
平成３０年度第１回豊橋市国民健康保険運営協議会議事録（概要）

日 時：平成３０年７月１２日（木）  午後１時３０分～午後３時０８分

場 所：豊橋市役所 西館７階 第１委員会室

出席した委員

  ◎ 被保険者を代表する委員

    芳賀一仁、小出まり、前田祐子、岸野紀子、徳島結城

  ◎ 保険医又は保険薬剤師を代表する委員

    中嶋孝任、山口堅三、山本和彦

  ◎ 公益を代表する委員

    伊藤惠美子、佐藤泰祥、阿部まゆみ、山口進、杉浦利晴

  ◎ 被用者保険等保険者を代表する委員

    北野喜弘

説明のために出席した者

  福祉部長 西尾康嗣

国保年金課

課長 磯部裕紀夫、主幹 牧平啓司、課長補佐 三ツ矢延孝、課長補佐 夏目直美

納税課 

課長 杉浦武博、主幹 和出年弘

  健康増進課

課長 牧野忍、課長補佐 沼田敏明

傍聴者   なし



 【議 題】

 （１） 平成２９年度国民健康保険事業の概要について

 （２） 平成２９年度国民健康保険税の収納状況について

 （３） 平成２９年度ジェネリック医薬品利用の普及促進について

（４） 平成２９年度豊橋市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導事業報告

について

 （５） その他

     ①豊橋市国民健康保険被保険者証（保険証）等の一斉更新について

     ②次回開催について



【議 事】

（１）平成２９年度国民健康保険事業の概要について

  ○事務局より

資料の１ページをご覧下さい。

「議題１ 平成 29年度豊橋市国民健康保険事業の概要について」。
「１ 被保険者数」について。

これは各年度 3月 31日現在の数字で示させていただいております。表としまして
は、29年度と 28年度を列記して比較によりご説明させていただきたいと思います。
まず一番上「総人口」ですが、これは市内の総人口を指します。（A）の数字ですが、
29年度末の 3月 31日の数字で 376,478名、28年度の 376,886名に比べまして 408
名ほど減っておりますけれども、前年比で 99.9%ですのでほぼ増減がなかったとい
うことになります。

「被保険者総数」について。これは豊橋市の国民健康保険者数ですが（B）の数字
です。29年度末で 80,661人、28年度の 84,128人に比べまして 3,467人の減少と、
これは減少率で言いますと 4.1%減となっております。概要としましては高齢化が進
んでおりますので、75 歳になって後期高齢者医療へ移行をするため、そちらの人口
が異常に大きいこと原因とな っております。

総人口に占める国保の「加入率」について。29年度末で国保の加入者は 21.4%に
なります。前年度28年度22.3%から0.9ポイント減少したということでございます。
内訳ですが、内訳の３行目「前期高齢者（再掲）」というのがございます。前期高齢

者というのは 65 歳から 74 歳までの方になりますので、この方が、先ほどの被保険
者数 80,661人に占める割合ということになりますが、80,661名の内 33,956名が前
期高齢者 65歳から 74歳の方ということになります。占有率にしまして 42.1%でご
ざいます。前年度の 33,984人とそんなに大きな違いはなく、ほぼ前年並みとなって
います。

「うち介護保険第２号被保険者数」について。これは介護保険の２号被保険者とい

うのが、40 歳から 64 歳までの方ということで、同じく先ほどの国保被保険者数
80,661 人の内 26,310 名、この方達が 40 歳から 64 歳の方ということになります。
占有率にしますと 32.6%ということになります。そして先ほどの前期高齢者が 65歳
から 74歳で、今の介護保険第２号被保険者が 40歳から 64歳ですので、この二つを
足しますと、40歳から 74歳までの方、つまり国民健康保険に加入する 40歳以上の
方というは、約 75%、四分の三が 40歳以上の方になるということになります。
「２ 世帯数」について。

「総世帯数」について。これは市内の総世帯数です。29年度は 156,614世帯、28
年度の 154,732世帯に対しまして 1,882世帯の増と、約 1.2%世帯数は増えましたと
いうことでございます。



「被保険者世帯数」について。これは国保被保険者世帯数ですが、29 年度末で
48,265世帯、前年度の 49,463世帯に対しましてマイナスの 1,198世帯、約 1,200世
帯減り、2.4%減ということになります。これにつきましては 29年度末の被保険者数
が 80,661 人なので、それに対する世帯数が 48,265 世帯ということになります。一
世帯当たりの人数でいきますと、割り返しまして一世帯当たり 1.67人ということに
なります。29年度末、国保に加入されている世帯で一世帯当たり 1.67人いらっしゃ
るということです。ちなみに二年前の 27 年度末の一世帯当たりの人数が 1.74 人で
したので、少しずつ減っているということでございます。参考までに１０年前の平成

19 年の数字を申し上げますと、平成 19 年度末で国保の一世帯当たりの人数は 1.97
人でございました。１０年間の減少率で言いますと 15%減っていますので、一世帯
当たりの人数がどんどん減っているといった数値になっております。

「加入率」について。これは豊橋市の全世帯数の中で国保に加入している世帯がどの

くらいあるかということですが、29年度で 30.8%、28年度の 32.0%から約 1.2ポイ
ントの減少となっております。これは先ほどご説明しましたが、後期高齢者医療制度

に移行される方が非常に多いので、世帯数、加入率も減少しておるというところでご

ざいます。

「３ 国民健康保険税」について。

税の賦課状況でございます。29年度、28年度とございまして、まず税率ですが、29
年度の医療分のところを見ていただきますと、28年度と比較しまして所得割が 28年
度 6.92から 6.89に若干減税させていただいております。均等割、平等割については
見ていただく通りですが、均等割が増えているのに平等割が減っているというよう

な状況になっていますが、全体としまして 28年度から 29年度、総合で改定率100.2%
ということでほとんど増税減税なかったということです。

「１人当たりの調定額」について。結果として実際に賦課したらどうだったかという

数字ですが、28年度から 29年度、医療分を見ていただきますと、28年度の 69,433
円から 29 年度の 71,936 円となって若干増えているわけですが、予算上の改定率は
ほぼ変わらずに 100.2%だったのに対し、所得が若干増えたことによって実際に賦課
してみたら、予算で想定していたよりも少し調定額が高くなったというところでご

ざいます。

「収納率」について。28年度の 90.43%から 29年度 91.58%、1.15ポイント収納
率が向上したものでございます。また税の収納につきましては、議題２番で後ほどご

