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平成29年度第1回青梅市国民健康保険運営協議会会議録 

日  時 平成29年8月 22日（火）午後1時30分～午後3時00分 

場  所 青梅市役所2階201会議室 

出 席 者（委 員）坂齋委員、番場委員、今井委員、林委員、中野委員、野本委員、百瀬委員、 

榎本委員、桑田委員、柳内委員、宮野委員、金子委員、小関委員、増子委員 

（事務局）池田副市長、榎戸市民部長、森田保険年金課長、丹野健康課長、小井戸収納課長、 

関根給付係長、原嶌資格賦課係長、石田徴収庶務係長、楢島特定健診係長、 

久保健康課主査、中嶋給付係主任、井上資格賦課係主事 

欠 席 者 なし 

傍 聴 者 2名 

議事日程 

 会議開会前 委嘱状交付 

1 議長開会および開議宣言 

2 副市長あいさつ 

3 議席の指定 

4 会議録署名委員の指名 

5 諮問事項 

  平成 30 年度青梅市国民健康保険税について（諮問） 

6 報告事項 

(1) 平成28年度青梅市国民健康保険事業の結果について（資料1） 

 (2)  平成29年度青梅市国民健康保険特別会計9月補正予算編成状況について（資料2）

(3) 平成29年度青梅市特定健康診査等実施状況について（資料3） 

7 協議事項 

平成30年度青梅市国民健康保険税について（資料4）

8 その他 

(1) 今後の会議日程等について 

(2) その他 

9 議長閉議および閉会宣言 
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「日程1」 議長開会および開議宣言 

（議長）ただ今から、平成29年度第1回青梅市国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

本日は、御多忙のところ、また、猛暑の中、青梅市国民健康保険運営協議会に御出席を賜り、誠に有

り難うございます。 

本日の会議は、欠席委員はございません。委員の出席数が会議の定足数に達しておりますので、成立

いたしておりますことをご報告させていただきます。 

それでは、お手元にお配りしてございます会議日程に従いまして、進めさせていただきます。本日は、

青梅市から「平成30年度国民健康保険税について」諮問があるとのことでございます。また、本日の議

事はこの諮問に対する「協議事項1件」と「報告事項3件」と「その他」でございます。 

「日程2」 副市長あいさつ 

（副市長）本日はお暑い中、また何かとお忙しいところ、今年度の第1回の青梅市国民健康保険運営協 

議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

委員の皆様には、日ごろより国民健康保険事業を始め、市政全般にわたりまして、ご協力をいただい

ておりますことに、この場をお借りしまして厚くお礼申しあげます。 

さて、本日の運営協議会では、会長からもお話しがございましたが、国民健康保険制度の主要財源で

あります保険税の改定につきまして、市長に代わりまして諮問させていただき、皆様にご意見等を承り

たいと考えております。 

平成29年度の青梅市国民健康保険特別会計予算におきましては、医療費の保険者負担や高額療養費な

どの支払いに充てる保険給付費が102億円を超え、会計全体の予算も175億円を超える規模の事業とな

っております。 

全国の市町村国保会計の財政状況はどこも大変厳しい状況が続いております。 

青梅市では一般会計からの多額の繰入を行うことにより、何とか収支を保っている状況であります。

国保会計の財政状況の健全化を図り、支出に見合った保険税収入の確保を図るため、従来2年に一度、

税率の改定を行っております。 

平成28年度には当協議会の答申を受け、3％の改定を実施いたしましたが、28年度の決算では、収納

率は上昇したものの、保険税収入額においては、加入者数の減少などから27年度を下回る結果となりま

した。 

歳入において保険税収入が不足する分を一般会計から補てんすることにつきましては、市民の税金で

国保税を負担することとなり、税の公平性の観点や、国保事業本来の会計の独立採算性の観点からも決

して望ましい姿ではなく、一般会計からの財源補てん繰入金を抑制していくことが必要であると考えて

おります。 

平成30年4月には国の社会保障制度改革により、東京都も保険者として国保の運営にかかわることと

なり、標準保険税率が提示されて市の国保会計の赤字の削減・解消への取組が求められることとなって

おります。 

標準保険税率の算定方法等について現時点ではその内容が決定しておらず、青梅市の税率を最終的に

どの程度引き上げる必要があるのかは明らかではありませんが、財源不足を計画的に削減していく必要

がございます。 

本日は、事務局より平成28年度の事業報告と国保の現状についての説明がありますので、それらを踏

まえて、来年の年明けの答申に向けて皆様に御審議をいただきたいと存じます。 

今後とも国民健康保険事業の安定した運営のため、協議会の委員の皆様のご理解、ご協力をお願い申

し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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「日程3」 議席の指定 

