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平成29年度第2回青梅市国民健康保険運営協議会会議録 

日  時 平成29年11月14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、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）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、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 番場委員 

傍 聴 者 3名 

議事日程 

1 議長開会および開議宣言 

2 保険者代表あいさつ 

3 会議録署名委員の指名 

4 報告事項 

(1) データヘルス計画策定支援業務委託について 

(2) 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1） 

(3) その他 

5 協議事項 

  平成30年度国民健康保険税について（資料2）

6 その他 

  今後の会議日程等について 

7 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）本日は、御多忙のところ、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。 

本日の会議は番場委員が欠席とのことでございますが、委員の出席数が会議の定足数に達しておりま

すので、成立いたしますことをご報告させていただきます。 

それでは、ただ今から平成29年度第2回青梅市国民健康保険運営協議会を開会いたします｡ 

お手元にお配りしてございます会議日程に従いまして、進行させていただきます。 

本日の議事は、報告事項2件、協議事項1件とその他でございます。 

それでは,これから会議を開会いたします。 

「日程2」 市民部長あいさつ 

（議長）本日は市長ならびに副市長が欠席ですので、保険者代表といたしまして榎戸市民部長からご挨 

拶をお願いいたします。 

（市民部長）皆様こんにちは。本日は、大変申し訳ございませんが、市長、副市長がともに他の公務の

ため出席できませんので、私が保険者を代表してひと言ご挨拶をさせていただきます。 

今年度、第2回目の国民健康保険運営協議会に、お寒い中、また、ご多忙のところお集まりいただき、

誠に有難うございます。 

委員の皆様におかれましては、日頃から国民健康保険事業、ならびに市政に対し、ご理解、ご協力を

いただき誠にありがとうございます。 

さて、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、前回第1回の協議会にお

いて市長より諮問させていただき、皆様には青梅市国民健康保険の現状確認をしていただきました。 

本日の運営協議会では、会議日程にもありますように平成30年度の改定についての方向性などを、皆

様にご議論いただきたいと考えております。 

平成30年度の制度改正に向けて、国や都の数字がまだ確定していない部分があり、最終的な数字が完

全にはまとまっていませんが、いずれにいたしましても青梅市の一般会計も大変厳しい状況にあります

ので、一般会計からの多額の財源補てん繰入金の解消に向け、取り組んでいく必要があると考えており

ます。 

国においては、消費税率増税が平成31年10月に実施される見込みがあり、国民健康保険の被保険者

の生活も大変な状況が続いていることは認識しております。 

非常に判断の難しい課題ではありますが、本日も活発なご討議をいただければと思っております。 

あらためまして、委員皆様のご理解、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。 

「日程3」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、中野委

員と野本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。 
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「日程4」報告事項 

