れの

中で後期高齢者医療制度が受け皿になって４月からスタートをせざるを得ないというこ

とでありますので、例えば、満足な制度でないにしても、安定的な医療給付という制度
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の中では、我々は適正な事務処理をせざるを得ない、せざるを得ないというよりは、に

努めていきたいというふうに思っております。

●委員長（室﨑委員） ７番。

●安達委員 担当者も、こういう制度については本当に理解しがたい、我々と同じような

気持ちで答弁され、苦しい答弁されているわけでございます。これは今回の議会で議論

されるだろうと思われる道路特定財源なんか絡めて、やはり税金の、大事な税金の使い

方なんかも、これはこれから議論していきたいなと思うんですけれども、いずれにして

も、一番今の豊かな日本をつくった、その大事な方々をやはりもっと何といいますか、

思いやりある政治といいますか、思いやりを持った、そういう血の通った政策というの

をやっぱりこれはしなければならないと思うんですよね。こういうことをここであれし

ても、町長あたり、この辺どういうふうにお考えかちょっと聞かせていただければ非常

にありがたいんですけれども。

●委員長（室﨑委員） 町長。

●町長（若狹町長） じゃ、私からお答えをさせていただきたいと思います。

我が国も急激な高齢化社会を迎えております。迎えつつあります。当厚岸町において

も、同様な傾向にあるわけであります。そういう中で、医療費が急激に増大していると

いう現実もございます。例えば、国民医療費25年後には約65兆円になるであろうと、平

成18年の倍医療費が推測されるわけであります。そのうちの老人医療費というのが５割

になっている状況にございます。

そこで、国といたしましても、高齢者の安定した医療制度という、長生きしてよかっ

たという社会を構築するための考えに基づいて今回の高齢者医療制度がスタートを切る

のではなかろうかと、私は理解をいたしているところでございます。

しかしながら、目前に迫った４月からのスタートでございます。いろいろな課題、今

ご指摘があったと思いますが、しかしながら、２年後においては医療費の見直し等、い

ろいろな課題もあるわけでございますので、私どもは与えられた４月１日からのスター

トの中で、厚岸町としてはどう対応していくかという重要な瀬戸際にあるわけでござい

ますので、私といたしましては、高齢者医療、医療費の伸びの抑制と負担の見直しとい

う建前から理解を皆様方にお願いをするということであります。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

他にございませんか。

１番。

●音喜多委員 全体通してということですので、私も80を過ぎた親を見ることになりまし

て、今見ているんですが、実際にそばにいて、そういう80歳の方が、80を過ぎる方がそ

ういうことに、対象になっていて、どれだけ理解しているについては、全く理解はして
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いないと。先ほどの話から、今回、14年度から始まって、今周知期間というか、６年間

