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【議 題】

（１） 平成３１年度国民健康保険税賦課の考え方について

（２） 豊橋市国民健康保険事業の実施状況について

（３） その他



【議 事】

（１）平成３１年度国民健康保険税賦課の考え方について

   ○事務局より

資料の１ページをお願いいたします。「平成 31 年度豊橋市国民健康保険税賦課の
考え方について」。

「１ 31 年度実施の税制改正」についてでございますが、近年税制改正、毎年限
度額の引き上げであるとか、保険税の軽減判定基準の引き上げ等が続いておりまし

たが、31 年度の予定は、地方税法等の改正要望が今のところ出ていないので、ここ
の 1番に記載してあります「（１）課税限度額の引き上げ」並びに「（２）保険税軽減
判定基準の緩和」につきましては、据え置きということで予定して賦課を考えており

ます。次の２ページのところの一番上「（４）として課税限度額の引き上げについて」

でございますが、31 年度、「医療分 580,000 円」「支援金分 190,000 円」「介護分
160,000円」と、今のところ据え置きという予定でおります。
次に大きな 2番、「平成 31年度国民健康保険税の考え方」について。
「（１）応能・応益割の比率について」ですが、現在愛知県の広域化になりまして

「愛知県の標準比率」が「応能割：55%」「応益割：45%」と、記載のある通りでご
ざいますが、29 年度までは標準賦課割合というのが、国民健康保険法であるとか税
を使っているところは地方税法で定められておりまして、50 対 50 というのが標準
であったのですが、30年度から法令の法定の標準割合というものがなくなりまして、
各都道府県で都道府県毎に標準割合というものが決まるようになりました。愛知県

の標準比率割合というのが、一番左に記載があります「応能割：55%」の「応益割：
45%」でございます。本市ですが、平成 30年度に標準割合に移行が可能でしたので、
29年度の 50対 50から本年度 30年度に 55対 45という賦課割合にいたしまして、
次年度 31 年度につきましても 55 対 45 で愛知県の標準的な賦課割合を予定してお
ります。

次に「（２）均等割・平等割の比率」でございますが、これは均等割・平等割を総

称して応益割というふうに申します。こちらの比率ですが、同じく愛知県の標準比率

が「均等割：31.5%」に対して「平等割：13.5%」というところでございます。29年
度までの 50対 50の時には、35対 15、比率で言いますと 70%：30％というものが
標準割合だったのですが、29 年度までの標準割合を踏襲しまして愛知県の割合につ
きましても、応益分の 45 を 7 対 3 に割ったものというところで「均等割：31.5%」
に対して「平等割：13.5%」というのが標準割合となっております。尚、本市につき
ましては平成 25年の保険税の計算方式が変わった時の激変緩和措置で均等割と平等
割の標準から大きく崩しまして、それを今、元に戻している最中なので、30 年度に
つきましても 21.6%対 23.4%というのは標準から少し離れているのですが、30年度
は以上のような形になっております。31 年度につきましては、愛知県の標準へ少し



ずつ戻していくということを前提に「均等割：22.5％」と「平等割：22.5%」、1対 1
の割合を予定しております。実際に愛知県から納付金額が提示を受けていないので、

その額によってもう少し戻せるかもわからないし、これくらいになるかもわからな

いというところで、基本的には少しずつ戻していくということを賦課の考え方にし

ております。では、こちらの考え方ですけれども、資料の７ページをご覧いただきま

すと、今のご説明だとなかなか分かりにくいものですから、具体的な数字で７ページ

に近年の、平成 26年度から 30年度までの保険税率の推移が載せてございますので、
そちらでもう少しご説明させていただきます。一番上の行の「医療分」がございます。

そこの「応能・応益」割というのがありまして、「所得割」「資産割」「均等割」「平等

割」が載っています。標準賦課割合ということで「40%」「10%」「35%」「15%」とご
ざいますが、これが先ほどご説明しました 29年度までの国民健康保険法に載せてい
た標準賦課割合、これは昔のものです。30 年度から愛知県につきましては、こちら
先ほど載っておりましたけれども、「応能割」が「55%」、「応益割」が「45%」とい
うふうになって、その内訳としましては愛知県の標準的な方式というのが「資産割」

がないものですから「所得割」を「55%」にして、「均等割」を先ほど申し上げまし
た「31.5%」、それと「平等割」を「13.5%」というのが愛知県の標準的な賦課割合に
なります。本市、31 年度の税率、具体的な数字をまだ出していないものですから、
30年度で見ていただきますと、一番右の列にございます 30年度のところで「応能・
応益」、「所得割」のところが「55%」になっており、「応益割」の方が「45%」にな
っております。先ほど説明したのがここにある 55 対 45 という、こういう賦課の割
合で税率を決めていくというところでございます。