（議長）それでは、日程4「報告事項」であります。 

初めに「データヘルス計画策定支援業務委託について」事務局から報告があります。 

（保険年金課長）データヘルス計画策定支援業務委託についてでありますが、資料はございませんので

口頭にてご報告させていただきます。 

国は医療費抑制対策として、被保険者の現状を把握し効果的な保健事業を実施するため、医療費デー

タや特定健康診査の結果などのデータを分析した「データヘルス計画」の策定を各保険者に求めており

ます。 

青梅市では、平成27年度に、平成28年度から2年間とする「青梅市国民健康保険データヘルス計画」

を策定いたしました。 

計画の策定に当たっては、東京都国民健康保険連合会から提供されている「国保データベースシステ

ム」による医療費分析結果などを利用することも手段の一つとしてありますが、より精緻な分析結果を

得るため、プロポーザルによる入札を行い、独自の医療費分析機能を有する株式会社ＮＴＴデータと契

約を結び策定いたしました。 

また、平成28年度からの保健事業の実施についても、計画に則した内容とするため、いくつかの事業

をＮＴＴデータに委託しております。 

今年度は、第1期計画の最終年度に当たることから、第2期計画を策定する必要があり、第1期計画

が暫定的な短期間の計画であったことや各事業の継続性などを考慮して、引き続きＮＴＴデータと計画

策定業務支援委託を結ぶことといたしました。 

なお、第2期の計画期間につきましては、「青梅市特定健康診査等実施計画」の計画期間と合わせて、

平成30年度から35年度までの6年間としています。 

現在は現状分析や計画の素案の検討を進めており、年度末には第2期計画を策定する予定であります。 

新年度になりましたら、委員の皆様にもご確認いただければと考えております。 

以上雑駁ではありますが、データヘルス計画策定支援業務委託についての報告とさせていただきます 

（議長）説明は終わりました。御質問がございましたらお願いいたします。 

（質疑・応答）なし 

（議長）質問も無いようですので次に移ります。 

（議長）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）それでは4の報告事項（2）平成29年度青梅市特定健康診査等の実施状況につきまして、

ご説明させていただきます。

資料1をご覧ください。 

始めに、1 の特定健診等でありますが、実施場所につきましては、昨年同様一般社団法人青梅市医師

会加入の市内41の医療機関で実施いたしました。 

実施期間につきましては、昨年同様6月1日から10月 31日まで実施し、すでに終了しておりますが、

9月以降国保にご加入の方につきましては、12月9日まで期間を延長して実施しております。 

受診状況につきましては、9月末現在、区分、上段の特定健診では、受診券発行数27,813人に対しま

して、受診者数 7,506 人で、受診率は 26.98％。区分、下段の後期高齢者医療健診では、受診券発行数

15,216人に対しまして受診者数5,705人で、受診率は37.49％の状況であります。 

これは、昨年の同時期と比較いたしまして、特定健診では、受診券発行数がマイナス1,279人、受診

者数がマイナス259人の減ではありますが、全体では0.29ポイントの増となっております。これは全体

の被保険者数が減少しているため、昨年度と比較し受診者は減少しているものの受診率が伸びているも

のと検証しております。   
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後期高齢者医療健診では、受診券発行数がプラス929人、受診者数がプラス282人の増でありますが、