説明させていただきます。

２ページをお願いいたします。

「４ 保険給付事業」について。

こちらの表の一番左の区分のところで上から「療養給付費」「療養費」「高額療養費」

とそこから「移送費」までの部分が医療給付に該当する部分でございます。「出産育



児諸費」というのと「葬祭諸費」は任意給付になりますので、医療とは少し違うもの

ですが、こちらの給付がございます。トータルで 29年度のところ合計の一番下の行
のところを見ていただきますと 1,362,597件、額にしまして 22,030,120,966円とな
っています。28年度の 1,408,951件の 22,553,933,261円から約 3.3%、件数の比較
増減のところを見ていただきまして、件数にして 46,354件減少、これはパーセント
で 3.3%の減でございます。金額を見ていただきまして、523,743,205 円、これは率
にしまして 2.3%の減ということになります。増減の内容で比較しますと、先ほど被
保険者数がございましたので、こちらの合計額を被保険者数それぞれで割り返しま

すと、29年度の保険給付の費用一人当たり 273,120円の保険給付にかかったという
ことになります。28年度が、その数字が 268,091円でございます。これは一人当た
りにしましては 1.9%の増ということでございます。概要を申し上げますと、被保険
者数が減ったので保険給付の額というのは減りましたが、一人当たりの給付金とい

うのは増えましたということになります。中身で申し上げますと、先ほど申し上げま

した通り、高齢化が進んでおりますのでやはり一人当たりの医療費が高くなってい

ます。被保険者数が減って全体の予算のとしては減りましたけれども、一人当たりの

費用というのは増えているというところでございます。

「５ 保健衛生普及事業」について。

脳ドック等で診査の助成事業を行っております。「脳ドック」「肺がん検診」「心臓ド

ック」合わせまして、29年度件数で 478件、28年度の 534件より 56件、約一割件
数の方が減っているところでございます。

「医療費通知」について。231,220世帯に対して出しております。前年度と比較し
まして減少しておりまして、31,354世帯、11.9%の減少でございます。これは被保険
者数が減っておりますので、通知を出す世帯数が減ったということになります。

「ジェネリック医薬品利用差額通知」について。これはジェネリックに替えていた

だいた時に、医療費がこれくらいになりましたということをお知らせして、ジェネリ

ック医薬品の利用の促進を図るものでございますが、こちらの発送した枚数が 6,361
名に対して発送をしております。前年対比で 800 名弱ほど、14%多くの人に通知を
出させていただいたところでございます。ジェネリックにつきましては別に、議題 3
番でもう一度ご説明をさせていただきます。

「５ 保健衛生普及事業」について。

「健康世帯褒賞」と一番下の「ウエルネスウォーク」につきましては、28 年度を
もちまして事業を整理させていただいておりますので、29 年度は実施をしておりま
せん。

「６ 特定健康診査等事業」について。

これは「特定健康診査」とそれに基づきます「特定保健指導」の二つの事業がござい

ます。



「特定健康診査」について。表の上半分ですが、受診者数が 21,759名、受診率に
しまして 35.2%となっております。前年度対比で受診率 2.0 ポイントほど向上させ
ることが出来たというところでございます。

「特定保健指導」について。合計は実施者数 347 名、利用率が 14.5%、前年対比
で 1.1ポイントほど向上させることが出来たというところでございます。
尚、こちらの６番の今ご説明しました「特定健康診査」「特定保健指導」事業の詳細

につきまして、議題４でもう一度詳細を説明させていただきます。

３ページをお願いします。

（１）歳入の総額ですが、40,681百万円余りでございます。（２）歳出総額ですが
37,782 百万円余でございます。歳入歳出の差引の残額ですが、2,899 百万円余りと
なっております。この歳入歳出差引の 2,899百万円ですが、この中には 28年度から
29年度に繰り越しました 1,648百万円を含んでおります。ですからこれを差し引き
ますと、29年度の単年度におきましては 1,250百万円余りの繰り越しがあるという
ことでございます。

歳入につきまして内訳をご説明いたします。「国民健康保険税」が 29 年度の歳入
で 8,564百万円、次の「国・県支出金」国の負担金であるとか補助金等、税率負担と
補助金等合わせまして 9,359百万円、次の行で「共同事業交付金、前期高齢者交付金
ほか」で 17,624百万円、最後の行で「一般会計繰入ほか」で 5,134百万円というと
ころでございます。それぞれの構成比が示してございます。国民健康保険税で歳入全

体の 21%を占めております。国・県支出金が同じく 23%、共同事業交付金・前期高
齢者交付金等で 43%、一般会計繰入などで 13%の歳入となっているものでございま
す。以上合計しまして、歳入総額が 40,681百万円というところでございます。
歳出につきまして内訳をご説明いたします。一番上の行、「保険給付費」が 22,091
百万円、「後期高齢者支援金」これは各保険が、後期高齢者医療制度に拠出している

もので、後期高齢者医療制度の医療費の 40%余りを健康保険のその他の保険者から
の支援金で賄うということになっております。それにつきまして 4,631 百万円とな
っています。「介護納付金」につきましては 1,795百万円、「共同事業拠出金ほか」で
8,312百万円、「保健事業費ほか」で 953百万円でございます。構成比につきまして
は、保険給付費 58%、後期高齢者支援金 12%、介護納付金 5%、共同事業拠出金ほか
22%、保健事業費ほか 3%余りというところでございます。総額が 37,782 百万円と
いうところでございます。ちなみに歳入総額ですが、前年度と比較しまして歳入が

0.4%の増、151 百万円の歳入が増えたということです。それに対しまして歳出でご
ざいますが、前年度対比で 2.8%減、1,099 百万円前年度に対して減っているという
ところでございます。

【質疑応答】



委員１：総人口の割に被保険者数が前年度に比べて 3,467 人減ということでだいぶ減
っているのですけれど、もう少し要因を聞かせて欲しいと思います。また今後

このペースで減少していくかどうか、私ども被保険者としましてはこのまま

減少しますと、保険税がアップするということを懸念しておりますので、その

辺どうでしょうか。

  事務局：被保険者数の減少についてでございますが、75 歳になると自動的に全員もれ
なく後期高齢者医療制度に移行いたします。その関係で減っておりますとい

うお話を差し上げたのですけれども、人口動態がございます。各年齢で人口が

どれくらいいるかという動態であるのですけれども、それにつきまして恐ら

く団塊の世代というお言葉を聞いていただいたことがあるかと思いますが、

団塊の世代の方というのが今７０歳くらいの方なのですけれども、そこの三

世代くらいの方を指して団塊の世代と呼んでおります。人口動態としまして

は、そこの世代の方を中心にそこが山になって大きくなっていて、一番そこの

世代の方が多くなっています。その前後の方も若干多いのですけれども、そこ

を頂上に山型になってだんだん両側が少しずつ減っている状況ですが、つま

りそこの団塊の世代に向けた方が 75歳になりだしたということです。だから
団塊の世代の方が 75 歳になるというのは、2025 年問題というのをお聞きに
なったことがあるかもわからないのですが、団塊の世代の中心の方達という