最初の１ページに戻っていただきまして、大きな 2番の「（３）独自減免制度の継
続について」でございますが「①低所得世帯への追加軽減措置」につきましては、継

続を基本とする中で対象者につきましては検討して参りたいと考えております。毎

年検討しているところでございますが、県内の保険税の負担状況であるとか、経年の

動向を見まして検討して参りたいというふうに考えております。続いて「②障害者・

寡婦等への特別軽減措置」というのを実施しておりまして、こちらにつきましても県

内の状況を勘案しながら検討の範疇に置いていきたいと考えております。また県か

ら納付金額が正式に数字が出ましたら 2 月の運営協議会で皆さんに申し上げたいと
考えております。１枚めくっていただいて３ページですけれども、「平成 31 年度国
民健康保険税の賦課イメージ」というものがございます。こちらは今、説明しました

賦課割合等、「応能割」「応益割」というのが一番左のところに「応能割：55%」「応
益割：45%」とございます。これはグラフで少しわかりやすいように、別の見方とい
うことでお示ししたグラフですが、真ん中から上のところが「応能割」ということで、

本市の場合だとここの部分が「所得割」になります。斜めに太い実線であるところが、

31年度と謳っていますけれども太い実線が 30年度になります。31年度につきまし



ては医療費が自然増幅するものですから、今、大変高齢化が進んでおりますので一人

あたりの医療費が増していくということで、負担が少しずつ増えていく形になりま

すので、今、実線であります広域化・公費拡充後というところで、矢印で示してあり

ます太い実線のところが自然増分だけ、少しだけ上がっていくというのが次年度の

イメージになります。真ん中から下「応益割：45%」のところですが、ここに「７割
軽減」「５割軽減」「２割軽減」がございます。これは法律で決まっております法定軽

減というもので、本市の独自軽減で先ほど説明しましたところで「１割減免」「１割

減免」「２割減免」「４割減免」と記載してございますが、これは本市が独自に法定軽

減に割増しで減免して、被保険者負担を軽減している部分というところになります。

以上、これが賦課のイメージ図というところですので、これと先ほどの説明、わから

ない部分はこちらで補足させていただきます。説明は以上でございます。

（２）豊橋市国民健康保険事業の実施状況について

   ○事務局より

資料の４ページをお願いいたします。

「１被保険者の状況」について。先ず表の数字でございますが、平成 27年度から
29年度までは各年度末、30年度においては 9月末のものを掲載してございます。
それでは表の一番上「①行政区域内人口」でございますが、こちらは 376,000人台
から 377,000人台を推移しておりまして、微減という形になっております。次に「②
国保被保険者数」でございます。こちらは年々減少しております。平成 27年度から
29年度までの三カ年の前年対比の平均では、マイナス 9.3%で 4%近く減少している
状態でございます。平成 30年度に関しましても、上半期とする 9月末までの被保険
者数は 79,841 人で、下半期も平成 29 年度の下半期の数字を当てはめましても前年
対比の平均は 3.8%ほどで、平成 27年度から平成 30年度の４年間の平均をとっても
4%近い減少率になっております。次にその下の加入率につきまして、こちらは豊橋
市の人口に対しまして国民健康保険の被保険者の方が何%いるかという率でござい
まして、平成 27 年度の加入率は 23.34%で、平成 30 年度 9 月末ですと 21.16%、
2.18％マイナスとなっていますので加入率も若干減少している状態でございます。続
いてその下の「③国民健康保険加入世帯数」でございます。こちらも減少傾向にあり

ます。国保加入世帯では「④１世帯あたりの被保険者数」は平成 27年度で 1.74人、
28年度では 1.70人、29年度は 1.67人で１世帯あたりの人数が減っております。こ
れは単身世帯が徐々に増えているということが考えられております。次に「⑤前期高

齢者被保険者数」でございますが、前期高齢者は年齢で言いますと 65 歳から 74 歳
の方で、こちらは国民健康保険被保険者数に含まれております。前期高齢者率の平成

27年度につきましては 38.94%で約 40%、平成 30年度 9月末ですと 42.00%で四割
を超えております。これは 10 人に 4 人は 65 歳から 74 歳の方で高齢者数が増えて



いるということになります。次に「⑥介護第 2号被保険者数」でございますが、こち
らは対象年齢が 40 歳から 64 歳の方で保険料は、国民健康保険納税通知書でお知ら
せさせていただいていますとともに介護分として一緒に納めていただいております。

該当する被保険者数はこちらも減少傾向にあります。続いて、参考といたしまして

「⑦後期高齢者被保険者数」でございます。こちらは毎年増加傾向にございまして、

年齢が 75 歳の誕生日を迎えると後期高齢者医療制度へ移行いたします。平成 27 年
度は 43,194人でしたが、平成 30年度 9月末で 46,992人となっており、平成 27年
度で比較しますと 8%強伸びております。今後団塊の世代の方々が後期高齢者医療制
度へ移行するにつれて、被保険者数はますます増加していくと考えております。次に