全体では0.46ポイントの減となっております。 

これは、全体の受診者数は増加しているものの被保険者数が増えているため、受診率が減少している

ものと検証しております。 

なお、10 月の受診状況につきましては、現在、集計中でありますが、いずれの健診につきましても、

今後集計結果が反映され前年度同程度の受診率が確保できるものと検証しております。 

次に2の特定保健指導でありますが、実施委託業者につきましては、前回、この会議でご説明させて

いただきましたが、入札により、株式会社ユーエスキュアとなっております。 

実施内容等につきましては、別にお配りいたしましたパンフレットも併せてご覧ください。お配りい

たしましたパンフレットは、動機付け支援のプログラムでありますが、積極的支援との違いはサポート

回数にあります。取り組み期間は6か月で変わりありませんが、その期間内での電話かけによるサポー

ト回数の違いがあります。いずれの支援につきましても11月7日から個別面談を健康センターにおいて

1 人 40 分間順次実施しております。セミナーの内容は、「生体リズムと肥満、免疫、血圧、睡眠」をテ

ーマに行い、6か月間にわたって生活習慣病予防のための支援を行ってまいります。 

なお、初回の個別面談は来年3月末までに37日間を実施いたします。 

血管年齢・体成分測定会は、1人1回15分程度で3月に3日間開催する予定です。 

スペシャル編といたしまして運動をメインとした健康セミナーを2回総合体育館において実施する予

定です。 

裏面に移りまして、3の受診率向上の取組みでありますが、(1)受診勧奨イベントといたしまして7月

と10月に2週間程度、市役所1階のエントランスロビーにおいてパネル展示やパンフレットの配布を実

施いたしました。 

(2)「血管年齢・体成分測定会」につきましては、前年度、特定健診未受診者の40歳から64歳にあた

る6,792人に対し、受診勧奨も合わせてご案内のハガキを送付し、一日定員80人で設定し、申し込まれ

た方を対象といたしましてパネル展示やパンフレットの配布のほか、体成分・血管年齢などの測定や専

門職による健康相談を行い、合わせて216人が参加し、特定健診の受診勧奨につながる新たな対象者の

開拓に努めました。 

(3)受診勧奨ハガキにつきましては、前年度の未受診者に対して65歳以上の方を含め、12,834人に受

診につなげるために7月に送付いたしました。 

このほか (4)の周知活動では、6月に開催されたシルバー人材センターの定期総会をはじめとして、9

月のJA西東京の巡回健診や、商工会議所の定期健康診断、青梅市消防団、青梅市まとい会におきまして

チラシの配布や説明会を実施いたしました。また、ホームページをはじめ、ＴＣＮ、広報、ポスターの

掲載、ツイッター、行政メールなどで随時周知を図っております。 

次に4の講演会についてでありますが、 

(1)の慢性腎臓病ＣＫＤ予防講演会といたしまして、平成28年度の健診結果において、慢性腎臓病が

疑われる方に、平成29年3月に再検査通知を送付した中から、講演会の参加申し込みがあった方に対し、

医師による慢性腎臓病についての説明とその予防方法についての講演会を実施し、73人の方が参加いた

しました。 

次ページに移りまして、(2)の糖尿病予備群・軽症糖尿病の方のための講演会といたしまして、平成

28 年度の健診結果でヘモグロビンエーワンシーの値が 6.2％から 6.4％の方を対象に講演会の案内を送

付し、申し込みがあった方に、医師による糖尿病についての説明やトレーナーによる運動および市管理

栄養士による食事についての講演会を2回実施し、合わせて70人の方が参加いたしました。 

(3)の「健診結果の生かし方講座」につきましては、広報おうめにて募集を行い、健診結果を生かした

健康づくりについて、65 歳未満の方および 65 歳以上の方を対象に 3 日間に分けて市の管理栄養士が栄

養と食事について講義を行い、合わせて36人の方が参加いたしました。 

(4)の出前講座では、講座依頼のあった各団体に対しまして、市の管理栄養士による「健診結果の生か

し方」をテーマに、講演会を3回実施し、合わせて70人の方が参加しております。 

大変雑駁ではありますが、以上で、説明を終わらせていただきます。 
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（議長）説明は終わりました。御質問がございましたらお願いいたします。 

（質疑・応答）なし 

（議長）質問も無いようですので次に移ります。 

（議長）事務局から他に報告事項はありますか。 

（保険年金課長）ございません。 

（議長）ないようですので先に進みます。 

「日程5」協議事項 

（議長）それでは、日程5「協議事項」といたしまして、前回の協議会で諮問いただきました「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。

前回は国民健康保険事業の現状について説明がありました。今回は、保険税改定についての少し具体

的な数字などを示していただき、今回と次回の2回の運営協議会において検討し、次回の協議会で答申

を出すということになりますのでご承知ください。 

それでは、事務局からの説明を受けた後、議論に入りたいと思います。 

（保険年金課長）資料2の1ページ、30年度当初予算詮議資料をご覧ください。 

前回の運営協議会において、平成30年度から制度改正により、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の概要について御説明させていただきました。 