（議長）次に議席の指定でございますが、今、委員の皆様がお座りの席を議席として指定いたします。

「日程4」 会議録署名委員の指名 

（議長）続きまして、本会の規定に、議事録を確認し間違いないことを証するために、会議録の署名委

員が必要でございますので、私から「会議録署名委員の指名」をさせていただきます。今回は、今井委

員と林委員のお二人にお願いしたいと思います。 

後日、本日の会議の議事録を事務局が作成しますので、その議事録をお読みいただきまして間違いが

ない事を確認して署名をお願いいたします。 

「日程5」 諮問事項 

（議長）それでは、日程5といたしまして、池田副市長より「平成30年度青梅市国民健康保険税につい

て」諮問がありますので、よろしくお願いいたします。 

（池田副市長）青梅市国民健康保険事業の安定運営を図るため、地方税法（昭和25年法律第226号）第

703 条の 4および第 703 条の 5の規定にもとづき、国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康

保険の被保険者の属する世帯主に対し課する平成30年度国民健康保険税について、貴会の意見を求めま

す。 

（議長）只今、副市長から諮問書をいただきました。なお、この諮問に対する協議は、報告事項の後に

行いますので、ご了承ください。

なお、副市長につきましては、このあと公務がございますので、ここで退席させていただきます。 

「日程6」 報告事項 

（議長）それでは、日程6「報告事項」3件であります。 

まず、「平成28年度青梅市国民健康保険事業の結果について」事務局の説明を求めます。 

（保険年金課長）それでは、平成28年度青梅市国民健康保険事業結果についてご説明いたします。 

平成28年度の決算額は歳入は前年度より2億1,338万7,196円、1.2％減の175億5,192万4,933円、

歳出は前年度より2億1,496万2,671円、1.2％減の174億4,254万 2,048円となりました。歳入と歳出

の差引額1億938万2,885円については、平成29年度へ繰越します。 

この繰越金は、平成 28 年度に交付された国および東京都の負担金等の超過交付分について、平成 29

年度の返還金等の財源となります。 

続きまして歳入の状況についてですが、平成28年度は「国庫支出金」が前年度より大きく増加しまし

たが、「国民健康保険税繰入金」の減などにより、合計では1.2％の減となりました 

特に「国庫支出金」では、国保事業全体の取組等が評価され、特別事情の交付金が交付されたことに

よる影響であります。 

 歳出の状況につきましては、平成28年度は前年度と比較しますと、歳出の多くを占める保険給付費は

0.8％の増、社会保険診療報酬支払基金への拠出金関係は、後期高齢者支援金は5.4％、前期高齢者交付

金は0.6％、介護納付金は8.2％の減となりました。 

続きまして平成28年度の国保加入の状況は、世帯数、被保険者数とも前年度から減少し、前年度と比

較しますと、世帯数では368世帯の減少、市世帯数に占める国保世帯割合は36.1％となり、被保険者数
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は 1,415人の減少で、人口に占める加入者の割合は、27.1％ となりました。 