のが 2025年くらいに 75歳に到達するわけです。ですから、そこに向けてだ
んだんその世代の方の人口がどんどん増えていく。つまり 75歳になって国保
を抜けていかれる方というのがそこに向けてどんどん増えていくわけです。

今は大体団塊の世代の方の人数というのは、今年多分 70～71歳とそれくらい
の方なのですけれども、その年に生まれた方というのは 6,000 人を超したく
らいの人数がここになりますけれども、その他の世代の方というのは 5,000人
以内なものですから、やはり団塊の世代の方が多いと。2025年に向けてその
世代の方が 75 歳になって抜けていく方というのはどんどん増えていく状態。
それに対して新しく国保に入ってくる方というのは、新たに生まれた方であ

るとか、会社の保険に入らずにご商売をやられるとか農業に就かれるとかそ

ういった方になりますので、つまりそれだけ高齢の方達の人数の方が若い方

達よりも多いと、その上人口動態があるものですからそれを反映しましてこ

ういった形になっております。それともう一つ要因がございますのが、平成 28
年の 10月に厚生年金の拡大というのがありまして、これは年金のお話だけで
はなくて、厚生年金に入るということは社会保険に加入するということにな

ります。28 年度は 501 人以上の事業所において拡大をされたものですから、
国保に入られていた方が厚生年金の適用になって社会保険に入られたことに

よって抜けられた方が多かったというのと、29年度も同じように 501人とい



うのが、拡大がなされまして、500人以下の事業所であっても従業員の方との
合意によって社会保険の加入がされるようになったというところで、そうい

った改正がございましたものですから、この二年間については人口動態での

増減にプラスアルファしてそういった法改正で国保から社会保険に替わられ

ておった方もあるということで、特に多かったというところでございます。い

ずれにしましても、これから団塊の世代の方が 75歳になるところに向けまし
て抜けられていく方が多くはなりますので、こういった傾向が暫く 2025年前
後まで続いていくものと考えられます。以上でございます。

委員１：先ほど最後の方で言ったのですけれども、被保険者数が減少することによって

保険税が上がることが懸念されるのですけれども、その辺はどうなのでしょ

うか。

事務局：失礼しました。先ほど最後にご質問いただいておりました。

保険税につきましては、先ほど一人当たりの保険給付費用が上がっておると

いうことを申し上げました。これは高齢化が進むことによって基本的にはや

はりお年寄りの方が病院にかかる率が高いものですから上がっていくという

ことになります。2025年に向けてやはり高齢化がどんどん進んでいきますの
で、被保険者数が減少するということよりも、高齢化が進むということによっ

て一人当たりの保険給付費が上がっていきます。即ち全く同じ財政構造から

言いますと保険税も上がっていくということになります。しかし、今年から広

域化されたことを含め、制度改正がございまして、その制度改正の中の二つの

大きな柱がございます。制度改正の二つの大きな柱というのが何かと言いま

すと、公費の拡充と広域化、この二つをもって大きな改正をしました。この改

正というのがどういったものかというと、医療保険を存続可能なものにする

為の改正であるということで改正されたわけです。つまりこの公費の拡充と

広域化というのはどういったものかと言いますと、国民健康保険というのは

市町村がやっていたものですから小さな村だと被保険者数が 200～300 人し
かいないとか、そういったところがある反面、名古屋市だと五十何万人の被保

険者がいるとか、そういった大きなところがあります。つまり小さな保険者と

いうのは財政が非常に脆弱であるということです。例に挙げてはいけないの

ですけれども、透析であるとかそういった高額な治療費を必要とする方が数

人出てしまうと、小さな保険者だと直接保険料に大きく跳ね返ってしまうと

いうことで、その年に発生したことによって赤字になってしまうことも考え

られる。非常に不安定な財政運営になるものですから、それを補う為にと広域

化されたのが一点。

もう一点の大きな柱の公費の拡充というものなのですけれども、これは今、申

し上げた通りです。高齢化が進むにしたがって医療費が伸びていく、それを全



て今と同じような構造で保険料に跳ね返すというのは、なかなか保険料の負

担いただきにくいだろうということで、これは前から各市町村我々も含めま

して国に要望を出していたところでございますけれども、この辺りを汲んで

いただいて公費の拡充がなされたということです。今回の制度改正で公費の

拡充は合計で 34百億円なされております。これがどれくらいの金額かと言い
ますと、34 百億円の公費の拡充が決まった時に日本全国で約 35 百万人国保
の被保険者がおるというところでございましたので、単純に割り返しますと

一人当たり約一万円の公費、税金をもってきて国保の方の保険料を抑制しよ

うということで公費の拡充がなったところでございます。これにつきまして

はまだ引き続き、高齢化して医療費の増加が見込まれておりますので、引き続

き検討してくださいということで我々地方からも要望を出しており、国の付

帯決議でもこれからもそれは検討していくと決まっているものでございます

ので、現状なかなか下がるのは難しいかもわかりませんけれども、抑制すると

いう考え方で進んではおりますので、そのようにご理解をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

委員２：一般会計繰入というところで、昨年 28 年度から 2%増加をしていらっしゃる
かと思うのですが、やはり国民健康保険税の方で保険税をとられながら一般

会計でも税金の投入が行われるということはあまり望ましいことではないと

思うのですが、一般会計を削減する上で何か取り組んでおられることがござ

いましたら教えていただきたいと思います。

事務局：一般会計繰入につきましては、財政当局とルールを結んでおりまして、これは

何を繰り入れしているかと言いますと、法定繰入ということで国民健康保険

税の軽減というのがあるのですけれども、軽減というのが法律で決まってお

って所得の低い方については二割五割七割を軽減してあげてくださいという、

そういった決まりがございます。ただ軽減してしまうとそれだけ、税収が不足

してしまうことになるので、その軽減した分というのは国が補填してくれる

ことになっています。これは地方財政措置なものですから、裕福な市町村はそ

の数字はいただけないのですけれども、豊橋市は交付団体になっております

のでその補填をいただいています。つまりその部分を軽減した保険税額とい

うのを国からまず一般会計がもらって、それを国保の特別会計に支出すると

いう形になっているものですから、こういった部分であるとか豊橋市は、独自

の減免措置というのも設けておりまして、先ほどの法定の軽減の他に豊橋市

が独自に、これも低所得者の方を対象なのですけれども減額しています。これ

については国の決まりではないものですから補填がございませんので、豊橋

市の低所得者対策、福祉政策の一環として一般会計から繰り入れていただく

という政策をとっております。こちらの部分で年の保険税率の変更に伴いま



して若干の増減があるということになっておるわけです。結果としてどのく

らいか増えてしまうというところでございます。一般会計からの繰入金の減

少、縮減については、先ほどご説明しました独自の減免措置 10%、10%、20%、
40%というのをやっていたのが、一時期平成二十何年か以降、リーマンショッ
クの影響でもう少し割増しするということで 12%、12%、24%、44%というふ
うに少しずつ割増で減免しておったものを、リーマンショックが一段落つい