かけて、この後期というか、今の医療制度をつくるという形に政府は向いてきたわけで

すけれども、私ども現役時代に、そういう自分の将来、高齢者になったときに、そうい

う制度の中へ入っていくんだよ、そういう階段、エレベーターに乗っていくんだよとい

うことであれば、それなりの心構えというか、そういう気持ちもできるだろうと私は思

うんですが、今の人方に、75歳、その６年をさかのぼってみたって、70になってからそ

ういう制度に入っていくんですよと言われても、ぴんと来なかっただろうと、私はそう

実感するんですね。

いずれにしても、こういったこの問題は、非常にこう欠点が、調べれば調べるほど問

題点が出てくるだろうと思いますし、既に問題が出ているわけですが、一番の問題は、

現場の市町村で決めるんであれば、こうして議会を通して言うこともできるというか、

そのことによって改善することもできるけれども、ランクの違うところへもう既に主宰

者側は行っているわけですね。主宰者というか、事業所というか、そういった現場でこ

ういう問題点が出たときに、どうはっきり伝えたらいいのか、改善するというところを

見出すルートというか、それが断ち切れているというか、この広域制度をつくったとき

には、各管内から１名、もしくは２名とか、町村長、あるいは議会代表とかというふう

に言われていますけれども、これだけの末端の住民を代表して、それのことが言えるだ

ろうか、そういう実際の話を言える場がないわけですよね、意見の反映の場というか。

そういうことが非常にこの問題はらんでいる中で、そのことをこれから運営していく

中でどう吸い上げてくれるというか、改善していく道になるのかなと、その方法は担当

者としては非常に難しいかもしれない。私としても、今までのその流れを見ていくと難

しいかなと思うけれども、それでよしとしては、この制度は生かされないんでないかな

と私は思うものですから、その改善する余地というか、ルートというものはどのように

考えればいいのかなというふうに思っております。

そういったことで、もう一つとしては、今回こういうふうに国が決めて、市町村にこ

ういうふうに決めなければいけないというか、生み出すというか、こういう新しい制度

を産む苦しみというのはわかりますけれども、我々議員としても、町民のこと、あるい

は自分の親のことを考えれば、これは問題あると。しかし、議会でこうして臨んでいく

と、やはりこの制度もつくっていかなければというか、何らかの今の現在のお年寄りの

医療の問題いろいろ考えると、何らかの形でこう生み出していかなければいけないとい

うか、つくっていかなければいけないと思うならば、これもまた、立場としては非常に

苦しむというか、そんな状況にあるということ。これは非常に私としてももう情けない

条例を出してきているなというふうに思わざるを得ないんですが、しかし、国がそう決

めたからと、それでもろ手を挙げて賛成かと言ったら、私はこういう欠陥のあるような

ことについては、いささか疑問に思います。

そういった意味でも、意見を反映させるというか、みずから末端の被保険者としての

立場になれば、どういうふうに意見を上げて、そういう、いくというか、いい運営の仕

方をするかなというところに行き着くわけですが、その辺について、もし考えがあれば

お示しいただきたいと思います。
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●委員長（室﨑委員） 町長。

（ ） 。●町長 若狹町長 議会でも昨年来からいろいろと議論をなされているわけであります

ご承知のとおり、北海道後期高齢者医療広域連合、我々首長の代表並びに皆さん方の町

議会の代表、市議会議員の代表と、それぞれ構成をいたしておるわけであります。そこ

で、いろいろな議論を通じて今日を迎えておるわけでありまして、我々といたしまして

は、我々の代表である各人がそれぞれ十分な道民の立場から議論しながら、そういうご

決定をなさったものであると、そのように私は理解をさせていただいているところでご

ざいます。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

●音喜多委員 はい。

●委員長（室﨑委員） 他にございますか。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） これで、総体における質疑締めていいですね。

討論ありますか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） これより討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

10番。

●谷口委員 私は、議案第34号 厚岸町後期高齢者医療に関する条例の制定について、反

対の立場から討論を行うものであります。

私は、そもそも先ほど審議の中でも申し上げましたけれども、お年寄りの方々を後期

高齢者、あるいは前期高齢者、このように呼んで差別をし、そして医療も差別をする、

こういう制度をつくることに対して、非常に私は今後の日本の政治に大きな危惧を持つ

。 、 、ものであります それが結果的に地方自治体まで巻き込んで このような制度を創設し

それに従わせる制度をつくり上げていくということに対して、私は非常にこう憤りを感

ずるものであります。

そういう中で、私がこの条例に反対するのは、やはり何といってもお年寄りの方々の

年齢による差別、そして医療差別が今後ますます激しくなっていく、こういうことをど

うしても阻止をしたい、そういう立場から私は反対をするものであります。

先月２月２日の日に、札幌において後期高齢者医療制度は許せない、怒りの道民集会
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というのがございました。これには1,000名近くの方々が参加をされております。その集