国保被保険者の内訳は、一般被保険者の「就学児から64歳」が846人減少した反面、65歳から74歳ま

での前期高齢者が44人増加し、年々前期高齢者の加入割合が高くなっています。 

退職者医療制度は、制度廃止に向けた対象者の縮小により、前年度から523人の減少となりました。 

 平成28年度は、保険税の税率等の改定を行い、所得割の税率を医療分は「5.25％から5.35％」、支援

金分は「1.65％から 1.70％」、均等割額も医療分は「25,300 円から 26,300 円」、支援金分は「7,800 円

から8,900円」と引き上げ、課税限度額につきましても医療分、支援金分とも2万円引き上げました。 

収納率では、現年度分は前年度から0.5ポイント増の92.8％、滞納繰越分は前年度から1.1ポイント

減の27.3％、全体では80.3％と前年度から0．9ポイント上昇いたしました。しかしながら、加入者数

の減少や所得が伸び悩みなどから、調定額と収入額は減少しました。 

 療養諸費の動向についてですが、療養諸費費用額は、加入者の高齢化や医療の高度化などにより毎年

増加してまいりましたが、平成28 年度は被保険者数が 3.55％減少したことなどから、約 1,600 万円、

0.13％減の125億1,918万円となりました。 

また、保険者負担額につきましても同様に減少しています。なお、一人当たり医療費は11,616円増加

し339,163円となりました。 

 費用額に対する保険者負担割合は、加入者の高齢者割合の増加により、毎年少しずつ増加しておりま

したが、平成28年度は70歳以上の被保険者数が減ったため、負担割合が下がりました。 

 続きまして高額療養費の状況についてであります。平成28年度の高額療養費の支給状況は、前年度よ

り件数は94件（0.4%）の増加、支給額は1億2,036万円（10.0％）の増加となり、毎年確実に増加して

います。 

 その他の保険給付費につきましては、出産育児一時金は件数7件、支給額218万円の減、葬祭費は件

数9件、支給額45万円の増、結核精神給付金は件数で422件増となったものの、支給額では1万3千円

の減となっております。 

 歳入、歳出においては社会保険診療報酬支払基金から毎年度、概算額が提示され、2 年後に精算をし

ている事業の額の積算方法と精算について説明いたします。 

平成26年度に概算払いとして38億5千万円余が交付されておりますが、2年後の平成28年度には確

定額が38億8千万円余となり、 差引精算額がマイナスとなっていますが、これは交付不足となります。

差引精算額に利息等を調整する額を合わせた金額3千284万円余が追加交付されます。この追加交付額

と平成28年度の概算分の41億3千万円余と併せて当該年度交付金額41億6千万円余が決定しておりま

す。 

以下同様な考えでそれぞれの額が決定されております。 

続きまして健康診査担当課であります、健康課長からご説明申し上げます。 

（健康課長）特定健康診査等の状況につきまして、説明させていただきます。 

特定健康診査でありますが、高齢者の医療の確保に関する法律第 20 条の規定にもとづき、40 歳から

74歳の青梅市国民健康保険被保険者を対象に、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目し

ました健康診査を実施いたしました。 

実施期間は、平成28年6月1日から12月10日まで一般社団法人青梅市医師会に委託し、市内41医

療機関で実施いたしました。 

受診者数は、14,518人であり、平成27年度の14,893人と比較しまして、375人減でありました。受

診率は、50.6％であり、平成27年度の50.8％と比較しまして、0.2ポイント減でありました。 

次に特定保健指導でありますが、特定健康診査の結果により、健康の保持に努める必要があると判断

された方を対象に動機付け支援、積極的支援を実施いたしました。 

実施期間は、平成28年8月5日から平成29年3月31日まで、有限会社ハイライフサポートに委託し、

実施いたしました。 

利用者数は、動機付け支援、および積極的支援を合わせ285人であり、平成27年度の250人と比較し

まして、35人増でありました。利用率は動機付け支援、積極的支援を合わせ19.2％であり、平成27年

度の17.0％と比較しまして、2.2ポイント増でありました。 
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指導内容につきましては、平成28年度の特徴といたしまして「お腹すっきり教室」、「うたやせ教室」、

「ストレッチ・ヨガ教室」と運動に関するメニューを前年度の2種類で4回から3種類で8回に増やし

て実施いたしました。 

次に、平成 27 年度からの継続支援でございますが、「ウォーキング教室」を始め、4 つのメニューを

計7回開催いたしました。 

終了者数でありますが、動機付け支援は184人、積極的支援は22人の計206人です。終了率は動機付

け支援16.1％、積極的支援6.7％で合わせて14.0％でありました。 

次にその他といたしまして、受診率向上の取り組みであります。「受診勧奨キャンペーン」といたしま

して、8月26、27、29日の3日間、健康センターにおいて開催し、パネル展示や血管年齢測定、体成分

測定等の各種測定や健康相談、受診勧奨等を行い、253人の方に御参加いただきました。 

その他保健事業といたしまして、講演会を7回開催し、合計311人の方にご参加いただきました。 

また、平成 24 年度から実施しております「慢性腎臓病（CKD）再検査通知」につきましても、昨年同

様eGFR50未満または尿蛋白＋以上の方を対象として、1,033人に発送いたしました。 

さらに糖尿病性腎症重症化予防の取組といたしまして、糖尿病性腎症の患者もしくは糖尿病性腎症に

移行する可能性のある40歳以上の方217人を対象に、リーフレットによる情報提供を新たに行いました。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