たものですから元に戻させていただいたということで、30 年度から少し独自
減免を縮小して一般会計からの繰入金の減額を図ったところでございます。

以上でございます。

委員３：税理士の佐藤です。今の一般会計の繰入に絡むのですけれど、差引残額が約 30
億、前年から繰り越したのが 16 億くらいということは、年間約 10 億以上の
資金が残ると、予算が残るということなのですけれど、毎年 10億単位の資金
を残してまで一般会計から繰入をすべきなのかということが一つ。後は、以前

にもお聞きしたことがあるのですけれども、この 30 億なら 30 億という金額
が適正な金額なのか、普通は収支トントンで行くのが行政だと思います。ただ

特別会計なのでそうとも言えないところもあるのですけれど、どのくらいの

予算の残があるのが適正額だとお考えなのか、その辺を含めてお願いいたし

ます。

事務局：まずこの 2,899百万円の歳入歳出差引でございますが、先ほど若干ご説明しま
した通り、29年度単年度につきましては 1,250百万円ほどの歳入の差額がご
ざいました。28年度からの繰越に 1,640百万円、これは 28年度のだけのもの
ではなくてこれまでの累計でございます。まず 29年度の 1,250百万円につい
てですが、これだけ歳入差引額が出たというのもまたいくつも理由がござい

まして、まず先ほど３ページの歳入のところで国・県の支出金という欄がござ

います。歳入の表の上から二つ目、国民健康保険税の下に国・県支出金という

のがあって、括弧して負担金、補助金等とございます。ここのところなのです

が、医療費の医療給付費につきましては、国でこの制度上 40%は定率負担と
いうことで国負担が決まっています。100億円の保険給付費があったのだった
ら、40 億円は国の方が負担しますという、これは決まりです。負担金ですの
で、実績に基づいて精算行為があります。横にある補助金は精算行為がないの

ですけれども、負担金は精算行為があります。まずこれだけ大きく剰余金が出

たことの原因として、医療費の負担金は概算交付を受けて精算するというこ

とになっています。ちなみに 29年度のこの国庫の負担の精算額が 480百万円
あり、この 12億円くらいの剰余金の内のまず 480百万円、5億円弱くらいの
ところは今年度の末に精算があります。それと、あとこちらの歳出のところで

ございました後期高齢者支援金であるとか介護納付金につきましても、これ



は二年後の精算ということになるものですから、多い年は億単位の精算額が

発生いたします。ですからおそらくこちらの精算があるのではないかなと思

っています。それと先ほど申し上げました補助金というのがございましたけ

れども、こちらは返さなくていい、精算がないものなのですけれども、こちら

も医療費を国の方が大変大きくみていただいたものですから、補助金も予算

の時に想定したよりも少し多めに補助金の方をいただけたこともございまし

て、それらを合算しましていくつかの理由で大きな数字として決算上出てし

まったというところでございますが、精算額があるのだろうなというふうに

は考えております。

それともう一点、こういった内部留保の額はどれくらいが適切かということ

なのですけれども、従来より国からの指導というか、適正な運営としてどのく

らいかというものの指針としまして、保険給付費の 5%というのが一つの目安
としてございまして、大雑把に言いますと、豊橋市は 10億円くらいは基金と
して内部留保を持ってくださいということです。。これは何の為かと言います

と、医療費が急に増えたであるとか収納の不足によるものであるとか何がし

かの事故が起きた、昔で言うと天候不順によって農作物が被害を受けたとか

色々なそういった要因を含めて、給付費の 5%くらいは内部留保で持っていて
くださいよというのがございますので、その額が 10億円くらいというところ
で、その辺の目安をもっておりました。前年までは 16億円だったものですか
ら、目安の 5%の 10億円くらいはあり、16億円くらいだったらそのくらいの
内部留保を持っているのが適切な範囲というふうには考えておりました。今

回 30億円近くになりましたので、まず精算してみないとわかりませんが、ま
ず国の負担金を 5 億円ほど精算することは確定しているものですから、その
辺をにらみながらこの内部留保についてどのように被保険者に還元していく

かというのがこれから検討して参りたいと思うところでございます。以上で

ございます。

委員３：そうすると、30億の内 5億は精算に使って、そして 25億弱くらいが残るわけ
ですよね。そうすると、秋に向けて予算これから作っていくのでしょうけど、

その時にそれでは一般会計からの繰入は、今年は 10億減らすとかそういうこ
とはないですかね。そういうことも視野に入れて、一般会計は国保だけではな

くて他にも色々使うことはあるわけですから、内部留保として 10億が適正額
だとすれば、それ以上持っていてもあまり意味がないと思います。予算は適正

なところで使うのがベストだと思うものですから、その辺はいかがでしょう

か。

事務局：次年度予算のことなのものですから一言では申し上げにくいのですけど、委員

がおっしゃる通り適正な執行をすべきものですので、どんな可能性も排除せ



ずに検討していかなければいけないと考えております。

（２）平成２９年度国民健康保険税の収納状況について

○事務局より

４7ページをお願いいたします。
「1.平成 29年度収納状況」について。
「調定額累計」でございますが、表の一番左、現年分が 8,739,340千円余、滞納繰
越分が 4,427,590千円余、合計で 13,166,939,530円。これに対しまして「収納累計
額」は、現年分が 8,003,290 千円余、滞納繰越分が 545,940 千円余、合計で
8,549,236,770円でございました。また「未収額」は、現年分が 735,190千円余、滞
納繰越分が 3,285,550千円余、合計で 4,020,749,738円となってございます。結果、
「収納率」は、現年分が 91.58%、滞納繰越分が 12.33%、合計で 64.93%でございま
した。尚、表中の括弧内の数値につきましては、28 年度の前年度の数値でございま
して、平成 28年度との比較結果が次表の「[参考]28年度との比較」というものでご
ざいます。「調定額」につきましては、現年分が 1億 4,764万円余、滞納繰越分が 4
億 3,899 万円余、合計で 5 億 8,664 万円余の減少となっており、それに伴いまして
「収納額」も全体で 6,941万円余の減少となっているわけなのですが、「収納率」に
つきましては現年分で 1.15ポイント、滞納繰越分で 0.36ポイント、合計で 2.27ポ
イントといずれも向上をしております。以上が平成 29年度の収納状況でございます。
「2.平成 29年度の主な取組状況」について。
一点目としましては、平成 30年度からの広域化に向けまして現年分の対策が緊務
だということから、平成 29年度から現年度に特化した専門グループに編成替えを行
うとともに、国保税の現年分への優先充当に取り組みました。