会に各界各層の方々がそれぞれメッセージも寄せられております。その中に、私が特に

目にとまったのは、新党大地の代表の方がメッセージを寄せております。その中に、格

差社会は弱い高齢者を圧迫している、政治に大きな責任があります。今こそ国民の目線

に立って、弱い者、政治を必要とする高齢者に光を当てる血の通った、心の通った政治

が必要です。こういう皆さんの声をしっかり受けとめて、当高齢者医療制度は凍結では

なく、中止、撤回に全力を尽くしますというふうに訴えておりました。

こういうことが今全国各地で起きて、国会ではすべての野党が、この制度の中止、撤

回を求めて闘っているところであります。そういうことを考えますと、この後期医療制

度を厚岸町が結果的にはそれに従わざるを得ないところを私も全く無視するものではあ

りませんけれども、ここは私は反対をし、その立場を表明するものであります。

以上であります。

●委員長（室﨑委員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

９番。

●菊池委員 私は、議案第34号 厚岸町後期高齢者医療に関する条例の制定について、賛

成の立場で討論をするものであります。

政府は、今後高齢化に伴い、医療費の一層の増大が見込まれる中、国民皆保険制度を

将来にわたり持続可能なものとするため、負担能力を勘案しつつ現役世代と高齢者でと

もに支え会う高齢者医療制度が設けられるようになりました。本制度について、具体的

な措置を検討するプロジェクトチームにおいて、精力的に議論を重ねた結果、制度を円

滑に施行するため、高齢者の置かれている状況に配慮し、激変緩和を図りつつ進めるべ

きとの結論を得たものであります。実施は2008年４月から始める予定でしたが、まず、70

歳から74歳の医療費自己負担増、１割から２割を2008年４月から2009年３月末まで１年

間凍結する。保険給付は８割とし、この措置にかかわる財源については、国が負担する

としています。後期高齢者医療制度で新たに負担することとなるもの、被用者保険の被

扶養者の保険料負担については、制度加入時から２年間の軽減措置を講ずることとして

いますが、さらに2008年４月から９月までの６カ月間これを凍結し、10月から2009年３

月までの６カ月間９割軽減することとし、この措置にかかわる財源については、国が負

担するということであります。

なお、2009年４月以降の高齢者医療制度については、世代間、世代内の公平、制度の

持続可能性の確保や財政健全化との整合性の観点も踏まえつつ、給付と負担のあり方も

含めて、プロジェクトチームで引き続き議論、検討することとしています。

後期高齢者医療制度の全国平均保険料、年間１人当たり約７万5,000円、医療保険料月

約6,250円、介護保険料月約3,750円、月額合計約１万円が年金より天引きされる予定で

あります。

以上の数字に示しましたように、08年度の対象者数と30年の対象者数が予想されるよ

うに、今後高齢化に伴い医療費の一層の増大が見込まれることがはっきりしてきていま

す。したがいまして、高齢者医療制度に関するプロジェクトチームは、各懸案事項も踏



- 33 -

、 、 、まえて 精力的に議論に議論を重ねて 今述べたような計画を図ったものでありまして

今後も保険者、地方自治体のシステム改修補修経費等の取り扱いや概算要求基準との関

係を含め、予算編成過程で検討し適切に対処しようとしている予定でありますので、こ

のプロジェクトチームの構想について、厚岸町後期高齢者医療に関する条例の制定につ

いては、賛成する立場で、以上議論いたします。

以上でございます。

●委員長（室﨑委員） 他に討論はございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） それでは、以上で討論を終わります。

これより起立により採決を行います。

お諮りいたします。

本案に賛成の委員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●委員長（室﨑委員） 起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第35号 厚岸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とし、審査を進めてまいります。

先ほども申し上げましたように、35号以降は１本で行っていきますので、ご質疑ござ

いませんか。

休憩しなくてもいいですか。資料もお手元に行っているようですので。

（ はい」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） 質疑ございませんか。

10番。

●谷口委員 これどこからですか。

●委員長（室﨑委員） これは全部１本で行ってください。

●谷口委員 １本でいい。

●委員長（室﨑委員） はい。

●谷口委員 質問いたします。
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８条中のところに、特定健診について書かれておりますけれども、今厚岸町の構想は

どのようになっていますか。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） お答えを申し上げます。

厚岸町が行っております現在の健診の形でございますが、総合健診ということで、国

保加入者を中心にいたしまして、その他生活保護者、また社会保険等々に加入されてお

られる方々の扶養者、こういう層に対しまして、年間８回だったかと思いますが、集団

健診の形をとりまして、１回のサイクルで、２日ないしは３日会場にお集まりをいただ

くということで総合健診を実施しているところでございます。全体的な健診実施率を見

ますと、国保加入者の層が大変多うございますけれども、全体的にはまだ16％程度とい

うようなことで、かなり割合としては低い状態かなというふうに考えているところでご

ざいます。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 これは有料ですか。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 現在、この総合健診につきましては、無料で実施をさせて

いただいております。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 この特定健診がここで義務づけられますよね。そうすると、これは今度はど