都道府県が財政運営の責任主体となることにより、国からの支出金は主に都道府県が受けるようにな

ること。また、被保険者の医療費保険者負担額の管理は市町村でありますが、支払い事務を都道府県が

取りまとめて行うことや、市町村が都道府県へ納付金を納めることになることなどから、予算形態が変

わってございます。 

それでは、30年度の当初予算案について主なところを説明させていただきます。 

なお、この資料は確定したものではなく、現在の案ということでお示しさせていただいてございます

ので、今後予算額が変わってまいりますので、あらかじめご承知おきください。 

左側の表、歳入についてであります。1の国民健康保険税についてですが、現行の保険税率で見込んで

おり、被保険者数の減少などから29年度と比較いたしますと2億350万円余減少しております。 

2 の国庫支出金、3 の療養給付費交付金、4の前期高齢者交付金および 6の共同事業交付金は、制度改

正により皆減、もしくは大幅な減額となります。 

5の都支出金は新たに保険給付費の主な財源となることから、大きく増額となってございます。 

7の繰入金の財源補てんの欄ですが、29年度予算対比では1億3,478万円余の増となってございます。

この繰入金の財源補てんについて、国では段階的・計画的に削減・解消を図ることを市町村に求めてお

ります。 

次に歳出であります。右側の表の歳出の欄をご覧ください。2の保険給付費でありますが、医療給付

費などの支出となりますが、これまでは、保険税と国・都などの公費で賄っておりましたが、制度改正

により30年度からは、左側の表の歳入5の都支出金を主な財源として、支出することになります。 

保険給付費については、被保険者数の減少により29年度と比較すると6億6,727万円余減額となって

おりますが、一人あたりの医療費の推計値は増えている現状でございます。 

歳出3の国民健康保険事業費納付金でございますが、制度改正により新たに市区町村が都道府県へ納

める納付金額であります。 

この納付金額は、市が都に対して負担するもので、医療費水準と所得水準に応じて定められた試算の
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額でありますが、正式な納付金額は、多少の増額が見込まれますが年末に国から示された係数にもとづ

き来年1月下旬ごろ公表される予定です。 

なお、主な財源については保険税と法定の繰入金等を特定財源としておりますが、標準保険税率と実

際の保険税率との差異があることなどから、保険税が不足する分は一般会計からの財源補てん繰入金で

賄うこととなります。 

次に、2ページをご覧ください。 

現行では、医療分、後期高齢者支援分、および介護納付分については、50％を国・都などの公費で賄

い、残りの50％を保険税で賄うルールとなってございます。 

この資料においては、本来保険税で賄うとされている医療分、後期高齢者支援分、および介護納付分

の50％を23年度決算から29年度決算見込みまで、30年度予算では、この3要素を都道府県に納める納

付金となることから、納付金として棒グラフとしてお示してございます。 

また、オレンジ色の折れ線グラフは、前期高齢者交付金を示しており、多額の交付金を受け入れてい

ます。30年度からは、前期高齢者交付金は都道府県が一括して受け入れることになります。 

制度改正による納付金を納めることになりますが、納付金については、28年度決算の3要素の計と比

較いたしましても、大きな差異はないものとなってございます。 

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・都からの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、3ページをご覧ください。 

被保険者一人あたりの繰入金額であります。法定内繰入金は、一般会計から負担することが決められ

ているものであります。主には、事務的経費や保険税の軽減に対する補てん分などになります。 

また、その他繰入金は国保会計の赤字分を補てんする法定外の繰入金、財源補てん繰入金でございま

す。 

その他繰入金の被保険者一人当たりでは、26市の中で多い方から20位となっております。財源補て

ん繰入金以外も一般会計から多額の繰入をしている現状であります。 

次に、4ページをご覧ください。 

青梅市の保険税等の経緯でありますが、保険税においては、医療分、後期高齢者支援金分および介護

納付金分の3本立てで課税しております。 

多額の財源補てんの繰入を毎年度行う厳しい財政状況の中、隔年で税率について、5％程度の見直しを

行ってまいりました。直近の26・28年度改定では、消費税率が引き上げられることがあったことから、

被保険者の負担を考慮し、3％の改定を行ったところであります。 

また、医療分、介護納付金分については、後期高齢者支援金の開始とともに、平成20年度から資産割、

平等割を廃止し所得割・均等割の2方式に変更いたしております。 

賦課限度額につきましては、地方税法施行令の改正に併せ引上げをしております。 

次に、5ページの説明に移らせていただく前に、恐縮ですが、資料3の平成29年度標準保険税率の試

算結果についてご覧ください。 

前回の運営協議会では、制度改正の概要について御説明させていただきましたが、その際にお示しで

きなかった標準保険税率の試算結果でございます。 

平成30年度からの新制度では，市が都に対して負担する納付金の額が、医療費水準と所得水準に応じ

て定められます。納付金を支払うために必要な保険税収納額を示すのが「標準保険税率」（一人あたり保

険税額）となります。 

新たな仕組みにより，国の公費拡充と激変緩和措置を反映し、平成27年度実績を用いて平成29年度

ベースの一人あたり保険税額を試算したものですので、今後、都から示される平成30年度の実際の税額

とは異なりますことを御承知おきください。 

➀の平成27年度収納すべき保険税額との比較でございますが、法定外繰入によって保険税負担を行っ

ていないと仮定したものであります。 

 平成29年度試算額（Ａ）は、医療費水準・所得水準を反映する新たな仕組みにより算出したものであ

り、新たな仕組みにより一定額以上の保険税の増額を抑制する激変緩和措置を講じられた後の一人あた
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りの保険税額です。 

