
様式第２号 

附属機関等の会議録 

会議の名称 令和２年度田川市国民健康保険運営協議会（第５回） 

開催日時 令和３年３月２３日（火） １８時００分から１９時３０分まで 

開催場所 田川市役所 ３階 入札室 

出席者 

委員 
家高会長、畑副会長、稲富委員、宮本委員、廣川委員、佐々木委員、 

中田委員、野中委員 

事務局 峯課長、富永課長補佐、大久保係長、岡田主任、原田主事、杉本主事 

その他  

議事内容 

【会議次第】 

１ 開会あいさつ 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 議題 

⑴ 第２期 保健事業実施計画（データヘルス計画）の中間評価・見直

しについて 

⑵ その他 

４ その他 

次第１ 開会あいさつ 

 会長及び事務局から開会のあいさつが行われた。 

〇委員（会長） 

 運営協議会としての答申案を前回までの会議でまとめ、令和３年１月２

２日に答申を行った。結果について報告をお願いする。 

●事務局 

 運営協議会の答申案について、市長から了承をいただき、３月議会で議

案として上程し、予算も含め可決した。今後は、令和３年度から２か年に

亘る段階的な引き下げを行う予定である。１年目である令和３年度は早速

国保税の引き下げを行い、２年目については、コロナ禍の影響を十分に見



極めたところで、運営協議会で協議を行いたい。 

次第２ 議事録の署名人  

会長から署名人の指名があった。 

・被保険者代表 稲富委員 

・医師薬剤師代表 佐々木委員 

次第３ 議事⑴ 第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の中間評

価・見直し 

●事務局 

本日は、田川市の保健事業の実施計画である「データヘルス計画」に関し

て、当運営協議会に中間評価・見直しの外部評価をお願いしたい。計画に

定めている６つの個別保健事業計画について事業がうまくいっているかど

うかを評価していただくことになる。各事業で「見直し・改善策」の案を

まとめているので、その案にご意見をいただき、加筆修正を行いたい。 

（第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）の中間評価・見直し「1 

データヘルス計画の基本事項」「２ 第２期データヘルス計画の概要」

について資料に沿って説明） 

〇委員 

P５の２.健康課題の分析（要約）⑽の２行目、「～重症化が必要である。」 

が間違ってないか。 

●事務局 

 「重症化予防」に修正しておく。 

〇委員（会長） 

P４の２行目の「国の指針沿って」のところが、「に」が抜けている。 

●事務局 

修正しておく。 

〇委員（会長） 

続きの説明をお願いする。 

●事務局 

（「３ 中間評価・見直しの方法」について資料に沿って説明） 

〇委員 



⑶事業全体の評価判定の判定区分「Ｅ わからない」とはどういう状態

なのか教えていただきたい。 

●事務局 

 今から 6 つの事業を説明する。事業それぞれに判定結果Ａ、Ｂ、Ｃがあ

るが、Ｅという判定は今回使っていない。判定した理由を後ほど説明をす

るが、事務局の説明で判定できなければ、「Ｅ わからない」を使って差し

支えない。 

●事務局 

（４ 個別保健事業計画の評価・見直し、個別保健事業➀特定健診実施

率の向上について資料に沿って説明） 

〇委員 

集団健診と個別健診の実施期間を同じにはできないか。 

●事務局 

田川市が委託している健診業者の都合で、集団健診は６月から１月まで

となっている。健診業者の都合もあるが、月によって申込者数にばらつき

があるので、できるだけ受診が多くなるように、健診日の設け方を工夫し

ていきたい。 

〇委員 

定員オーバーで申し込みができなかった人の人数は把握しているか。 

●事務局 

把握していない。 

〇委員 

P１２の見直し・改善策で集団健診の申込方法のツールを増やすとは、ど

ういう方法を考えているか。 

●事務局 

現状の申込方法は、ハガキか電話となっている。将来的には、スマート

フォンでの受診勧奨、スマートフォンで申込状況を確認しつつ健診の申込