（議長）説明が終わりました。何か質問がある方は挙手をお願いいたします。 

（委員）国民健康保険特別会計繰入金についてですが、特別事情の交付金が交付された事により前年度

より歳入が増加したという事ですが、特別事情の交付金とはどういったものでしょうか。 

（保険年金課長）特別事情の交付金とは、国民健康保険の保険者として高い意識を持ち、経営が良好で

あると、東京都が判断、国へ推進し、認められると交付されるというものです。 

収納率の向上やレセプト点検による財政効果の向上等により国保会計全体の収支が改善されると交付

されるものです。 

（委員）平成27年度も特別事情の交付金は交付されていたのでしょうか。 

（保険年金課長）平成27年度におきましては、特別事情の交付金は交付されておりませんでした。

（委員）加入世帯数や被保険者数は減少しておりますが、高額医療費は増加しています。加入者の高齢

化が医療費を増加させているのですか。 

（保険年金課長）保険者が医療費を負担する割合の多い、70歳以上の方が加入者の割合として多くなっ

ていきているので、医療費が増加していると思われます。 

（委員）特定健康診査についてですが、平成28年度は前年度と比較して受診者が減少していますが、何

か要因は考えられますか。 

（健康課長）平成28年10月から社会保険の適用範囲が拡大された事が一つ要因として挙げられると考

えております。健康志向の高い受診率を支えてきた国保加入者の方が社会保険に移られたのではないか

と考えます。また、受診率の高い65歳以上の方で、新たに75歳となり後期高齢者医療保険に移られて

いく割合と、新たに国民健康保険に加入された40歳以上の方の比較から今回の結果に影響しているので

はないかと考えます。 

（委員）特定健診と特定保健指導の目標数値を載せた方が良いのかと思います。健診は良い数値ですが、

保健指導はあまり良い数値ではないので、目標数値を載せる事で課題が見えてくるのではないかと考え
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ます。 