 平成27年度収納すべき保険税額（Ｂ）は、納付金の額を全額、被保険者で負担したと仮定した場合の

27年度の一人当たりの保険税額です。青梅市は、（Ａ）（Ｂ）とも東京都の平均保険税額よりも低い保険

税額となっております。 

なお、青梅市の伸び率がマイナスとなっている要因は、平成27年度の前期高齢者交付金の精算分とし

て、平成29年度に多額の追加交付を受けることが影響しています。この収入は当該年度特有の事由のた

め平成30年度がこれと同水準になるとは限りません。 

➁の平成27年度保険税額（現行の保険税額）との比較でございますが、平成27年度収納すべき保険

税額（Ｃ）は、平成27年度に実際に収納した一人あたりの保険税額です。 

上段➀の（Ｂ）と比較すると、差額が32,373円となり、平成27年度の法定外繰入れによって負担軽

減されている一人あたりの額になります。また、実際の保険税額（Ｃ）と比較すると、平成29年度試算

額とは33．6％の乖離があることになります。 

➂の標準保険税率は、医療分、後期高齢者支援金分および介護納付金分として示された試算結果であ

ります。 

➃の関連する指標ですが、医療費指数は年齢構成の差異を調整し複数年の平均値を用いたものとなり

ます。 

また、一人あたりの所得は賦課限度額を控除後のもので、直近の3年度分の平均値であります。青梅

市は両方とも低い水準となっており、このことから納付金の配分では、結果として配慮されることにな

ります。 

一方、前期高齢者加入率が高いため、前期高齢者交付金を多く交付されていた場合、市区町村ごとに

交付されていた前期高齢者交付金が都道府県単位化によりならされるため、➀の伸び率（Ａ/Ｂ）が高く

なる傾向があるとされてございます。 

それでは、恐れ入りますが資料2にお戻りいただき、5ページをご覧ください。 

国民健康保険では、給付等に要する費用は、原則として法定の公費負担と保険税で賄うこととされて

おり、これらの収支が均衡していることが重要とされています。 

しかし、現状では一般会計からの財源補てん繰入金により収支の差を補っています。一般会計からの

財源補てん繰入を行うことは、給付と負担の関係が不明確となるほか、国保加入者以外の市民にも負担

を強いることになるため、国では、段階的・計画的に削減・解消を図ることを市町村に求めております。 

また、国では、市区町村ごとに「国保財政健全化計画」の策定も求めております。 

本来、制度改正により都が示す標準保険税率であれば財源補てん繰入金を解消することはできますが、

保険税の急激な引上げになり被保険者の負担を強いることになります。保険税の不足分については、一

般会計からの財源補てん繰入金で賄うことになりますが、一般会計からの繰入金を少しでも削減する必

要があり、また、今回改定を見送るといずれ大幅な改定が必要になるということも考えられます。 

このようなことから1の改定率ごとの所得割率、均等割額について、事務局で参考として作成いたし

ました。 

上から現行税率、3％改定、5％改定、6％改定、7％改定、東京都から示された29年度の試算である標

準保険税率で示しております。 

なお、今回の資料ではわかりやすくするため、医療分のみを改定したものとしております。 

2の改定率ごとの増加額をご覧ください。 

3％については、26年度・28年度の改定実績から示しております。これは、24年度以前は、5％を引

き上げていたところ、消費税の引上げによる被保険者の負担を軽減することから3％としました。右側3

行目の増加額をご覧ください。保険税収入としては、8,233万円増額となりますが、1ページの当初予算

での財源補てん分は、29年度当初予算を削減するには至りません。 

5％については、24年度以前は、5％を引き上げていたという実績からお示しいたしました。保険税収

入としては1億3,503万円増額となり、当初予算の財源補てん分は29年度当初予算並みになります。 