「⑧前期高齢者被保険者数及び後期高齢者被保険者数の合算」でございます。国民健

康保険の前期高齢者被保険者数と後期高齢者被保険者数を合わせたものでございま

す。こちらは今、説明させていただきました通り、後期高齢者被保険者数が毎年増加

していることから人数は増加しております。平成 27 年度は 77,503 人でしたが、平
成 30年度 9月末で 80,529人となっており、4%近い伸びとなっております。団塊の
世代の方々が後期高齢者医療制度へ移行していくことで、この伸び率は上がってい

くことが予測されます。最後に課題といたしまして、被保険者資格の管理を挙げさせ

ていただきました。これは、被保険者の資格管理という事務がございます。国民健康

保険の場合、資格を取得・喪失するというのが法律上世帯主の義務となっております。

会社へ就職するとほとんどの会社の方が健康保険などの手続きを行ってくれますが、

国保の場合は世帯主に対してその義務が課せられております。手続きをお忘れの方

や手続き自体を会社の方がやってくれると思い込んでいる方には、資格喪失時の届

出の不履行により勧奨ハガキを送らさせていただいております。このことに関しま

しては先ずは国民健康保険加入の手続きの時に、今後社会保険に加入された時には

ご自分で国民健康保険喪失の手続きを行っていただくことを被保険者に伝えており

ます。手続きがスムーズに行っていただけていない方に対しては、厚生年金資格デー

タと突合いたしまして、厚生年金に変更されているのに国民健康保険の資格がある

方を抽出し、資格喪失の為の届出勧奨ハガキを送っております。それでも届出をされ

ない方に関しては、再度勧奨しており資格の適正化を図っているところでございま

す。被保険者の状況の説明は以上でございます。

資料の 5ページをお願いします。
「２保険給付の状況」、「（１）療養諸費の状況」についてです。先ず療養諸費につ

きましては、病気やけがの治療、診療や薬、訪問看護などの医療サービスの費用のこ

とを言います。基本的には医療費と言われるようなものです。こちら全てになります。

表の上段です。「療養諸費費用額」は療養諸費の総額になりまして、保険者が負担す

る費用ですとか被保険者が負担する費用の合計額、100%の金額になる訳ですけれど
も、こちらの総額で平成 29 年度は 26,549,452 千円で、被保険者の減少などの影響



から、前年比から引きますとマイナス2.72％になっています。平成30年度は今月の、
今年 9 月の状況から計算したものになりますが、26,180,888千円、前年比にします
とマイナス 1.39%になっております。こちらは推計になりますので、今後伸びる状況
によっては上下するかと思います。下段「1人当たり療養諸費費用額」になりますけ
れども、平成 27 年度から伸び続けておりまして平均の伸び率は 2.5%を超えており
ます。平成 29年度の本市の「1人当たり療養諸費費用額」は 320,267円、備考欄に
ある通り県内平均は 327,581 円になっておりますので、本市は県内では 38 市中 28
位となっています。ちなみに県内最高は豊明市の 366,837 円、最低は田原市になり
まして 251,600円となっております。
次に「（２）医療費適正化事業の実施状況」についてです。増加する医療費を抑制

する為、本市が取り組む医療費の適正化に関する事業、こちらを記載してあります。

主なものを説明させていただきます。一番上「レセプト点検」になります。「レセプ

ト点検」は国保連合会から毎月レセプトの情報を基にしまして資格や内容について

点検をしております。傷病名等レセプトに記載されている医療品の適用、投与量、投

与日数等の点検に併せまして、第三者行為の確認などを行っているかどうかです。点

検数は被保険者数の減少によって少しずつ減少しておりますけれども、本市の点検

は７人の臨時職員（アルバイト）によって行っている訳ですけれども、平成 29年度
の全レセプトに対する点検の割合につきましては、資格の点検では 100%、内容の点
検では 100%をちょっと切りますけれども 97.97%となっております。ほぼ全件を点
検することが出来ております。点検による効果は年間 100,901 千円になっておりま
す。次に「柔整療養費等申請書点検」になります。鍼灸マッサージと柔道整復の療養

費の申請書につきまして、被保険者への照会や照会結果と申請書の突合などにより

まして、内容点検を実施している状況でございます。点検は業者への委託によって行

っております。こちらの点検件数もだんだん減少しております。次の「医療費通知」

になります。「医療費通知」は国保の被保険者宛に医療費機関の名称、診療年月、日

数、いくら医療費を使ったかなどを記載した通知を２カ月に一回、奇数月に送付させ

ていただいております。被保険者の皆さんに保険料の請求があったか、受診内容等を

通知しまして誤りがないかを確認してもらうことで医療費の適正化を図っている状

況でございます。その下「健康世帯褒賞」は今、終わっておりますので飛ばさせてい

ただきまして、「ジェネリック医薬品利用率」でございます。平成 30 年 8 月末現在
で 68.3%となっております。徐々に利用率は伸びてきている状況ではございますけ
れども、国の目標は平成 32年 9月までに 80%とされておりますので、クリアするの
は非常に厳しい状況となっております。今年度は新たに高齢受給者証の一斉更新通