二つ目といたしましては、現年国保担当の職員を 2名増員して 9名としまして、
人的強化を図ることで現年度の未収額圧縮に努めて参りました。

三点目としましては、現年度専門グループの設置に伴いまして、これまで校区単位

で持っていた担当を滞納歴の年数を考慮した班編成にしまして、戦略的な滞納整理

を行いました。四点目としましては、日本の税制度に不慣れな外国人に対しまして、

税のしおりや納税カレンダー、これらを外国語版で作成しまして、国際交流協会或い

はブラジル協会、窓口センター等に据え置きまして周知を図るとともに催告の強化

を図ったところでございます。こうした取り組みの成果が実りまして、平成 28年度
を上回る収納率を達成することが出来たというふうに考えております。

「3.平成 30年度の主な取組状況」について。
これまでの収納体制に比べまして、主に次のような取り組みを行って参ります。一

つ目としましては、収納方法の多様化を更に推進する為に平成 31年度のクレジット
納付開始に向けまして、現在今年度システムの構築を行っておるところでございま



す。二つ目には、嘱託職の納税指導員、これは国税の OBでございますが、任期付き
職員化しまして、徴税吏員証を利用して職員とともに納税折衝が出来るよう OJTを
通じて職員の徴収技術の向上を図って参ります。三点目としましては、これまで担当

者が手作業で行っておりました催告書の作成、これを、システムを活用して作成する

ことで、事務の効率化を進めて参りたいと考えております。四点目としましては、広

域連合を効果的に活用した滞納整備を進めるべく、高額対象案件、困難案件の縮減に

努めて参ります。五点目としましては、他課と協力体制を強化して参ります。例えば、

高額となって滞納となりやすい随時課税分、こういうものにつきましては発生した

時点で課税課では納税者に対しまして丁寧に説明を行う、こういうような取り組み

を行っていきたいというふうに考えております。

以上、このような取り組みを確実に実行することで、問題が起きましても更に収納

率の向上を図って参りたいと考えております。以上でございます。

【質 疑】

委 員：29年度の取り組みのところで対応職員を 2名増員し、ということなのですけ
れども、増員したことによって収納額と、かかるコストのバランスはどうだっ

たのでしょうか。

事務局：滞納整理も実は国保税だけ、それから市税だけというふうにしてなくて、これ

は減税対応ということで市税の減免、国保の減免を含めて対応しております

ので個別のコストは出ておりませんが、職員一人当たり 4～5,000 万の徴収、
収納を上げているということを大雑把に掴んでおりますので、これは職員の

給料をはるかに上回る量でございますので、人件費を投じた以上の額を収納

させるということが言えると思います。

「（３）平成２９年度ジェネリック医薬品利用の普及促進について」

○事務局より

資料の５ページをご覧下さい。

「1.ジェネリック医薬品差額通知」について。
医療費の適正化対策といたしまして、ジェネリック医薬品利用の普及促進の為に、ジ

ェネリック医薬品差額通知を実施しております。目的といたしましては、被保険者の自

己負担の軽減とともに増加する医療費を抑制することで、保険税負担を軽減させ、国民

健康保険の財政運営の改善につげることでございます。ジェネリック医薬品の差額通

知は、調剤薬局から請求のありました調剤報酬明細書を基にジェネリック医薬品に変

更可能な情報を被保険者に提供し、安価な医薬品であることを案内しております。差額

通知は昨年度二回発送いたしました。件数は、平成 29年 5月調剤分を 7月に 4,447件、
平成 29年 11月調剤分を平成 30年 1 月に 1,914件、合計 6,361 件の通知を送りまし



た。６ページの方の下のグラフをご覧いただくと、7月以降平成 30年 1月まで徐々に
普及率の方は上がっております。ジェネリック医薬品普及率はまた後ほどご説明いた

しますので、もう一度資料５ページの方へお戻りください。発送した対象者でございま

すが、平成 29年 7月は 20歳以上でジェネリック医薬品を使用した前の自己負担額の
差額が被保険者一人当たり 100 円以上ある方の内、投与期間が 1 日以上ある方に通知
をいたしました。また 1月の発送分の対象者は、年齢は 7月と同じ 20歳以上の方で自
己負担額の差額が被保険者一人当たり 100 円以上で投与期間が 28 日以上ある方をチ
ョイスし、ご通知しております。ジェネリック医薬品の対象となる薬剤は、薬効分類に

ある通りでございます。

「2.ジェネリック医薬品広報活動」について。
資料の①から⑤の通り、各種申請書、封筒、通知文等にジェネリック医薬品利用促進

の表示をいたしました。また被保険者が医師や薬剤師に希望を伝えやすいよう被保険

者証等に貼り付けることが出来るジェネリック医薬品希望シールの送付や啓発ポスタ

ーを市の各関連施設へ配布するなど普及促進に努めました。

「3.平成 30年度事業計画」について。
引き続き、実行性のある取り組みが必要ということで自己負担の差額が被保険者一

人当たり 100 円以上と投与期間が 1 日以上の両方を満たす方を抽出することとし、差
額通知の対象者を拡大する予定でございます。また今年度は、高齢受給者証と被保険者

証の一斉更新の年でございますので、7月下旬に発送する高齢受給者証の封筒にジェネ
リック医薬品の利用を促す表示をして、また 8 月に発送する被保険者証の一斉更新の
発送時にはジェネリック医薬品希望カードを同封する予定でございます。

ジェネリック医薬品普及率について。

政府は平成 29年 6月に閣議決定された骨太方針の中で、後発医薬品、ジェネリック
医薬品とも言いますけれども、それにかかる数量試案の目標について平成 29年度以内
に 70%以上とし、その後平成 32年 9月までに 80%以上とする目標を掲げております。
本市の実績と利用率について。平成 29年 4月調剤分から平成 30年 1月まで多少の
落ち込みはあったのですけれども、徐々に実績の方は上がってきております。しかし、

2月 3月については若干落ち込みをしたところでございます。ここには記載ございませ
んが、平成 30年 4月調剤分は 67.3%で少し回復傾向にございます。愛知県の実績は平
成 30年 3月調剤分で 70.5%、全国の実績は平成 30年 1月調剤分で 71.9%と、愛知県
全国とも本市より高い利用率となっております。本市においても今後とも普及促進に