6％については、国から財源補てん分について、段階的・計画的に削減・解消を図ることが求められて

いることから財源補てん分を29年度当初予算より削減が出来ることから示しております。保険税収入と

して、1億6,242万円余増額となり、一般会計からの繰入金の上昇を少しでも抑えることも必要であり、
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財源補てん分を29年度当初予算より2,763万円余削減することが出来ると見込まれます。 

7％については、同様に保険税収入として1億9,066万円余増額となり、財源補てん分を29年度当初

予算より5,588万円余削減することが出来ます。 

都の標準については、本来、保険税として納めていただく必要のある資料3で都から示された29年度

ベースでの標準保険税率でお示しいたしました。 

次に、6ページをご覧ください。モデルケースをお示ししてございます。 

上段から、7割軽減対象の65歳以上の年金収入のみの単身世帯、次に5割軽減対象の65歳以上の年

金収入のみの2人世帯、次に軽減対象ではない40歳以上64歳以下の給料収入の、2人世帯、次に軽減

対象のない40歳以上64歳以下で、子どもが2人いる給料収入の4人世帯のそれぞれのケースでありま

す。 

それぞれの改定率ごとに、表の一番右側の行において、増加額をお示ししてございますので、ご参考

にしていただきたいと存じます。 

 以上雑駁ではありますが、保険税改定の説明とさせていただきます。 

（議長）只今、事務局から国民健康保険税の改定について、説明がありました。委員の皆さまから御意

見をいただきます。御意見、御質問等のある方はどうぞ。 

（中野委員）保険給付費が96億円で都支出金が97億円であり、都支出金が保険給付費を賄う形となっ

ております。歳出の国民健康保険事業費納付金が43億円程ですが、保険税収入と繰入金を合わせて納付

金に充てるというイメージでよろしいでしょうか。 

（保険年金課長）そのとおりです。保険給付費につきましては、主に保険税とその他の法定繰入金の基

盤安定というもので賄います。また、都支出金の中にも納付金に充てられる部分があります。そこで賄

いきれなかった部分は財源補てんという形で繰入を行います。 

（中野委員）都の標準税率というのは数字で表すと何％でしょうか。 

（保険年金課長）率にいたしますと、約29％となっております。これだけ増加させないと、赤字補てん

分は解消されないという事です。 

（議長）いずれにしても、広域的な制度に変わるということで、従来の考え方からは大きく変わると思

います。区部のように財政調整基金みたいなものがあれば違うかもしれませんが、市町村は苦しい状況

に置かれるかと思います 

（宮野委員）東京都は地域性を考慮して標準税率を示すと伺っていますが、現在示されているものはそ

れが反映されているものでしょうか。 

（保険年金課長）そのとおりです。納付金を配分するにあたり、医療費指数と一人当たり所得という基

準がございまして、それぞれの市区町村の状況に応じて納付金額が決定されるというものです。 

（金子委員）2 年間分を見込まなければならないという事ですので、事務局から妥当と思われる改定率

を挙げていただきたいですが、いかがでしょうか。 

（市民部長）市といたしましては、一般会計からの繰入は減らしていきたいと考えており、国としても、

繰入を減らしていくようにと方向性も出ております。しかし、一気に行いますと被保険者の負担が急激

に増加してしまうので、徐々に上げていきたいと考えております。将来的に一般会計からの繰入金を 0

に近づけるように、段階的に上げていきたいという考えでございます。 
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（金子委員）3%あたりですと、2 年間維持できるのかという不安はございます。負担は増えますが、2