知の封筒に啓発イラストを掲載したり、保険証一斉更新時の通知に切り取り式の希

望カードを同封して利用率の向上を図っているところでございます。次に「脳ドック

の助成」についてです。こちらは 25 歳から 74 歳までの国保の被保険者で一定の要



件を満たす方に対して、脳ドック等の診査費用を助成して受診しやすくすることに

より、病気の早期発見ですとか早期治療を促しまして健康管理を支援しているもの

になります。近年広報とよはしの紙面の変更によりまして、募集広告が大幅に縮小さ

れまして利用者数が、そこにあります通り、かなり減少をしている状況でございます。

現在、来年度におきましては啓発方法の変更を検討しているところでございます。欄

外にあります保険給付に関する課題としましては、昨年度も同様の課題を挙げさせ

ていただいておる訳ですけれども、「資格喪失後の受診」についてです。先ほど資格

の説明の中でもありました通り、会社に入って会社の保険証を取得したにもかかわ

らず国保の喪失届を提出せずに国保の保険証を使用して医療機関を受診してしまう

方が少なからずいます。この為、保険給付の不当利得として保険証を使用した方へ賠

償請求をしていますが、こちらの回収が出来ずに未回収債権として残っているもの

があります。昨年も説明した時には、年々増加して問題になっているという話をした

のですが、こちらは新たな保険者に直接請求することで正しく調整する保険者間調

整ですとか、高額案件の一括回収などによりまして 29年度初めに、そこの表の下に
あります通り、金額としましては 1千万を超える 11,807,861円だったものが、30年
8月末現在、左側の 580万程度まで減少をしております。こちらは減ったと言いまし
ても 500 万を超える大きな債権が残っている状況ですので、今後も保険者間調整の
拡大によりまして回収をしていかなければならないというふうに考えております。

資料の６ページ「３国民健康保険税の賦課状況」について。先ず「賦課方式」と「税

率改定」につきましてですけれども、こちらは７ページ、先ほど課長からも説明があ

った横の表ですけれども、こちら豊橋市の国民健康保険税率の推移をご覧いただき

たいと思っております。先ず「賦課方式」につきましては先ほどもご説明しました通

り、一番左側の区分にあります通り、上から被保険者の所得に対して賦課する「所得

割」、あと固定資産に対して賦課する「資産割」、被保険者一人に付き賦課する「均等

割」、あと世帯毎に賦課する「平等割」というものがある訳ですが、この四つの方式

が基本的には賦課する時に使う賦課方式になっております。豊橋市におきましては

先ほどもご説明した通り、「資産割」を除いた三つで賦課しておりますので三方式と

いうことになっております。こちらは、見ての通りですけれども「税率改定」につき

ましては、豊橋市は毎年行っております。その年に保険給付等の国保事業運営に必要

となる額を見積もりまして、それに見合う税金をいただく為に税率を改定するとい

うふうになっております。平成 30年度は、一番右の欄にあります通り、率、金額に
ついて改定をしております。前年と比較するとほぼ全ての項目において引き下げに

なっていることがわかると思います。これは国保制度改革による国保の都道府県の

単位化によりまして、去年も説明させていただきましたが、保険税必要額の算出方法

が変更したことによりまして、税率が引き下げられたということでございます。

６ページに戻ってください。この改定の結果ですけれども、調定額は下から二段目



「1 人当たりの調定額」にあります通り、前年度 105,423 円だったものが今年度
98,862円になっておりまして、前年比ではマイナス 6.22%と減額になっております。
備考欄には平成 29年度の県内平均がありますが、97,316円になっています。29年
度県内平均がありまして 97,316円になっておりますけれども、豊橋市は 105,423円
だった訳ですので 29年度は県内平均よりも 8,000円ほど高いというような調定にな
っている訳ですが 30年度県内平均、ここには載せておりませんけれども、98,228円
となっております。豊橋市では、先ほど申し上げた通りですけれども、98,862 円で
すのでちょうど平均程度になったということになっております。上から三段目の「賦

課世帯数」に戻らせていただきます。賦課世帯につきましては被保険者が減少してい

る関係もあり、こちらも年々減少している状況にあります。次に「1人当たり平均所
得額」ですが平成 28年度以降、３年連続で上昇しております。アベノミクスなど色々
ございますので、少しずつ所得に跳ね返っているのかなと考えています。次の「法定