励んで参りたいと考えております。

【質 疑】

委員１：大体他の県とか全国規模では後発品の比率というのは上がってきていますが、

豊橋市が下がった理由、何だとお考えになられますでしょうか。一つ、例えば、



中学校の自己負担無償化というのが行われたと思うのですが、それが影響し

ている可能性というのはありませんでしょうか。

事務局：ジェネリックの利用率、30年の 2月 3月分が豊橋市下がっているものなので
すけれども、これ実は私も下がるのはおかしいなと思って、どうしてだという

ことで担当に確認したのですが、若干出し方が変わったというふうに伺って

おります。これは国保連合会で数字をいただいているのですけれども、ジェネ

リックの利用率ですが全国数値も含めまして、なかなか正確に出せていない

と国が申しておりまして、実は今年 30年の制度改正から始まりました保険者
努力支援制度という補助金の制度があるのですけれども、その補助金の枠の

中にジェネリック医薬品の利用率がどのくらいになったかというのを評価す

る項目があります。国が点数を付けるのですが、その点数を付けるのに、正確

に数字を出しえないのであまり沢山の配点できないということになっており

まして、2月 3月につきまして恐らく計算方法を変えたことによって本市の数
字が落ちてしまったというのが正直なところでございます。ですので、全国的

な数字であるとか県の数字も、県は多分県内で一緒に出しているものですか

らそんなに違わないと思うのですけれども、全国の数字というのは社保を合

わせた数字なものですから、少し豊橋市が下がったというのは何かの理由が

あるというより、ちょっと計算方法が変わったことによって落ちたというふ

うに聞いております。

それと二番目にありました福祉医療に絡んでですが、それによってジェネリ

ックの利用率が下がったかどうかというような数字というか、そういった情

報は伺っておりませんので、それによって大きく影響したということはない

のではないのかなというふうには推測されるところです。申し訳ございませ

ん。それくらいしか承知しておりませんので。よろしくお願いいたします。

委員１：まず皆さんに、説明しておきますが、私自身先発医薬品とジェネリック医薬品、

差があるとは考えておりません。むしろ私はジェネリック医薬品の方がカプ

セルを小さくしたりだとか、味を美味しくしたりだとか、そういう工夫を凝ら

しているから全て優れているとは言いませんが、同等のものだと考えており

ます。一応これは国も色々な試験法で同等だから許可をしています。値段が安

くて効きが悪ければ、誰も変えて欲しいという方はいないと思います。まずこ

こを基本的に押さえていただきまして、最近薬局で色んな薬剤師会の会員か

ら言われるのは、外来に関して今まで中学生になったら自己負担が発生しま

した。それが昨年から中学生自己負担がゼロになりました。逆に言うと、自己

負担がゼロになった時点で先発医薬品に戻して欲しいという方がかなりの率

でいると。自分の負担が出た場合にはジェネリックにと。うちの薬局でもそう

ですが、中学三年生が終わり自己負担が出るようになったらジェネリック医



薬品にしてくださいというような言い方が平気で通っているのです。福祉医

療、確かに悪いことではないのですけれども、ジェネリックと先発医薬品、マ

スコミの影響でかなり誤解を生んでいるところがあるのではないかなと思い

ます。それに対して、福祉医療が更にそれを助長しているようなことがどうも

薬剤師会としては考えられてしまいます。半分の値段で済むのだったら、それ

に越したことはないのではないかと考えるのが、私たち薬剤師の考え方です。

自分の孫とかそういうところを考えると、今は大丈夫でも今後 10 年 20 年先
のことを考えれば、早めに対策を取っていただいた方がいいのではないかな

と思います。確かに今、子どもさんは大切だし少子化の時代だし、確かに子ど

もの保険料を下げる、自己負担を下げる、すごく大切なことなのですが、本当

に活かされているのかどうか、保険料を無料にするというか自己負担を無料

にするということが本当に国民保険にとっていいのかどうかというのは、再

度考えていただきたいと思って質問させていただきました。結論は求めてお

りませんので、ただ一応よろしくお願いします。

事務局：ご意見しっかり受け止めさせていただきますので、ありがとうございます。

委員２：薬を出している立場から思うのですけれども、これは本当に統計の仕方が変わ

ったというだけならそうなのかなとも思うし、子ども達の福祉の無料化、無料

化だったらただ 1 月からストンと落ちていく、この時期だけ落ちるというの
も変かなとも思うので、もう一つ無理やり思いついたのが、インフルエンザが

いっぱい流行るとインフルエンザの薬というのはジェネリックがないのです。

そこらが絡んでいるのかなと思います。特に 3 月 14 日にゾフルーザという、
一番新しい一回飲むだけで良いという飲み薬が出来ました。それは、値段は安

くはないのですが、結局インフルエンザの薬というのは皆さん一番知ってい

るかと思われるタミフルという薬だけはこの間ジェネリックが出たのです。

ジェネリックが出たのですけれども、今、一回だけ飲むだけで済むというのが

出た時に、朝晩朝晩飲まなければいけない薬を飲むか、一回だけ飲む薬どっち

が良いと言ったら、一回の薬がいいと皆言いますよね。そういうような状況で

インフルエンザの薬に関してはきっと、ジェネリックは一種類出ましたけれ

ども、それを選ぶ人はいないと思うのです。そういう状況の中でインフルエン

ザが流行ると、そこだけは当然先発がドンと数が出ますので、特に去年ワクチ

ンがボロボロでしたので、その結果でこの時期落ちたのかな、本当に統計だけ

が理由なのかなと思って、本当に数字を見ながらうーんとうなっていたので

すけれども。基本的には、薬剤師会の会長さんが言われていますけれども、薬

局はジェネリックにする比率を高めることを国から強く言われていますので、

同じような薬でも、こんなの変えなくてもいいのになと私たちが思うような

ものでもビシバシ変えています。例えば、糖尿の薬でアマリールという薬があ



るのですけれども、成分名グリメピリドと言いますけれども、これは先発と後

発、値段はほとんど変わらない、これを変えて何が薬価差あるのかと思うよう

なものでも、薬局ではきっちりと変えてくれております。こういう中でもこう

なってしまうというのは、何か別の要因があるのかなとちょっと思ったので

すけれども。これも答えが出る話ではありませんが、情報として一つだけ言わ

せていただきました。

「（４）平成２９年度豊橋市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導事業報告」について

○事務局より

７ページ議題４をご覧ください。

「1.豊橋市計画目標及び実績」について。
平成 29年度は平成 25年度に策定した「第２期特定健康診査等実施計画」の実施最
終年度です。特定健康診査の受診率は豊橋市国保目標値の 45%に対して実績 35.2%と
9.8 ポイント低く、特定保健指導については目標値 20%に対して 2.2%でした。但し平
成 29年度につきましては現在指導継続中の為、低くなっておりますが、終了時は昨年
度を上回る予定です。

「2.特定健康診査」について。
対象者、実施期間、実施形態、検査項目につきましては資料にある通りです。受診者

数、受診率については、平成 29年度は平成 30年度 5月末現在の速報値ですが、先ほ
ど述べましたように 35.2%です。平成 28年度の法定速報値が 33.2%ですので 2ポイン
ト上昇しています。年齢別受診率は（５）－１のグラフの通り、平成 28 年度 29 年度
も同じように 40歳代は低く、年齢が上がるにしたがって上昇するカーブを描いており
ます。

「3.特定保健指導」について。対象者は特定健康診査受診者の内、資料に記載のある
階層化により抽出された方です。対象者数については（２）に記載がある通りです。特

定保健指導該当者は平成 28 年度から 10%台で推移しており、ほぼ横ばいです。さて
（３）特定保健指導についてですが、資料の訂正をお願いいたします。今から読み上げ