ういうふうに行っていくという……。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 20年度からの特定健診の進め方でございますが、基本的に

は保険者であります国保が基本的なイニシアをとるわけでございますが、私ども保健衛

生を担当する分野では、国保から、この特定健診業務を引き受けるという形でもって健

診体制を組んでまいるところでございますが、基本的には集団健診をベースにしながら

も、20年度については受診率を30％程度まで引き上げるという計画になっておりますの

で、個人が医療機関へ出向いて個別に健診していただく、そういう便宜もつくらなけれ

ばならない、そんなようなことで医療機関ともいろいろと折衝を重ねながら体制づくり

を今進めている、そういう状況でございます。

そういう点で、これまで無料ではやってまいりましたけれども、この健診に係る費用
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の１割程度、後期高齢者広域連合のほうで徴収するというスタンスを固めましたのを受

けまして、厚岸町としても、そういう範囲でもって個人負担をお願いすることになろう

かということで準備をしている最中でございまして、条例案、提案の際に申し上げてお

りますが、１回の健診で1,000円程度というようなお話をさせていただいております。そ

れを基本にしながら、集団健診、個別健診で多少委託料に差はあるところでございます

けれども、試算してみますと、800円から1,000円の中で後期高齢者の場合には１割負担

ということで計算、厳密にする形になりますと、800円から1,000円ぐらいの幅を基本健

診の部分でお願いすることになるのかな、そんなふうに現在のところ押さえているとこ

ろでございます。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 この特定健診なんですけれども、今、課長30％ぐらいの受診、健診を受けて

いたということを目標にやっているということなんですが、これは、このパーセント、

一定のパーセントがクリアされない場合にはペナルティー等があるんでしょうか。

それから、今問題になっていますよね、メタボリック、私も危ないんですけれども、

こういうものに対してどういう改善が図られていったのかということも、当然その対象

になるというようなことも聞いているんですけれども、それらについてはどうなんでし

ょうか。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） 委員ご指摘のペナルティーのお話でございます。この部分

につきましては、すぐにペナルティーというようなことは制度としては考えられていな

いわけなんですが、５年後に一定の成果を出さない場合、後期高齢者医療会計に対しま

す国からの負担金といいますか、そういう部分が減らされるというようなことが言われ

ておりまして、ただ、この詳しい内容につきましては、まだ詳細が明らかでございませ

んものですから、具体的にこういう流れでこうですよということは申し上げられない状

況ではありますけれども、そういうペナルティー制度をきちんと導入するんだというこ

とは既に決まっているようでございまして、それに向けていろいろな動きが出てくるも

のというふうに理解をしております。

、 、 、それで この成果の上げ方という部分でございますけれども 特定健診を行いまして

成人病の予備軍の方々を選び出すということがこれからの健診の大きな眼目でございま

す。これまでは早期発見、早期治療に結びつけるというような流れでございましたけれ

ども、成人病予備軍の方々を選び出す、こういう健診でございまして、その段階でピッ

クアップされた方々のうち、最もリスクの高い方々に対しまして、何といいますか、特

定保健指導という概念が導入されまして、これの取り組みを通じまして成人病予備軍か

らの改善を図っていく、ハイリスクの方については３カ月間定期的に保健師が積極的に

、支援をしながら対応していくというようなことになってくるわけでございますけれども

実はこの特定保健指導の成果がどうなのか、これでもってそのペナルティーがどうなの



- 36 -

かということが出てくるようでございます。毎年10％ずつ健診率を上げながら、そこか

ら発見されます、男性の方であればウエストが85以上、それから空腹時血糖が100ミリグ

ラム以上、またはヘモグロビンという部分が5.2以上というような状態、あるいは中性脂

肪の状態、あるいはＨＤＬコレステロールという部分が高い状態、ウエストの状態にプ

ラスして、そういうような状態がある方を対応していくというようなことが考えられて

いるようでございまして、これに向けましての体制づくり、新年度もうわずかでござい

ますので、私どもそこに向けましての体制づくりに全力を挙げてやっているというよう

な状況でございますので、ご理解いただきたいと存じます。

●委員長（室﨑委員） 10番。

●谷口委員 話を聞いていくと、だんだんこう大変な時代になってきているんだなという

ふうに思うんですよね。ただ、その制度をつくった人たちの側で考えている目標はある

意味いいのかもしれないんですが、現在で16％の総合健診の受診率、これが無料で行っ

ていて16％、今度は有料でやって30％を目指すということになると、これは大変ではな

いのかなというふうに思いますけれども、これについてはどういうふうに考えています

か。

●委員長（室﨑委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（豊原課長） ご心配いただいております状況でございますが、まさにそ