ができる環境ができればと考えている。ただ、導入に向けてはかなり費用

もかかるため、この段階で具体的なやり方を書き込むことはできなかった。

この方法を進めていくというイメージがあるので、検討するということで



記載している。 

●事務局 

補足だが、マイナンバーカードの普及を進めているが、国が考える施策

で、例えば、マイナポータルを使って特定健診の予約ができるといった将

来的な構想は数年後にある。そういったところを見据えて、実施可能部分

は着手していきたいと考えている。現段階では不確定要素が多いため、こ

の書き方で留めさせていただく。 

〇委員 

私もスマートフォンを所有している。年代によると思うが、若い世代は

ほとんど持っていると思う。例えば、田川市の広報誌にＱＲコードを掲載

して健診の予約ページにアクセスできればいいと思う。ホームページだと

中々見ないと思うので、そういった方法も検討をお願いする。 

●事務局 

参考にさせていただく。 

〇委員 

医療情報収集事業について、Ｒ１の対象者が３９７人となっており、４

０歳以上の国保加入者で、健診の対象者が約８，０００人いると思うが、

この人数はレセプトから抽出した数字か。 

●事務局 

レセプト情報から健診情報が揃っている方の人数となっている。 

〇委員 

レセプトから１００％情報が取れれば楽だと思う。来年度以降、医師会

との連携の方もお願いする。それと、特定健診の受診率が 30％程度という

のは、かなり低い数字だと思うが、保険者努力支援制度では、受診率が加

点の対象となっており、税率にも影響が出てくるので、その辺りも含めて

受診者を増やすことが必要だと思う。この段階での工夫もお願いしたい。 

〇委員（会長） 

Ｐ９の医療費の伸び率について、平成２７年から２８年を１００％とし、

それに対して、平成２８年から２９年が９６．８％ということか。 

●事務局 



ベースラインの９６．８％というのは、平成２８年から２９年の数字で

ある。平成２７年から２８年で数字を取りたかったが、２７年のデータが

揃っておらず、平成２８年から２９年の数字を使用した。 

〇委員（会長） 

９６．８％というのは、何に対する数字か。 

●事務局 

一人あたり入院費を平成２８年度と平成２９年度で比較した数字で、２

８年から２９年は数字が下がったが、２９年度から３０年度を比べると、

２９年度の１０６．７％が３０年度の一人あたり入院費になり、数字が上

がっている。 

〇委員（会長）Ｐ９目標の②から⑥までの数字は、田川市民の実数という

ことか。 

●事務局 

田川市の国民健康保険のレセプト情報から抽出した実数である。 

〇委員（会長） 

母数は減っているのか。 

●事務局 

入院医療費に関して、先ほどの説明のとおりだが、⑦・⑧・⑨について

は、高血圧者の割合となっている。②から④に関しては、この人数を帳票

として使用するよう示されている。一方、千人あたりの人数がどれくらい

になるのかという数字が補足として掲載されていたので、どちらを使うか

迷ったが、元の計画に沿って、数字で拾っている。 

〇委員（会長） 

要するに、前からの数字と整合性を取ったということか。実態を表すに

は、千人あたりの数字の方が分かりやすいのではないか。もう１点だが、P

１１の事業判定がＢということだが、例えば、Ａを１点、Ｂを０点、Ｃを

－１点としたときに、明確にマイナスになる。Ｂ判定とした事情は聞いた

が、前々から数字が悪かったものが、ここ数年で改善したという理由付け

だと思う。しかし、ここで評価するのはあくまで平成２９年から令和元年

までの成果であって、しかも福岡県内での順位が非常に悪い状況なので、



マイナスになっている以上、Ｂという判定は言い過ぎではないか。また、

アウトプットにＡが２つあって、それに直結するアウトカムの上の２つが

Ｃ判定というのは、事業のやり方自体に問題があると思う。これを受けて、

見直し・改善策を提示した方が分かりやすいのではないか。 

●事務局 

私どもが示したものに関して評価を受けるものである。田川市が取り組

んでいる事業のメニューとしては、他の自治体とも遜色ないと考えている

が、結果が伴っていないので、まだまだじゃないかという指摘はそのとお

りだと思う。取り組みの内容に関して、こう取り組みたいという目標もあ