ます。「（３）平成 29年度特定保健指導 年代別利用者数・受講率」「平成 29年度特定
保健指導対象者への介入期間は、平成 29年度～平成 30年度に及ぶ」としてください。
数値につきましては 30年 5月末現在の速報値が記載してあります。
「4.メタボリックシンドローム判定」について。判定基準につきましては資料にある
記載の通りです。基準該当、予備群該当、非該当率とも平成 28年度と大きな差はあり
ません。

「5.平成 28年度特定保健指導の改善状況」について。
資料にあります 9ページと１０ページ、上の方にあります四項目とも保健指導受講
者の方が状況の改善が大きく表れています。このことから保健指導の重要性が伺われ



ます。

「6.平成 29年度の取り組みと平成 30年度の取り組み予定」について。
平成 29年度の取り組みですが、第一に第２期特定健康診査等実施計画及び第１期デ
ータヘルス計画を評価し、新たに第３期特定健康診査等実施計画を第２期豊橋市国民

健康保険データヘルス計画の一部と位置づけ、豊橋市国民健康保険実施計画として一

本化し、策定いたしました。各種保健事業を実施することはもちろんのこと、特定健康

診査の受診率や保健指導の実施率向上の為に対象者への電話による受診勧奨を実施い

たしました。また健診受診時に特定保健指導対象者を選定し、対面による受講勧奨も実

施いたしました。それから糖尿病等の重症化予防として、糖尿病性腎症重症化予防対象

者に対し、通常の保健指導に加え医療機関との連携、情報共有をいたしました。次に平

成 30年度の取り組みについてですが、引き続き特定健康診査の受診率や保健指導の実
施率向上が健康寿命の向上の為には重要と考え、年代別の受診状況や未受診理由の把

握に努め、より受診率向上につながる電話等による受診勧奨を行っています。更に特定

保健指導対象者には保健師の家庭訪問により保健指導の実施をして参ります。糖尿病

等の重症化予防については、事例検討を通して情報の共有化、職員のモチベーションの

向上を図り、質の高い保健指導を実施して参ります。また東三河５市との連絡交流会を

検討し、連携の強化を図って参ります。以上です。

【質 疑】

委員１：30 年度の取り組みとして未受診理由の把握というものがあるのですが、私ど
も協会健保としても受診率が特定健診 45%ほどでございまして、なかなか伸
び悩んでいるところでございます。現時点で 29年度までの取り組みの中で受
診がされない理由として把握されているものがございましたら、教えていた

だければと思います。

もう一点なのですが、ここ数年豊橋市保健センターさんと東海健保合同で集

団健診を実施させていただいております。豊橋市のがん検診の受診率の向上

と協会健保の特定健診の双方の受診率向上につながっているということで、

今年度も実施をさせていただく予定なのですが、一方で個別の医療機関での

受診が望ましいというふうには考えておるのですが、協会健保も個別の健診

が伸び悩んでおりまして、そういう中で、集団健診で何とか受診率を上げてい

くしかないという中で、協会健保単独での集団健診も県内各地でショッピン

グモールなどを活用して現在実施をしております。お買い物ついでに健診が

受けられるというような理由で、一日当たり 200～300人くらい受診をされて
おりまして、アンケートの結果でも未受診者がかなり受診につながっている

ということで、協会健保としては更にこの取り組みも拡大していきたいと考

えておるのですが、豊橋市として今後商業施設などでの集団健診の実施のご



予定などありましたら、教えていただければと思います。

事務局：ただいまのご質問の一点目です。未受診者勧奨というところにはどんなような

回答だったかということですが、昨年度の 28年度データになりますけれども、
回答をお聞きしている中でほとんど五割近くが実は受診をしますというふう

に答えていただいております。ただ結果としてその方たちが受けていない状

況にあり、なかなか電話をかけても行動としての受診につながらないのかな

というふうには考えております。ただ受けないのをもう予定があるから受け

ないとかそんな理由が多く、本当の理由というところはなかなか掴み切れな

いのかなということは思っております。なので、今年度は保健師をアルバイト

で雇いあげしまして、専門家の立場から未受診者勧奨のお電話等かけさせて

いただいておりまして、丁寧な説明をするということに心掛けやっておりま

すので、受診率アップにつながるよう願っておるところです。

二点目のご質問にありました商業施設の利用という点です。私どもがん検診

とセットで健診をやるなど集団の健診の場で受診率向上を目指しておるとこ

ろです。が、現在のところは特定健康診査につきまして商業施設の利用という

ことはやってはおりません。がん検診等につきましては商業施設等の健診を

昨年度から試行的にさせていただいている部分もございますので、それをや

っていく中、受診率向上、アップ目指していけるならばそういうことも考えて

いく必要があるかなというふうに現在は考えております。以上です。

委員２：特定健診を個別でやっている医師会の立場からですが、今年は立ち上がりがす

ごくいいように思うのです。実は、私は検査センターのデータも見る立場にい

まして、見ていると、去年に比べて、去年は 5月からの始まり、がん検診と合
わせてやるという形が去年始まって今年が二度目になるのですけれども、5月
6月の数字を見ていると前年比当月一割アップくらい数が来ています。それは
色んな努力の結果なのだと思いますけれども、一つには受診券に病気で通院

中の方も受けられますというのを大きく書いてもらったのも一つ大きかった

のかもしれません。医者にもうかかっているのでそんなものもういらないと

思ったよという人は、実は結構います。これは来れば一回分検査がただになる

のだから 7,000 円くらいの金券くらいの価値があるのだから捨てるのではな
いと、一生懸命患者さんたちに声をかけて持ってきてね、ついでにお家の奥さ

んにも来ているだろうから奥さん元気でも連れてきてねと一生懸命声掛けは

しているのですが、何せ店の前で呼び込みをするようなわけにはいきません

ので、可能な限り声掛けはしています。そして健診のポスターをもちろん院内

にも貼っていますし、歯科医師会にもお願いして貼っていただいたり、あちら

こちらに貼ってもらう、公民館とかそんなところに貼ってもらっていると思

いますけれども、なるべく人の目に触れるような形でやっていることが、少し



ずつ上がっているのだと思います。今年多分このペースで行ければ、去年を上

回っていい数字が出せると思うので、失速しないように皆さんもご協力お願

いします。以上です。

委員３：ちょっと確認なのですけれども、７ページの（５）に受診者数といって、70～
74歳で 18,000人が対象者で受診者数が 8,473人受診したと。その中で（４）
の検査項目をやると、その中で、次の 8ページの（１）によって抽出されて、
その中で、この四つの項目ですよね、血糖と脂質と血圧と喫煙の習慣がありと