（健康課長）検討いたします。 

（委員）国民健康保険税の状況についてですが、保険税の収納状況は現年の分は90％を超える収納率を

キープされていますが、滞納繰越分に関しては毎年 30％に届かない状況が続いております。平成 30 年

度に都道府県化された場合に、滞納繰越の部分の収納率は改善される見込みは今後あるのかをお伺いい

たします。 

（収納課長）滞納繰越分の収納率が低いというご指摘ですが、都内26市町村の平均は10％程度であり、

その中では青梅は高い状況です。滞納繰越分につきましては、徴収できる部分は毎年徴収しております

が、その年度に徴収する事が出来なかった困難案件が翌年に繰り越されてしまうので、そういったもの

が年々積もっているおり、飛躍的に収納率を向上させるという事が難しい状況となっております。 

（委員）平成27年度の調定額が約7億円となっているという事は、本来であれば7億円徴収しなければ

ならないという事ですね。収納額は約 1億 9,000 万円なので、5億円近い金額が徴収できていないとい

う事になります。徴収できていないというのは、支払う能力がない方なのか、能力があるにも関わらず

支払っていない方なのか、都内26市町村の中での平均を上回っていたとしても、今後滞納繰越分の収納

率を向上させる策はないのでしょうか。 

（収納課長）本来であれば収納率 100％を達成すべきではありますが、現状は支払いが行われない方の

財産状況を全て把握しているわけではありません。財産調査をして、可能であれば差し押さえ等を行っ

ていく状況でございます。 

（委員）滞納者には健康保険証が交付されていないのでしょうか。 

（保険年金課長）国保の加入者につきましては、保険証を交付しております。通常は有効期限が2年間

の保険証を交付しておりますが、滞納者に関しては有効期限の短い保険証を交付する場合がございます。

また、資格者証という受診時に10割負担の保険証を交付する場合もございます。 

（委員）窓口で10割の負担となると、金銭的な面から受診から遠ざかる場合もあります。そういった方

がどれ位いらっしゃるのかを保険者としては把握されていますか。 

（保険年金課長）平成29年4月現在になりますが、資格者証は32世帯、有効期限が1年の短期証は243

世帯、6ヵ月の短期証は30世帯に交付しております。 

（委員）保険税を滞納している世帯の方に対して、生活保護の担当課に引き継ぐ事はしていませんか。 

（収納課長）保護の申請は本人の意思で行うものであり、個人情報の取り扱いもありますので他課に情

報を渡すという事はできません。しかし、収納相談をしている中で生活が困窮しているという話があれ

ば、必要に応じて生活福祉課の生活支援相談窓口を案内しております。 

（委員）承知いたしました。 

（委員）滞納繰越分についてですが、全体としては何世帯が滞納世帯かは把握されていますか。 

（収納課長）平成29年6月1日現在で、3,667世帯でございます。 
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（委員）繰入金が前年度比で下がっていますが、今後の見込みはどのようにお考えでしょうか。 

（保険年金課長）平成28年度は歳入について国と都からの交付金が増額となりました。また、歳出につ

いて後期高齢者支援金および介護納付金が減額となり、収支の状況が改善されたために赤字補てん分の

一般会計からの財源補てん繰入金が減額となりました。しかしながら、今後につきましては医療費の動

向や都道府県化に伴う影響によって、財政状況は引き続き厳しい状況が続いていくのではないかと考え

ております。 

（委員）不納欠損は5年経過でよろしいでしょうか。 

（収納課長）通常は5年で不納欠損となります。しかし、滞納処分の実施等により時効を中断する事が

できますので、必ず5年間で自動的に不納欠損になるわけではありません。 

（委員）平成28年度に不納欠損した額はいくらですか。 

（収納課長）平成28年度の不納欠損額は約8,300万円です。 

（委員）特定健診の項目に認知症を発見するようなものは追加できませんか。 

（健康課長）国の施策として始めた特定健診は、メタボリックシンドロームに着目した健診としており

ます。厚生労働省等も認知症を含め様々な疾病に注力しておりますが、特定健診につきましては、制度

や国が定める健診項目に新たな展開がありましたら、随時検討していきたいと考えております。 

（議長）他に何かありますか。 

無いようですので、次に「平成29年度青梅市国民健康保険特別会計月補正予算案編成状況について」

事務局の説明を求めます。 

（保険年金課長）平成29年度国民健康保険特別会計9月補正予算案でございます。 

今回の補正につきましては、平成28年度の決算に伴う国庫負担金等の精算に関する補正であります。 

まず、歳入の繰越金でございます。これは、平成28年度に国や東京都などから過大に交付された負担

金などを、平成29年度中に返還する財源として、平成28年度の歳入歳出の残額を、平成29年度に繰り

越すものであります。 

現時点で返還額が確定しており、歳出の説明の欄に記載があるもののほか、現時点で金額の確定して

いないものも含めて、1億938万 2千円を「繰越金」に増額しようとするものであります。 

 次に、歳出の諸支出金でありますが、平成28年度に国と都から交付された特定健康診査等負担金につ

いて、実績報告に伴い返還金額が確定した合計166万円を「償還金返還および還付金」に増額しようと

するものであります。 

予備費につきましては、未だ金額の確定していない国庫支出金返還金相当額および緊急時の予備費等

として、歳入の繰越金額から確定している返還金の見込み額を除いた残りの1億772万2千円を予備費

に増額するものであります。 

以上で9月補正予算についての説明を終わらせていただきます。 

（議長）何か御意見、御質問等ありますか。 

無いようですので次に、「平成29年度青梅市特定健康診査等実施状況について」事務局の説明を求め

ます。 

（健康課長）特定健診につきまして、青梅市医師会加入の市内41医療機関で実施しております。健診実

施期間は平成29年 6月1日から平成29年10月31日までです。また、受診券の交付人数でございます
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が、平成29年 6月末現在で特定健診は27,249 人、後期高齢者医療健診は15,203 人です。平成29年 6