このところが大変だというふうに私どもも認識をいたしております。七百数十人の受診

者が今でございます。これを1,300人から1,400人の間まで引き上げていくということに

なりますと、先ほども、冒頭申し上げましたが、集団健診だけではなかなか大変である

と、個別健診と組み合わせながら体制はつくらさせていただきます。

それと同時に、この健診の意義といいますか、そういう部分につきまして、相当私ど

もＰＲに努めなければならないなと。納得していただいて足を運んでいただくというこ

とがなければ、率が高まっていくということは考えられないわけでございまして、そう

いうところに向けまして組織挙げて努力していかなければならない問題だなというふう

に考えているところでございます。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 衛生部門のほうから主体的にご答弁申し上げておりますが、私

どもも新しい、20年４月からのこの特定健診の受診率を一応目標設定をして、そこに向

けてどう対応していくのかということについては、非常に課題が多い問題だというふう

に思っています。

委員のほうから無料でこの程度のものを有料にして達成できるのかというお話もござ

いましたが、現状行われている健診そのものは、無料だから受診を700名近い方々でして

いただいているというふうには私どもは受けとめておりません。そういう意味では、先
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ほど保健介護課長のほうからもお話しさせていただきましたけれども、新しい制度の趣

旨というものを被保険者の方々にどう理解をしていただくのかということが１つであり

ます。そのためのＰＲというものをしっかりやっていく必要があるなということ。

それから、今現在は、特に農協を中心に、農協の組合員、あるいは家族の方々の健診

というものが非常に高い率で実施をされております。そういう意味では、町民の皆さん

の健診データをいかに我々が構築をするのかという立場では、これまでほとんど情報交

換なりということをされておりません漁業の団体も対象にしながら、特に中枢にいらっ

しゃる指導者の方々と意見交換をする。

それで、病気になってからいろいろ治療するんではなくて、病気になる前にいかに予

防していくのかということが医療費を検討していくための基本ですよというようなとこ

ろの認識を一緒にできるように意見交換もさせてもらいながら、そちらのほうの理解も

いただき、なおかつ国保加入者個別の方々に集団健診を基本としながらも、ぜひ忙しく

ない時期を選んでいただいて、個別健診の受診も高めていただくというようなことを衛

生部門と連携しながら、あるいは地域にも説明をさせていただきながら、皆さんの理解

を深めていくということを課題にしながらやっていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。

●委員長（室﨑委員） 休憩します。

再開は３時半といたします。

午後３時02分休憩

午後３時30分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

休憩前に引き続き議案第35号の質疑に入ります。

10番さんはよろしいですか。

●谷口委員 はい。

●委員長（室﨑委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 。本案は討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「
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●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第36号 厚岸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。

それでは、直ちに質疑に入ります。

ございませんか。

皆さん、資料が大分出ているようですけれども、それはお手元にございますね。

質疑ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、質疑を終わります。

、 。本案は討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第31号にお戻りください。

次に、議案第31号 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

これより質疑を行います。

ございませんか。

これも資料がお手元に行っていると思いますので、ありますか。

10番。

●谷口委員 ちょっと教えてほしいんですけれども、この重度心身障害者、それから、ひ

とり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例なんですが、心身障害者の

人たちが後期高齢者のほうに加入をしなければならないということなんですが、この人

たちも含まれるんですか。それはどうなんですか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答え申し上げます。

高齢者の医療の確保に関する法律に該当される方は、この条例で申し上げますと、ひ

とり親家庭等の部分は除外が、適用になりません。重度心身障害者のうちの認定がされ

ている方のうち、65歳以上74歳までの方が後期高齢者の対象になってくるということで

ございます。

●委員長（室﨑委員） 10番。
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●谷口委員 それでね、この後期高齢者のほうに移行するということですけれども、それ