り、見直し・改善策を中心に取り組みたいと考えているので、評価の方は

お任せしたい。 

〇委員 

継続受診率を見た場合、６５．３％がベースラインで、経年ごとに数値

化している。平成２８年から令和元年を考えた場合、どちらかというとプ

ラスになっていないか。 

●事務局 

国民健康保険は加入者の入れ替わりがあるので、前の年に受診した人が

次の年に受診したかどうかをカウントするしかない。平成２８年度から令

和元年度までの関係性を説明するのは難しい。 

〇委員 

平成２８年から令和元年の数字を継続的にみると、継続受診率は下がっ

ているわけではないのでは。 

●事務局 

単年度ずつで見ているので、それぞれの年度のベースは新しいカウント

になるので、単年度ずつのつながりだけを見て数字を出している。 

●事務局 

（個別保健事業②特定保健指導実施率の向上について資料に沿って説明） 

〇委員（会長） 

事業判定Ｂは、指標判定ＡとＣが３つずつで、プラスマイナスゼロでＢ

ということか。アウトカムを見るとＡが 1 つなので、もう少し検討してい



ただきたい。 

〇委員 

Ｐ１４の健康行動の無関心期について、協会けんぽでは、重症化予防で

どうやって受診させようかと苦労した点がある。広報誌で「このまま放置

すると血管が傷つきます」、「血管が詰まります」といった強い内容のもの

を掲載し、実施率を伸ばしたという経緯があるので、その辺も工夫される

といいかと思う。 

●事務局 

（個別保健事業③がん検診に受診勧奨について資料に沿って説明） 

〇委員 

がん発見率については、田川市全体の数字との説明であったが、データ

ヘルス計画は、国民健康保険ではないか。がん発見率は田川市全体の数字

でも評価できるのか。 

●事務局 

データヘルス計画は国民健康保険に着目した計画である。がん検診につ

いては、国保加入者に限らず田川市全体として実施している。この計画は

国保の計画なので、その中からきちんと拾える数字は国保の対象者で拾っ

ている。がん発見率も、この資料を作る際に、保健センターががん検診の

データを持っており、国保分の数字を拾ってもらうようにお願いしたが、

事情があり、国保だけを拾うことができなかった。仕方なく代わりに、が

ん発見率は田川市全体の推移を示した。この中で、アウトカム（成果）が

がん発見率しかなく、あとはアウトプットしかないので、指標にアウトカ

ムを入れない評価ができないという事情もあった。がんに対しての医療費

という形で推計を取るという方法もあるが、ガイドラインの中にレセプト

からがんの医療費だけを正しく取るということが難しいという指摘もあ

り、こういった事情もあり、田川市全体のがん発見率を使用した。 

〇委員（会長） 

要するに、データが取れなかったということか。 

〇委員 

事情は分かるが、それを評価に入れるのはどうなのかと思う。 



●事務局 

指摘に関して、仮に別のアウトカムがあれば、入れたかったが、悩んだ

末の結果である。 

〇委員（会長） 

アウトカムになる評価方法を研究していただきたい。 

●事務局 

（個別保健事業④糖尿病性腎症重症化予防（ＣＫＤ予防対策）について資

料に沿って説明） 

〇委員（会長） 

アウトカムの新規透析者数を何人当たりの数字にできるか検討をお願い

する。 

●事務局 

（個別保健事業⑤若年者に対する健康意識の普及啓発について資料に沿っ

て説明） 

（質問等なし） 

●事務局 

（個別保健事業⑥出張健康相談に実施について資料に沿って説明） 

〇委員（会長） 

令和元年度は商業施設が使えなくなったから、回数が減ったということ

か。 

●事務局 

例年サンリブの空きスペースを借りていたが、店舗改装で使えなくなっ

た。年度途中にハローデイ田川店にお願いしたが、外しか借りられず、あ

まり人も集まらない状況であったため、回数が減ってしまった。 

〇委員（会長） 

そういう理由があると思うが、指標だけ見ると一番低いＣが３つあり、

事業の判定がＣということで、事業判定は一番下がＥだが、Ｃ判定という

のはいかがなものかと思う。 

●事務局 

判定の内容が「Ｄ 全くうまくいっていない」、「Ｅ わからない」とい



うことで、全く上手くいっていないとは言えない。元の計画の中で、いわ