軽減世帯数」です。低所得者の被保険者の方というのは保険税額というのが所得に応

じて、先ほど課長からも説明があった通り、「７割」「５割」「２割」で減額されてお

ります。平成 28年度以降、こちらは所得の上昇に伴って、また被保険者の減少に伴
いまして対象世帯数は減少傾向にございます。次に「独自減免世帯数」です。先ほど

の法定軽減の他、また豊橋市で定める条件に当てはまる方々につきましては、市の独

自減免ということで保険税を減免しております。平成 28年度以降、対象世帯数がこ
ちらも減少しております。これも所得が上昇していること、また平成 25年度の賦課
方式の変更によって行ってきました激変緩和措置というものがあった訳ですが、こ

れを徐々に減らしていたこと、あと 29年度にそれを廃止したということもございま
して、30 年度には大幅に減少しているという状況になっております。欄外の課題に
ついてです。未申告世帯の対策について記載をさせていただいております。保険料を

正しく賦課する為、所得を確定する必要がありますが、被保険者の内 2～3%程度、
被保険者の方が所得の申告をされないという方がいらっしゃいます。未申告だと軽

減や減免の制度に該当するかどうかというのがこちらにもわからないものですから、

減免させることが出来ずに高い税額で賦課をされてしまうということになります。

これにより、所得に見合う減税でないということで、保険税を納めることが出来ずに

滞納につながることになっております。これらの方々につきまして、それらのことが

起きないよう毎年申告の勧奨通知を送付させていただいております。ただ通知して

も、なかなか申告をしてもらえませんで、複数回勧奨通知を送付したり個別に連絡や

訪問をしている状況になっております。未申告世帯数は昨年度 2,165 件だったもの
が、本年度 2,064件と 5%程度減少はしております。以上でございます。
「４国民健康保険税の徴収状況」、「（１）収納率の状況」について。平成 29年度の
収納率につきましては、「現年度分」が 91.6%、対前年度 1.1ポイントの増となって
おります。「滞納繰越分」は 12.3%で対前年度 0.3ポイントの増、合計では 64.9%で



対前年度 2.2 ポイントの増加となりました。増加しました主な要因といたしまして
は、現年度に特化しましたグループを設置して早期に滞納整理に着手し、処分まで行

う、現年度完結型の滞納整理を進めたこと。それから預金、企業など換価が容易で効

率効果的な債権を中心とした差し押さえの強化を図ったなどが挙げられます。また

本年 9月末の状況も記載してございます。「現年度分」は 27.7%、備考欄に昨年度の
数字が載っております。昨年 27.5%で 0.2ポイントの増、「滞納繰越分」が 9.6%、3.3
ポイント増、合計では 22.4％で 2 ポイントの増加となっております。順調に収納率
を伸ばしているような状況でございます。引き続き、現年度完結型の滞納整理の推進、

それから債権を中心とした差し押さえの取り組みを行い更なる収納率の向上を目指

していきたいと考えております。

次に「（２）徴収事務の状況」でございます。「コールセンター架電数」につきまし

ては、平成 29 年度は 30,651 件と前年度を大きく上回っております。これが前年度
は 12月から 3月まで４カ月間、電話掛けする嘱託員が 1名欠員となりまして減少し
たもので、平成 29年度は欠員が解消されましてフルメンバーで架電が出来た為、架
電数が回復したというものでございます。「督促件数」につきましては年々減少して

おりますけれども、これは納期内納付が増えている表れでありまして、納期内納付の

勧奨に加えまして口座振替やコンビニのモバイルレジと、こういう納付種類の多様

化も効果があるものと分析をしております。それから「財産調査件数」、これは金融

機関調査の件数でありまして、減少傾向にありますのは、金融機関の負担軽減の為に

一律に金融機関に調査をかけるのではなく、事前に取引口座等の絞り込みを行った

上で調査を実施したことによるものでございます。それから「差押件数」につきまし

ては、換価が容易な預金や企業の差し押さえ、これを強化したことにより件数は上昇

傾向にございます。それから「公売件数」ですが昨年度は自動車を 1件と無体財産、
これは出資金で 23件を公売いたしました。本年度は現在広域連合において来年の 2
月に公売を予定しているところでございます。最後に「休日納税窓口開設日数」でご

ざいます。働いている方々の納付機会の拡大の為、実施しているもので平成 29年度
はボーナス効果を期待いたしまして、12月に 2回開催して、年 7回実施をいたしま
したが、効果は薄かったことから今年度は 1 日減の年 6 回の実施を予定していると
ころでございます。