いうことで、一つ、二つ、三つ以上で動機付け支援とか積極的支援を行って、

それで健診時に医療機関で生活習慣病の治療を受けていないものが結局一番

下の（３）で対象者が 70～74 歳で 732 人おったという理解でいいのですか
ね。この数字を最初見た時、8,400人いて動機付け支援で 732人、一割しかい
ないということは九割の人はすごい健康、70～74で皆そんなに問題がないの
かなと思ったけれども、そうではないですよね。それでいいのですかね。表の

読み方を教えてください。

事務局：ここの表に書いてあります通り、階層化によって抽出したという結果でござい

ますので、健診を受けている、実は積極的支援に該当した 60歳以上の者は動
機付け支援とするというふうに書いておりますので、その辺りで数字がちょ

っと、動機付け支援がここに書いてあります 732 に全部移行しておりますの
で、この表の見た通り対象者の区分けによって整理した数字が（３）に載って

いるというご理解をしていただければいいかと思っております。

委員３：そうではなくて、8,473人受けて、受診者数が 732人に振り分けられた経緯を
ちょっと聞きたいのです。どういう経緯で 732 人になったかという経緯を、
一割しかないからパッと見た時、70～74歳の人は一割しか健診やってなくて
九割はいいのかなと。

委員４：それは多分健診時に医療機関で生活習慣病の治療を受けていない者という条

件を入れてしまうので、通院中の人たちはここから外れてしまうのでこの数

だと思うのですけれども。

それでいいのでしょうか。

事務局：はい、先生に説明していただいた通りになります。よろしくお願いします。あ

りがとうございます。

委員３：それともう一つ関係なくて、いつ質問しようかと思ったのですけれども、ジェ

ネリックの６ページのところですけれども。

真ん中のところに政府の目標の骨太の方針という項目が出てきたのですよね。

豊橋市は、骨太の方針というのはやっぱり参考にするのですね。実は、骨太の

方針というのは、政府は 2018年も今年出ました。やっぱり歯科保健事業もそ
うだし、医科の保健事業をすると医療費が下がるということで、そういうこと



は積極的に参加するようにということで骨太の方針には書いてあるのですけ

れども、ここだけ唐突に骨太の方針が出てきましたので 2018もしっかり読ん
で参考にしてください。それで、保健事業が最初の 3ページを見ると、10億
から 9 億に減っているのですよね。事業他と書いてあると、保険事業だけが
増えて他が減っているのか、これがわからなかったのですけれども。保健事業

が 1 億くらい減っているということで、やっぱり保健事業をもっと積極的に
やることによって医療費が下がるというふうなことが言われておりますので、

これも骨太の方針にも 2018にも書いてありますので、是非次の国保の運営会
議にはそういう項目が出てくることを期待して終わります。以上です。

事務局：今、保健事業の話ですけれども、３ページのこれは保健事業他、保健事業だけ

ではないのですけれども、内容としまして 28 年度から 29 年度で保健事業を
縮小したという経緯は確かございませんので、その他の部分で結果として小

さくなってしまったとか、そういった部分はございます。縮小とかそういった

ことはしていないと思います。

それと骨太の方針につきましては、骨太の方針でジェネリック医薬品の利用

率の日本全体の目標を掲げておりますので、本市として別個に目標率を設け

るよりもそちらの国の方針としている目標率に倣ったというところでござい

ます。この骨太の方針につきましては、出た以上はそれをしっかり読み込んで

参考にして参りたいと考えております。以上でございます。

「（５）その他」について

 ○事務局より

平成 30年度から国民健康保険の広域化に伴う変更点について。
今年度から市町村国保は都道府県単位となり、豊橋市国民健康保険被保険者証にお

いても愛知県が財政運営の責任主体者となります。今年度の一斉更新から保険者名が

愛知県に変わっていきます。１１ページをご覧いただくと二つ見本が載せてございま

す。上が高齢受給者証、下が国民健康保険被保険者証でございます。こちらの左上の方

に「愛知県」という文字が記載されております。こちらが大きく変わる変更点でござい

ます。まず高齢受給者証からご説明させていただきます。

高齢受給者証は毎年 70歳～74歳の方に交付しております。現在の有効期限は今年
の 7月 31日までとなっておりますので、8月 1日から平成 31年 7月 31日までの有効
期限の高齢受給者証を世帯主様宛に 7 月下旬に発送する予定でございます。受給者証
の色は白色で橙色の縁取りになっていまして、約 17,300名の方が更新予定でございま
す。窓口負担ですが通常は二割でございます。一部現役並み所得のある方は三割となっ

ております。また特例措置といたしまして、生年月日が昭和 19年 4月 1日までに生ま
れた方は、窓口負担は一割となっております。



国民健康保険被保険者証、保険証の一斉更新について。

こちらは被保険者全員に交付しております。現在の有効期限は今年の 8月 31日まで
となっておりますので、9月 1日から平成 32年 8月 31日まで二年間ご使用できる保
険証を世帯主様宛に 8 月下旬に発送する予定でございます。保険証の色でございます
が、藤色で約 81,100名の方が更新予定でございます。説明は以上となります。

【質 疑】

委員１：ちょっと細かい質問なのですけれども、例えば 30年 8月 1日以降に 70歳に
なられたらどうなるのですか。

  事務局：8月 1日以降のお誕生日の方に関しては、高齢受給者証の方を発送されていき
ます。

委員１：8月 1日以降に 70になられる方も、高齢受給者証が送られるということです
か。

事務局：毎月 70歳、その年齢になられる方はみえますので、その月その月ひと月単位
で増えた中には随時毎月お送りする形になります。

委員２：平成はいつまであるのかもう決まってしまったけれども、表示を平成のままで、

西暦にするとかいう考えはなかったのでしょうか。

それともう一つは、保険者番号豊橋市のつまり 230029のままで変わらないと
いうことですね？二点お願いします。

事務局：暦名については読み替えで対応するということに統一でなっておりますので、

そういう方法でやらせていただきたいと思います。

それともう一点は、そちらの方は変わりございません。ただ保険証としまして

は、先ほど最初に申し上げました通り広域化されておりますので、県単位とい

うことになりますので、大きくは愛知県国民健康保険という名前なのですけ

れども、ただ愛知県だけで被保険者を管理するのではなくて、市町村が変わる

のも含めて被保険者の資格管理するものですから、一つ管理の区分が増えた

といいますか、愛知県内だけれども豊橋から豊川に変わったということまで

管理していくということにはなります。ただお使いいただく被保険者の方に

ついては今までと同様で、愛知県というのが付いたというくらいの違いしか

ございませんので。

  委員２：転居した場合は再発行になるわけですね。例えば豊川に転居された場合は、そ

ちらに住民登録された時点で豊川市の保険証が出るわけですね。

事務局：その通りです。豊川に転居した場合は豊川でもう一回発行して、豊川で該当に

なったのがいつだというところまで管理するようになります。よろしくお願

いします。