を拒否することもできるというふうに言われておりますけれども、それはどういう場合

、 、 。に行ったほうがいいと 拒否する場合は どういう場合は拒否したほうなんでしょうか

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） ちょっと説明が長くなるかもしれませんが、ご質問のありまし

た65歳以上74歳までの後期高齢者医療制度に移行しない選択ができる方がいるというの

が法の規定でありますが、結論から申し上げますと、私どもは後期高齢者に移行しない

ことによってのメリットというのはそんなにないだろうというふうに思っております。

といいますのは、後期高齢者に移行されない方は北海道の医療給付制度そのものの対象

外ということになっておりまして、そうなりますと、厚岸町の重度心身障害者医療助成

制度においても、これを対象外とするということになってしまいます。

そうしますと、病院にかかったときの医療費の一部負担が75歳以下でありますから３

割負担ということになってまいります。これまでは重度心身障害者の認定を受けながら

も課税世帯の場合ですと１割負担ということになるものですから、この方々は現在の老

人保健制度の１割負担を優先しまして、重度の対象者になっておりません。それで、こ

の方々がいわゆる移行するかしないかという選択の中に入っているんだとすれば、私ど

もは新しい制度にそのまま移行して後期高齢者医療制度の被保険者になったほうがいい

というご相談を申し上げております。

２月10日過ぎに広域連合から、実はこの対象者の方々、厚岸町は65人いらっしゃいま

すが、この方々に選択ができるんですよという通知が届いております。手続自体は市町

村の担当窓口でするということになっているものですから、ヘルパーさんに相談をされ

たりとかというケースもありますが、基本的な手続は私どもの窓口で後期高齢者医療制

度に移りませんという届け出をすることになります。私どもは、その時点では、現時点

では、国保世帯の方々の相談が来ている中ではほとんどですので、そういう意味では保

険料の比較でいっても新しい制度のほうが負担が低いですよと。なおかつ、後期に行か

ないということになると３割負担というものがかかってくるものですから、問答無用で

このまま黙って後期高齢者医療制度に移行されたほうがいいですよということの指導に

なってまいります。

ただ、被用者保険の被扶養者の方々については、先ほどもちょっと条例の議論の中で

あったんですが、１年目、２年目の凍結なり減額という問題は別にしまして、３年目か

ら世帯の所得階層によっては４万3,100円というものが丸々保険料としてかかってくる方

。 、 、がいらっしゃいます そういう方々が じゃ新たに負担をする保険料の負担感の問題と

それから重度心身障害者の医療助成制度を受けないで３割負担をした場合の自分の健康

状態の問題、あるいは病院にかかる回数の問題も含めて、どちらが得かという選択肢と

いうのはそこで出てくるんだろうというふうに思っておりますが、当面の段階では、凍

結制度があり、保険料の比較の中では新しい制度のほうが厚岸町の対象者の場合は負担

が小さくなるというようなことで、移ったほうがいいですよという相談にはならないと
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いうことでございます。

●委員長（室﨑委員） 10番。

。 。●谷口委員 移ったほうがいいということではないんですか そう見てはだめなんですか

高齢者のほうに移ったほうがいいですよということ。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 申しわけございません。移らないほうが得ですという指導を、

どちらがいいですかと聞かれた場合には、そういう指導になります。

●谷口委員 脱退しないほうがいいということでしょう。

●町民課長（久保課長） しないほうがいいということですね。それで、手続上は届け出

を、脱退しますと届け出を出さないと抜けないことになりますので、窓口に来られて届

け出を出さない限り、そのまま移行されるということになります。

●谷口委員 はい、いいです。

●委員長（室﨑委員） 他にございませんか。

ありませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 。本案は討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第32号 厚岸町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とし、審査を進めてまいります。

これより質疑を行います。

ございませんか。

ありませんか。

（な し）



- 41 -

●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 。本案は討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第33号 厚岸町がん予防保険事業条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とし、審査を進めてまいります。

これより質疑を行います。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 。本案は討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、条例審査特別委員会に付託されました議案第31号から議案第36号まで、６件

の議案の審査は終了いたしました。

よって、条例審査特別委員会を閉会いたします。

午後３時43分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２０年３月１０日

条例審査特別委員会

委 員 長