「５特定健康診査・特定保健指導事業の実施状況」について９ページをご覧くださ

い。「（１）受診率・実施率の状況」についてです。数値につきましては、平成 27年
度、28年度については法定報告値です。平成 29年度は法定報告速報値になります。
特定健康診査対象者 56,156人中、受診者は 20,371人と平成 28年度より 1,100人増
で受診率は 36.3%です。平成 28年度 33.2%から 3.1ポイント向上しております。次
に「特定保健指導対象者数」についてですが、平成 29 年度は平成 28 年度から 180
人増 2,230 人で特定診査受診者に占める指導対象率は、平成 28 年度 10.6%に対し



10.9%と僅かに上昇していますが、ほぼ横ばいと言えます。指導実施率は 15.4%で 28
年度より 2 ポイント上昇しております。このように平成 27 年度から健康診査受診
率、保健指導実施率と徐々に上昇しております。

「（２）受診勧奨・受講勧奨の状況」に移ります。「特定健康診査未受診者勧奨」に

ついては、電話によるものとハガキによる個別通知を実施しております。平成 30年
度ハガキによる個別通知につきましては、10 月末とありますようにハガキの送付を
終えております。電話での受診勧奨は、平成 28年度、29年度は業務委託により実施
しておりましたが、平成 30年度はアルバイト保健師により 6月から実施しておりま
す。これにより受診者の生活環境や健康状態にも触れながら、より積極的な受診勧奨

が行えております。「特定保健指導初回案内」については、平成 28年度から集団健診
受診時に受講が必要と思われる受診者に対して受講勧奨したり、医療機関での健診

受診者には結果と同時にご案内をしたりしています。平成 30年度は保健指導の対象
と見込まれるものに対して、集団健診時に把握できる測定値を基に対象者を抽出し、

生活習慣振り返りから個人の行動目標設定等を行う初回面接の分割実施を始めてお

ります。保健指導が必要な方へは健診結果受診報告の際、ご案内をしております。更

に再案内として、電話、手紙による個別指導を行っております。加えて平成 30年度
は家庭訪問による保健指導を開始しております。現在対象者は 31 人でございます。
以上でございます。

〔質疑応答〕

  委 員： 二件質問がございまして、一件目は受診勧奨の今のお話の中で、業者の委託

から 30 年度アルバイト保健師にお切り替えをされた何か契機と言いますか、
きっかけなどございましたら、私共健診の事業を行っておりますので勉強さ

せていただきたいと思いまして一件目がこの質問でございます。

もう一件目は、お話少し戻ってしまうのですが、独自減免を 31年度も継続
してというお話があったと思うのですが、愛知県内でどれくらいの自治体が

この独自減免というものを実施されておられるのか、もし把握されておりま

したら教えていただきたいと思います。

事務局： 受診勧奨についてなのですが、委託業者ですと一般的に名簿等を見まして、

マニュアルに沿ってというところが多いかと思います。アルバイト、今、保健

師でやっているのですが、色々なお話を聞きながら、どういう具合ですかとか、

個別その人に応じた色んな指導が出来ているとういうふうに捉えております。

独自減免を実施している市町村の数ですけれども、ちょっと手元に資料を

持ち合わせておらないのですけれども、こういったうちと同じような被保険

者負担を減らすような形の独自減免を実施しているというところが、確か県

内だと 10～15の間くらいだと思うのですけれども、そんなにものすごく多い



訳ではございません。それと、被保険者負担の軽減というのは、国保にとって

は非常に痛切な問題でございまして、こういった形で本市のように独自減免

という形でやっておるところと、それと前に一度ご説明させていただいたか

もわかりませんけれども、一般会計からの赤字繰り入れというのを実施して

いるところがございます。これはどういうものかと言いますと、医療費が上が

ると通常だったら保険税率を上げて少しずつ皆さんにご負担を増やしていく

というのが本来のやり方なのですが、なかなか国保に加入の方というのは所

得の低い方が多いとの状況上、医療費の方が高くなるものですから、その負担

を軽減するというのが一つ大きな課題となっており一般会計から繰り入れる

ことによって税率を据え置きにしていくと、要は本来だったら赤字が出るの

だけれども、そこを一般会計からお金を入れて税率を上げないでおくという、

こういったことをやっている市町村と二種類、負担軽減の為に独自の減免を

やるか、赤字繰り入れをするかというこの二つどちらかをやっているところ

というのが、半分以上は確かあったと思います。少し正確な数字ではございま

せんが、以上でございます。

委 員： １ページの「（２）均等割・平等割（応益割）の比率について」で「今後の

考え方」というところに「県の運営方針に基づき段階的に見直し」とあります

けれども、段階的というのは、何年後を想定して県の標準に戻そうとされてい

るのかというのが先ず一点。

それと、４ページにあります「国保被保険者のうち（再掲）」の「⑤前期高

齢者被保険者数」の「前期高齢者率」で、65歳～74歳の方が年々増えていっ
て 42%、約四割以上の方がいらっしゃるのですけれども、本市としては、こ
の伸び率というのはどのように予想されているのかという点。それと、一旦切