月末現在の受診者数は特定健診が1,315人、後期高齢者医療健診が949人で、同時期での受診率は特定

健診が4.83％、後期高齢者医療健診が6.24％となっております。 

 次に特定保健指導についてですが、平成28年度継続分実施状況につきましては、おなかスッキリ体操

教室をはじめ5つのメニューを実施いたしました。平成29年度の実施予定といたしまして、実施業者は

6社による指名競争入札の結果、株式会社ユーエスキュアに委託し、本年11月から実施する予定です。 

 次に講演会の実施につきましては、慢性腎臓病予防講演会といたしまして1,033人を対象に通知し、

73人の方に受講をしていただきました。 

 また、ヘモグロビンエーワンシーの値が6.2から6.4の方469人の方を対象に糖尿病予備群・軽症糖

尿病の方のための講演会を二回開催し、70人の方に受講していただきました。 

 いずれも一般社団法人青梅市医師会の野本医師にご協力をいただきました。 

 また、昨年に引き続きまして、管理栄養士および保健師によります健診結果の活かし方講座を開催し

ております。 

 次に社会保険、共済組合等の特定健診につきましては、参考としてお示しいたしましたので、お目通

しください。 

 以上で説明を終わります。 

（議長）御質問、御意見等はございますか。 

（委員）業者は何年契約でしょうか。 

（健康課長）一年契約で毎年入札によって決定しております。 

（委員）2年くらいの期間でも良いのではないかと思います。 

（議長）他にございますか。 

（委員）特定健診の実施期間が、平成28年度は6月1日から12月10日までとなっておりますが、平成

29年度は6月1日から10月 31日と期間が短くなっております。特定健診の受診率が低下しているにも

関わらず、実施期間が短縮されているというのには何か理由があるのでしょか。 

（健康課長）10月31日までというのは最初の契約期間でありまして、7月以降に国保に加入された方に

対しては12月上旬までと同様の期間になるように再契約をいたしました。毎年4月以降に多くの方が国

保に加入されるので、その方々を対象にするために再契約という形を取っております。 

（委員）年度いっぱいまで実施期間を延長するという事はできないのでしょうか。 

（健康課長）医師会の協力もお願いしなければならないのと、期間を跨いで実施をするという形ですと、

年度ごとの予算を区分けする事が非常に難しいという問題がありまして、現状のような期間で実施せざ

るを得ません。 

（委員）特定健診のオプションとして胃がんハイリスク検診と大腸がんの検診が実施されていますが、

肺がんも医療費に大きく影響すると思います。肺がん検診が特定健診のオプションに含まれていないの

は、何か理由があるのでしょうか。 

（健康課長）オプション項目につきましては青梅市医師会の協力のもと行っており、現状といたしまし

ては青梅市としては実施する予定はございません。 
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（委員）市で行っている特定健診の項目は全国統一で定まっております。胃がんハイリスク検診はその