ゆるポピュレーションアプローチに取り組むということが記載されてい

る。前の５つの事業は、個別のアプローチ、つまり、対象者を選定したア

プローチになるが、唯一出張健康相談事業がポピュレーションアプローチ

となる。広く市民に働きかける作業で、他の事業に比べて難しいという感

触がある。Ｃ判定ではあるが、全くうまくいっていないというわけではな

く、事業の難しさだと思う。 

〇委員 

見直し・改善策の最後の部分ですが、会場数が減ったことが原因であれ

ば、会場の確保の問題だけだと思うので、実施回数を増やせばその分、相

談者数も増え、評価が上がってくるのではないか。 

●事務局 

母数となる相談会の回数を増やして、相談者数が増やす方法が一番いい

かと思う。ただ、ポピュレーションアプローチですので、１００人相談に

来たとしても、その中に国保加入者が１０人いるか２０人いるかは運次第

になる。対象者数の割合ではなく、人数が少しでも増えたら評価を上げる

という方法が適切ではないかと思う。 

●事務局 

（今後のスケジュール等資料に沿って説明） 

（質問等なし） 

〇委員（会長） 

全体をとおして、何か質問があればお願いする。 

〇委員 

P１２の見直し・改善策で、「例年申込の多い月に開催日を多く設定し、

定員オーバーにならないよう工夫する」とあり、もちろんこういったこと

も必要だが、受診者数に目標値を定めている以上、保険料の収納率と同じ

で、あと何人足りないなど、受診者数も分かると思うので、定員の枠を広

げる必要があると思う。目標値を定めている以上そういう努力も必要じゃ

ないかと思う。 

〇委員 



P１１で、訪問指導員を増員しているのに、CKD 予防対策では、未受診者

に対する追跡介入ができていなかったということはあるのか。 

●事務局 

Ｐ１８のＣＫＤ予防対策を例にとって説明すると、国保全体の事業の中

では、保健指導を保健センターが行う。そこで、訪問指導をしたい時に、

国保の訪問指導員に保健センターから訪問指導の依頼の連絡をして、両者

で連携をとって進めている。訪問指導員には特定健診の受診勧奨に行って

もらっているが、一つの事業として今説明した状況が訪問指導員の仕事と

してある。ＣＫＤ予防対策の見直し・改善策では、未受診者に対する追跡

介入が無かったりとか、訪問指導員と保健センターの役割を明確にするた

めのフロー図を定めたりだとか、未受診者に対する作業手順が不十分であ

ることから、年間スケジュールや作業マニュアルを作成し計画的に進める

といったことを記載している。回りくどい書き方になっているが、保健セ

ンターからマンパワーが足りていないと言われている。保険係としては、

手順やスケジュールを作って、保健センターから要望があれば、６人の指

導員を活用して、もっと活動ができたと思うが、そのあたりが出来ていな

かったこともあり、今回Ｐ１８には、役割分担とスケジュールを作って、

６人の訪問指導員を活用して効果が出るように、見直し・改善策を作成し

ている。田川市の事情だが、保健センターが縦割りで別の課になるので、

お願いはできるが、管理指導が難しいところもあり、こういった課題を解

消して、６人の訪問指導員を活かせるようにしていきたい。 

〇委員（会長） 

保健センターとの連携は、ストラクチャーの課題だと思うので、機構改

革など視野に入れて、縦割りはなるべく無くした方がいいと思う。他にな

ければ、保健事業実施計画（データヘルス計画）の中間評価・見直しにつ

いては、終了とする。それでは、続いて議題２「その他」、事務局から報告

があるようなのでお願いする。 

次第４ その他 

●事務局 

（令和２年度中に行った条例改正、コロナ禍の医療費への影響について 



資料に沿って説明） 

（質問等なし） 

〇委員（会長） 

 これをもって、令和２年度第５回田川市国民健康保険運営協議会を終了 

する。この場をお借りして、私から報告だが、社会福祉協議会を３月末で 

退職することとなった。退職するので、この運営協議会の委員も辞するこ 

ととなった。１０月から短い間であったが、様々なご協力をいただいた。 

この場を持ってご挨拶とさせていただく。 

問合せ先 市民課保険係 

その他の事項  

 