ります。

  事務局： 先ず一点目、資料１ページのところの「２ 平成 31年度国民健康保険税の
考え方」の「（２）均等割・平等割（応益割）の比率について」でございます

が、現在 30年度、本年度本市の均等割・平等割の比率が 21.6%対 23.4%とい
うことになっておって、左側にあります愛知県の標準比率、これは、愛知県の

運営方針で決めました県内の標準というのはこれにしましょうというところ

です。先ほどちょっと説明申し上げました通り、平成 25年の賦課方式の変更
というのがございまして、その時の激変緩和の一環でこの比率を、元々は本市

の標準割合だったのですけれども、25 年の激変緩和の為に比率を崩したとい
うことで、今、元に戻しておる最中というところでございます。基本的には、

毎年先ほど申し上げました医療費が少しずつ上がっていくものですから、高

齢化が進んでいるということで医療費が右肩上がりだと、そういうことで税



率が上がっていく中でこれはどのくらい上がるかというと、毎年税率改定す

る中でどのくらい上げさせていただけるのかというところを勘案しまして、

基本的には１ずつ戻していくような、これを基本的な考え方にしております。

ちなみに今、例えば 30年度の均等割 21.6%、平等割 23.4%に対しまして、31
年度、今これくらいでと考えているのは 22.5%対 22.5%と、両方とも１ずつ戻
させていただいたと。１ずつくらいだったら何とか大丈夫だろうと、その中で、

あと或いは公費の拡充とかがあってそんなに自然増が上がらなかった場合は

もう少し早く戻すことも可能かなと。毎年被保険者の方の負担を勘案しなが

ら少しずつ戻して参りたいなと。このペースだと 10年くらいかかるとか、そ
のくらいになるかと思いますけれども、ゆっくりソフトランディングをして

参りたいなというふうに考えております。

それと、資料の４ページ「⑤前期高齢者被保険者数」、これは 65歳～74歳
の方ということで、何でこれが 74歳までかというと、75歳になると後期高齢
者医療制度に移りますので、自動的に全員が 100%移ってしまいますので、こ
の方を前期高齢者というふうに制度上区分して、財政構造上この年代の方た

ちの医療費というのは割に高い方たちでございますので、社会保険からの支

援であるとかそういったものを受けるように財政上の設計がなされておるも

のでございます。「前期高齢者率」というのがこの表にあります 27 年度の
38.94%、約 39%から 30年度の 9月時点では 42%までと、3ポイントばかり
増えているのですが基本的には人口動態で今、この辺の年代の方がどのくら

いいて、もう少し若い年代の方が何人いるかというのは各市町村、人口動態を

把握しておるものですから、その方たちのどのくらいかが国保に入ってくる

と。要は会社勤めの方というのは定年されますと、後期高齢者になるまでの、

74歳までの間に、60歳で定年してから順繰りに再雇用などを経て入ってこら
れると。70 歳過ぎますと、人口動態の約八割のくらいの方というのは国保に
入って参りますので、その辺りのことを考えますとまだ人口動態上、前期高齢

者の方というのはまだもう 10年くらい増えていくというところを予想してお
るところでございます。以上でございます。

  委 員： あと５ページの先ほど「1 人当たり療養諸費費用額」、本市はこれでいきま
すと 30年度、29年度でもいいですけれども約 32万円、先ほど田原市が 25～
26万円くらいと言われたと思うのですけれども、この 6万の違いというのは
どのように分析されているのでしょうか。