年という期間で考えますと、5％ぐらいは見ていた方が良いのかと思います。 

（議長）前回も前々回も 3％でした。ただ、そういったしわ寄せが今来ているのかなとも思います。制

度が抜本的に変わりますので、初年度は少し締めていかないと財源補てんがさらに市の財政を圧迫して

いきかねない状況になるのではないかと思います。 

（柳内委員）都内62市区町村の中に、一般会計からの繰入をせずに運営している市区町村はありますか。 

（保険年金課長）東京都の中にはございません。 

（柳内委員）財源補てんを0円にする事は難しいのでしょうか。住民としては、負担の少ない市区町村

に住居を移すという行動に繋がる事も考えられます。国民健康保険は国の制度なので、どこかで線を引

いて、ある程度平等性を持った基準が必要ではないかと私は考えます。そういった状況を示しながら被

保険者に協力を求めていかないと、理由も分からず2年毎に保険税が上がり、負担が増えていると感じ

てしまうのではないかと私は思います。 

青梅市として、どこまでは上げるという基準は持っていないのでしょうか。 

（保険年金課長）現状では、どこまでという基準は設定しておりません。東京都の運営方針としては、

各市区町村の赤字分については、計画的に削減・解消を図ることと記載していく予定のようです。 

また、国は市町村ごとに国保の財政健全化計画の策定を求めています。 

青梅市としても、財政健全化計画を策定し、赤字分の削減・解消を図っていきたいと考えております。 

補足になりますが、東京都内では全市区町村が繰入を行っておりますが、他県におきましては、一般

会計の状況によっては、繰入をしていない市区町村もございます。 

この制度改正におきましては、都道府県単位で統一をすることも可能となっております。中には都道

府県単位で標準化を考えているところもあるようです。 

医療費水準や収納率の差が少しずつ解消されれば、都内標準統一もあり得ると思います。 

（柳内委員）標準化して、どの程度にするかという話はまだされていないという事ですね。 

（保険年金課長）そのとおりでございます。 

（柳内委員）是非、標準化を実現していただきたい。 

（保険年金課長）御意見として承ります。 

（金子委員）歳入の平成30年度予算の国保税の算出方法についてお伺いしたい。 

（保険年金課長）保険税の算定にあたりましては、前年の調定額を参照し、加入者の減少率を見て調定

額を決め、その調定額に収納率かけて収納額という予算額を算出しています。また、滞納繰越分につき

ましても、現在の額から平成 30 年度を見込んだ数字に、収納率として約 27.9％をかけて算出をしてお

ります。 

（金子委員）収納率の向上で歳入を増やし、ジェネリック等の活用で歳出を減らす等、出来る限りの事

をしていただいて収支のバランスを取っていただけたらと考えます。 

（保険年金課長）承知いたしました。 

（中野委員）財政健全化計画の策定を国が指導するというお話ですが、通常ですと国が都道府県を指導
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して、都道府県が市区町村を指導すると思いますが、直接国が市区町村を指導するという事もあるので