項目には入っておらず、青梅市から予算は出ておりません。青梅市医師会として、採血をするのであれ

ばその一部を使用してご希望の方を対象に胃がんハイリスク検診を行うようになりました。 

 特定健診と併せて行うことにより、初診料や再診料、採血料、判断料を二重に徴収する事がなく、検

査料のみで検査を行う事ができます。 

 こちらは青梅市ではなく青梅市医師会が行う事業であり、通知の中に案内をいれていただいているも

のであります。 

 肺がんハイリスク検診が含まれていない理由は、レントゲンで行う肺がん検診において、レントゲン

に写るレベルの肺がんですとかなり進行している場合もあります。そのため中々早期で発見する事が難

しいので、メリットが少ないと考えます。また、喫煙者であれば痰を調べれば見つかる可能性はありま

すが、非喫煙者の場合に早期で見つかるかというと難しいです。 

 胃がんハイリスク検診であれば、血液を採ってピロリ菌と胃の粘膜の状況を見る事で判断が出来ます。 

（委員）青梅市医師会としては市民にメリットが得られないという事で、現在はオプションに含まれて

いないという事ですね。 

（委員）そうですね。対象者を絞る等のやり方で得られる結果の意味は変わってきます。医師会の先生

方の意見もありますので、同意が得られたら、オプション項目の追加も行うと思います。 

（議長）他になにかございますか。 

無いようでので、報告事項は以上とさせていただきます。 

「日程7」協議事項 

（議長）それでは、日程 7「協議事項」といたしまして、先ほど池田副市長から諮問のありました「平

成30年度青梅市国民健康保険税について」協議したいと思います。 

この諮問に対しては、本会が答申というかたちでひとつの結論を出さなければならないということに

なります。 

この答申については、今回と次回11月頃の第2回の運営協議会において検討し、第3回の来年1月の

協議会で答申を出すという予定でありますのでご了承ください。 

それでは、事務局から国民健康保険税改定について説明を受けた後、議論に入りたいと思います。 

（保険年金課長）平成30年度の国民健康保険税についてご説明させていただきます。 

はじめに、平成30年度から制度改革がございますことから、国保制度改革の概要について御説明させ

ていただきます。 

制度改正により、平成30年度からの財政運営の責任主体が都道府県となる、いわゆる国保の広域化と

なります。 

現在、国民健康保険は市区町村が個別に運営をしてございますが、平成30年度からは都道府県が財政

運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担い、

制度の安定化を図るとされております。 

都道府県の主な役割は、財政運営の責任を、市町村とともに国保運営を担う、財政安定化基金の設置・

運営をするとされております。市町村ごとの納付金の算定に当たっては、市町村ごとの医療水準、所得

水準を考慮したものになります。市町村ごとに見合う標準保険料率等の設定および保険給付の点検、事

後調整、事務の標準化、効率化を図り広域化を促進するとされております。 

一方、市町村の役割は被保険者証等の発行などの資格管理、この資格管理については広域化により都

道府県も管理することとされております。次に、都道府県が示す標準保険料率等を参考に保険税率の決

定、賦課・徴収。保険給付の決定、データヘルス事業等の保健事業の実施など地域におけるきめ細かい
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事業を引き続き担うこととされております。更に、広域化に伴い国保事業費納付金を都道府県へ納付す