事務局： こちらは、うちも医療費でいきますと、県内平均先ほど申し上げた通り、少

し真ん中よりも安いくらいの位置にいます。ただ田原市とか新城市も安い方

に入る訳ですが基本的には病院、診療所が近くにないところというのは基本

的には下がる傾向にあるということはあります。且つ、田原市につきましては



農業がかなり盛んであるということもありまして、高齢の方でもかなり働か

れている方が沢山いらっしゃるということもありますので、その辺もあり病

院にかかることが非常に少ないのではないかとには言われております。ただ

全体的に見まして、先ほど申し上げた通り、どちらかというと愛知県内でも名

古屋あちらにある方が医療費というのは結構高くて、東三河こちらにある方

が医療費というのは比較的安いというような状況で今のところなっている状

況でございます。以上でございます。

委 員： 最初に部長さんから、国保の運営方法が変わって今のところ何のトラブルも

なく進んでいますという話があったのですが、実際に事務の効率化というこ

とも以前お話にあったと思うのですが、市としてその辺りは具体的に変わっ

てきた点とか、まだちょっとつかめないかもしれませんが、もし何かこういっ

た点が変わったよというところがあったら教えてください。以上です。

事務局： 広域化に伴う事務の効率化という案件でございますけれども、広域化に伴っ

て事務が効率化される、本来されるべきなのですけれども、全体の単位で、例

えば被保険者証を作るに当たって今、これまでというのは、本年もそうなので

すが、それぞれの市町村が保険証の用紙を発注して購入しておったと。広域化

によって愛知県の国民健康保険になりましたので、本来であれば愛知県全体

で一括発注して、沢山の量を発注することによって一枚当たりの単価を安く

するというような、そういったことに進むのが妥当なのだろうなと思います

が、まだちょっとそこまで県内の音頭がとられておりませんので、なかなか今

のところそういった一つ一つの事務のところについては進んでおらないのが

現状と。

それともう一つ効率化につきましては、今回の広域化においては国がコン

ピュータシステムを、一本で配給するものを開発しておりまして、各市町村の

個別の事務処理システムというのが、国が一括で開発して無償で配布します

というのがあるのですが、これもなかなか使いにくいと申しますか、実態の事

務にちょっとそぐわない部分が多々ありまして、なかなか導入できない状況

というのが今、ございます。それもジレンマではあるのですが、今、国にも要

望を出しまして、プログラムをもう少し使いやすいものに、被保険者の方にも

う少し親切な対応が出来るようなシステムにしていただくようにということ

で、各市から今、要望を出しているところですが、そちらやっぱりシステムが、

統一したシステムを導入することが出来ますと制度が変わった時の開発費用

等、プログラム改修の費用等が各市それぞれに今まで出しておったものが必

要なくなるということで、そちらも大事な効率化ということでこれから色ん

なことを話し合いながら進めて参りたいなと思っているところでございます。

以上でございます。



委 員： ４ページの「１被保険者の状況」のところなのですけれども、そこの「⑥介

護第２号被保険者数」に関してちょっとお尋ねいたしますけれども、３年前に

比べて 15%ほど、かなりの数が減っていると思いますが、この数が減った原
因というのをちょっと教えていただければと思います。

事務局： 介護第 2 号被保険者というのは、皆さんご存知かもわからないですが、40
歳以上で 64歳までということです。何で 64歳までかというと、65歳以上と
いうのは１号被保険者というのになりまして、１号の方というのは直接保険

料を払っていただくという方です。40 歳から 64 歳の 2 号被保険者の方とい
うのは、健康保険と一緒に介護保険料を集めてくださいと、そういう決まりに

なっているものですから、それで１号と２号というのが分かれています。64
歳までの方が少し減っておるということの理由は、皆さんお聞きになったこ

とがあるかもわかりませんが、団塊の世代というのがございます。先ほどの人

口動態的に、今ちょうど 70歳くらいに、三世代くらいをとって、団塊の世代
と、ちょっと今何年生まれた方かというのはすぐ出て、昭和 22 年から 24 年
に生まれた方です。この方たちがちょうど 65歳を越えまして、その方たちが
１号被保険者に変わっていったということがあります。団塊の世代の方を中

心に山型に人口動態がなっておるものですから、そこの世代及びそこの世代

の前後の方の人数が多いということになりますので、その方たちが 65歳にな
って前期高齢者ではなくなったと、前期高齢者から抜けていったということ

でここのところの減少というのが起きている、そういったところでございま

す。

  委 員： とするならば、今まで 2号被保険者であった 64歳の人が 65歳になって前
期高齢者になったから減ったという見解でよろしいですか。

事務局： そういうことでございます。

  委 員： そうすると、新規 65歳になった方たちよりも新たに第２号被保険者になっ
た人たちがとっても少なかったということですよね。そうですよね。人口動態

的にそういうふうだったら、そうなのかなと思うのですけれども、逆に２号被

保険者がこう減っていくというのは、それなりに世の中としては良いことだ

と思いますし、その原因が例えば健診の結果だとか医療の充実だとか、そうい

うもので第２被保険者が出来たという結果があればいいのかなと思っていた

のですけれども、ただ単に人口動態の問題ということですね。

事務局： 基本的にはこの２号被保険者か１号被保険者というのは、純粋に年齢で区分

されますので医療費とはまた別のところになります。それで人口動態的にも

そうであるし、今、やっぱり国保の被保険者というのは若干減っている、人口

動態からも来るのですが景気が良くなるとやっぱり国保の被保険者というの

は少し減る傾向がございますので、それを含めて、基本的に一番大きな理由と



いうのは人口動態上の年齢層の方が減少してるところが原因になります。

  委 員： とするならば、人口動態が落ち着いたら、またこの２号被保険者の数は暫く

この辺りの数字で移行していくということですね、今後は。

  事務局： 恐らくもう少し減っていくだろうというふうに予測しております。

（３）その他 次回開催について

○事務局より

運営協議会の次回の開催の日程でございますが、平成 31年、年明けの 2月 14日
（木）1時半からということでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。