しょうか。また、その指導は厳しくやるかどうか等の情報はありますか。 

（増子委員）基本的には国が各都道府県に情報を下ろし、東京都の場合はそこから市区町村に対して方

針を示すという形になると思います。 

（榎本委員）国保の財政は多額の繰入を要する程、緊迫した状態になっています。それを解消するとな

ると社会保険や共済組合、国保が一体となって同等の負担をしていかないと不公平感が出てきてしまう

と思います。また、国としても基準を設けていただいて、負担の最低額を示していただきたいなと私は

考えます。 

（林委員）現在は東京都の基準と比較しても格差がある状態です。2025年問題もありますし、それを加

味したうえで、どの程度財源補てんを削減していかなければいけないかという意味での基準も必要では

ないかと考えます。 

（保険年金課長）いわゆる一般会計からの繰入をする場合という事で、先ほどの資料3に平成27年度ベ

ースで試算いたしました平成29年度の金額をお示しさせていただいております。表中に標準負担税率と

いうものがございまして、これに当てはめると都の標準に当てはまります。 

 つまり、今回の制度改正に関しまして、どの数字に当てはめると繰入金がなくなるかというものは示

されております。 

 それを参考に、都の基準に近づける事によって、赤字分の削減が出来るという事をお示ししておりま

す。 

 最終的な保険税率の決定につきましては、各市区町村で行うとなっております。 

（今井委員）5 ページに東京都の標準税率が示されておりますが、他県との比較のデータはありますで

しょうか。 

 また、3 ページの繰入金に関しまして、区部は構造上違いがあるので単純な比較はできないと思いま

すが、何か比較する事ができるデータはありますか。 

（保険年金課長）標準税率の他県との比較データはございませんので、お示しをする事ができません。 

 繰入金の区部との比較データはございますので、次回お示しさせていただきます。 

（坂斎委員）資料3で標準保険税率の試算結果がありますが、これを適用するとどの程度赤字が解消さ

れていくのでしょうか。 

（保険年金課長）ここで示されている標準保険税率を適用することで、平成29年度ベースであれば赤字

分が解消される計算ですが、急激な引き上げは難しいということで、国からも段階的に引き上げていく

ようにという話があります。都の平準化につきましては、次期は示されておりませんが、視野にいれて

いる状態でございます。 

 赤字分の解消につきましては、5％以上引き上げる事で、平成29年度当初予算ベースで赤字分を少し

ずつ解消していく事ができるという計算となっております。 

（百瀬委員）税率の上げ幅を結論から考えていくと、一人当たりの繰入金が青梅では約26,000円あるの

で、これを考えると7％に近い税率アップをしなければならないと思いますが、段階的にまずは5％から

なのかとも思います。 

 これは質問ですが、先ほど市民部長から将来的には繰入金を0にしていくというお話がありましたが、

期間の目安はあるのでしょうか。 
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（市民部長）繰入金につきましては、すぐに0にする事は難しいと考えております。長期的に0に近づ

けていく事が出来れば良いと考えておりますので、今後の計画の中で具体的に示していきたいと考えて

おります。 

（百瀬委員）今現在、繰入金額は市区町村毎にバラつきがありますが、繰入金が残ると市区町村毎のバ

ランスが取れなくなるので、横並びになるような数字を出していただく必要があると思います。 

 一つ要望ですが、他の所で見せていただいた資料で青梅の徴収率が毎年向上しているのを知りました。

徴収率も 77％から 80％に上がり、大変努力をされていると思います。ただ、あきる野市は 3 年間毎年

85％近くの徴収率を維持しており、8 市町村の中であきる野だけ特に秀でて、何が他の地区よりも良い

のかなと疑問に思っております。青梅もさらに努力していただきたいと考えます。 

（収納課長）収納率は今後さらに向上させていかなければいけないと考えております。今年度につきま

しては、東京都から派遣の職員2名を週に1回、受け入れております。徴収の専門職員に来ていただい

て、徴収の知識やノウハウを吸収して、市職員のスキルを向上させ、徴収率の向上に努めたいと考えて

おります。 

 現在、青梅市の徴収率は26市の中でほぼ中位におりますので、少しでも上位にいけるように取り組ん

でいるところでございます。 

（議長）医療費の抑制は大前提ではありますが、それと併せて収納率の向上、一般会計からの繰入の削

減が国保財政の安定化に繋がっていくと思います。 

 他に何かございますか。 

税率改定については、各委員におかれましても次回までに内容を精査していただき、次回の協議を経

て、答申を行いたいと思います。 

「日程6」その他 

（議長）次に、日程6の「その他」ですが、事務局から、今後の日程につきまして説明があります。 

（保険年金課長）次回第3回の運営協議会は平成30年1月12日の金曜日、午後1時30分からを予定し

ております。 

（議長）説明は終わりました。御質問がございましたらお願いいたします。 

（質疑・応答）なし 

（議長）最後になりますが、ご出席の委員さんから何かご質問がございましたらお受けしたいと存じま

す。 

（質疑・応答）なし 

（議長）特にないようですので、これで、予定されております内容については、すべて終わりました。 
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「日程7」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。 

また、次回の答申に向けまして委員の皆様には引き続き検討を進めていただきたいと存じます。 

これをもちまして、平成29年度第2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                  ㊞ 

 5  番                  ㊞ 

 6  番                  ㊞ 