ることとされてございます。 

このことから、保険税率については、これまでどおり青梅市が決定することになります。 

また、都道府県が財政運営の責任主体となることにより、市区町村の国保会計の財政体制が変わって

まいります。 

現在、財政体制の変更の詳細について、国・都から示されておりませんので、本日の説明資料として

事務局で平成28年度の決算を参考に財政面の歳入・歳出の流れについて作成したものでありますので、

正式なものではありませんのであらかじめ御承知おきください。 

平成28年度の歳入について、歳入の国民健康保険税は決算額29億5,774万 9,811円のうち、歳出の

保険給付費へ20億 4,730万 3,016円を充当しているなどを示しております。なお、複数の歳出科目へ充

当しているものは、その他として示してございます。 

次に制度改正後の想定について、都道府県が財政運営の主体となることから変更となる点を簡単にご

説明いたします。 

歳入では決算額が0円となっている国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業

交付金は、市区町村の歳入としてではなく、都道府県が一括して歳入として受け入れて管理することと

なります。 

なお、国庫支出金は0円としておりますが、市区町村への直接的な補助金はこれまでどおり市区町村

が受け入れいたします。 

次に、歳出の保険給付費についての財源は、歳入の都支出金から変わる都からの保険給付費等交付金

を主な財源として支出することになります。このことから、予期せぬ医療費の増があっても全額を交付

金で対応できることから市区町村の国保財政は、安定するとされております。 

次に、歳出の事業費納付金は新たに都道府県へ納めることになります。この納付金は都道府県で管理

し、医療費の交付金などの財源となります。 

ここでの納付金額は、あくまでも、今回の説明資料として平成28年度決算から想定したものでありま

すので、東京都から正式に示されたものでありませんのでご承知おきください。 

この納付金の財源は、歳入の国民健康保険税、繰入金のうち、一般会計から受け入れる低所得者への

保険税軽減分などの基盤安定繰入金と財源補てん分となります。国では、この財源補てん分を計画的・

段階的に削減・解消することを求めております。 

現在、納付金および標準保険料率の算定方法等について検討されているところでありますが、納付金

は東京都全体で必要とする額を医療費水準および所得水準を反映させて市区町村へ配分されることにな

ります。 

その他歳出で決算額0円となっている老人保健拠出金は、平成29年度で制度廃止となりますが、それ

以外の後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付金、共同事業拠出金は都道府県が支出する

ことになります。 

保健事業については、これまでどおり国・都からの負担金などと、一般会計からの繰入金により賄う

ことになります。 

それでは次に、青梅市の世帯数と被保険者数の状況ですが、平成23年をピークに被保険者数が徐々に

減少しております。特に平成28年度は、28年10月から実施された短時間労働者に対する厚生年金等の

適用拡大による社会保険への移動者が多かったことが主な要因としてございます。 

一人当たり保険給付費と保険税額等の状況については、保険税の調定額は毎年ほとんど変わっていま

せんが、保険給付費は上昇しており、かなり乖離が生じております。 

財源補てん繰入金については、前期高齢者交付金などの精算や国と都からの特別調整交付金の増減な

どにより年度によりばらつきはございますが、基本的には多額の繰り入れにより運営しているところで

あります。 

次に近隣市の一人あたりの調定額の状況ですが、平成28年度の状況については現在集計できてないこ

とから、平成27年度の状況を参考としてお示しさせていただきました。青梅市は都内26市の平均より

も低いことが伺えます。 

このようなことから、青梅市の国保の現状は被保険者数が減少する一方で一人当たりの医療費は上昇
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し、財源となる税収は二年毎に保険税率の引き上げを行っているものの、医療給付費の増加に追い付か

ないため、一般会計からの多額の繰入れを要しております。 

平成30年度以降の国民健康保険税につきましても、国保会計は税の公平性や独立採算の観点から財源

補てん繰入金の抑制をしていく必要があると考えております。 

 制度会計後の国保会計の赤字部分につきましては、国からの期限は定められておりませんが、計画的

かつ段階的に削減することを求められております。 

 保険税率を決定する際、都道府県が示す標準保険料率を参考にすることとされておりますが、東京都

から標準保険料率に関する数値が示されておりませんので、申し訳ありませんが本日は皆様にお示しす

ることができません。東京都から標準保険料率の数値が示され次第、皆様にお示しさせていただきます。 

以上で平成30年度の国民健康保険税の説明を終わらせていただきます。 

（議長）何か質問はありませんか。 

（委員）市で集めた保険税に補てん分を加えて東京都に納めるけれど、保険税と繰入金の内訳を市が決

めるのではなくて、東京都が定めるという事でしょか。 

（保険年金課長）納付金と標準保険料率については都道府県が定めるとなっておりますが、保険税率の

決定については標準保険料率を参考にして市区町村が行うこととなっております。 

（委員）平成30年度以降についても今までと同様に市が保険税率を決定できるという事でよろしいでし

ょうか。 

（保険年金課長）はい。 

（委員）一つ提案させていただきたいのですが、保険税率を決定するための資料として、事務局である

程度概算の保険税収入の見込み数値を提示していただくことはできますか。 

（保険年金課長）次回の運営協議会の資料としてご用意させていただきます。 

（議長）今までの説明や質疑を踏まえまして、次回もう一度答申に向けて、協議を行いたいと思います

ので、事務局は資料の作成をお願いします。各委員におかれましては次回までに内容を精査していた

だき、意見などを各自まとめていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

「日程8」その他 

（議長）次に、日程8の「その他」ですが、事務局から「今後の日程等について」説明があります。 

（保険年金課長）次回、保険税率の変更のための詳しい資料と東京都が示すとされている標準保険料率

などを御用意させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

今後の日程でございますが、次回の会議につきましては、11 月 14 日（火）を予定しております。

後日、御通知をさせていただきます。 

また、第3回につきましては、来年1月上旬から中旬ごろを予定しておりますので、よろしくお願

いいたします。 
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「日程9」議長閉議および閉会宣言 

（議長）以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。長時間に渡りまして大変ありがとうござい

ました。 

これをもちまして、平成29年度第1回青梅市国民健康保険運営協議会を閉会いたします。 

青梅市国民健康保険運営協議会会議規則第26条にもとづき署名する。 

平成29年  月  日 

会  長                  ㊞ 

 3   番                  ㊞ 

 4  番                  ㊞ 


