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平成29年度第3回青梅市国民健康保険運営協議会会議録 

日  時 平成30年1月 12日（火）午後1時30分～午後15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、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 1名 

議事日程 

1 議長開会および開議宣言 

2 副市長あいさつ 

3 会議録署名委員の指名 

4 報告事項 

(1)国民健康保険事業の現状について 

(2) その他

5 協議事項 

  平成30年度国民健康保険税について 

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）ただ今から、平成29年度第3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、議事を進めさせていただきます。

本日は、報告事項が2件、協議事項が1件とその他でございます。 

協議事項は、昨年8月22日の第1回の協議会で、平成30年度の国民健康保険税について、市長から

諮問をいただき、前回の協議会までで保険税の改定は止むを得ないということとなりましたので、本日

はその税率等について決定し、運営協議会としての答申作成が協議内容となります。

「日程2」副市長あいさつ 

（議長）それでは、日程2の保険者を代表いたしまして池田副市長からごあいさつをいただきます｡

（副市長）皆様改めまして、あけましておめでとうございます。 

本日はご多忙のところ、今年度第3回目の国民健康保険運営協議会にご出席いただき、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をはじめ、市政全般について、ご指導、ご

協力をいただいておりますことを、改めまして厚くお礼申し上げます。 

国民健康保険制度におきましては、今年の4月に制度発足以来の大改革となる広域化が実施されるこ

とになっております。それに伴い、国からも市の国保特別会計の財政健全化が求められております。 

後ほど、確定係数による標準保険税率等についてもご説明させていただきますが、この中でも一般会

計からの多額の繰入を行い、制度を維持してきたという事が明らかになったと思います。 

青梅市では2年に一度、税率改定ということで皆様に諮問をさせていただき、答申をいただいて改定

を行っております。 

平成30年度はその改定年度に当たります。本日、御協議いただきまして、答申をいただけると伺って

おります。最終的には私共がその答申を元に議案を作成し、議会で承認されて初めて新しい保険税率が

決まりますが、私共といたしましては、最大限皆様の御意見を重く受け止め、税率改定に進めてまいり

たいと考えております。 

結びに、本年が皆様にとって素晴らしい年となりますようご祈念申し上げ、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。 

（議長）池田副市長、ありがとうございました。 

副市長におかれましては、この後、他の公務があるということでありまして、ここで退席されます。 

（副市長退席） 

「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。名簿に搭載

されております順で、会議録の署名をお願いしたいと存じます。

今回は、百瀬委員と榎本委員のお二人に議事録の署名をお願いいたします。 

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。 



 - 3 -

「日程4」報告事項 

（議長）それでは、早速議事に入ります。まずは日程4「報告事項」といたしまして、(1)国民健康保険事

業の現状について、事務局より報告がございます。 

（保険年金課長）資料1をご覧ください。 

はじめに、平成29年度青梅市国民健康保険特別会計3月補正予算の概要について御説明申し上げます。 

まず、歳入についてであります。1 の国民健康保険税については、被保険者数の減少や所得額の伸び悩

みなどにより、当初予算に比べ、1億9,759万円余の減額となる見込みです。 

2の国庫支出金から6の共同事業交付金までは、国などからのルールに基づいての交付金でございます。

国や都への交付申請金額や社会保険診療報酬支払基金などの見込額などを補正するものでございます。 

続きまして歳出であります。 

1の総務費は、今年度の実績から人件費分、1,075万円余の減額を見込んでおります。 

2 の保険給付費は、一人当たり医療費は上昇しており、今年度の実績から当初予算に比べ、9,147 万円

余の増額を見込んでおります。 

3 の後期高齢者支援金等から 7 の共同事業拠出金までについては、一定のルールに従いまして各保険者

が負担するものでございます。 

10 の諸支出金でございますが、前年度の交付金の精算などにより国庫支出金などの確定に伴い、9,458

万円の増額を見込んでおります。 

これらによりまして、歳入7の繰入金、財源補てん繰入金が当初予算より2億8,816万円余の増額とな

り、12億9,262万円余となる見込みであります。 

次に、資料2の平成30年度当初予算案をご覧ください。 

これは、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

県となることから、市町村の予算形態の変更の説明に併せてお示ししたものであります。 

繰り返しで恐縮ですが、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、予算形態が変わります。 

予算額については、前回お示ししたものから大きな変動はございませんので説明は省略させていただき

ますが、歳入 5 の繰入金、財源補てんの欄ですが、前回から精査した結果、現状においては平成 29 年度

予算対比では、9,356万円余の増の10億9,802万円余としております。 

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。 

今後につきましては、本日の平成 30 年度保険税の答申の結果により、改定率を検討いたしまして、歳

入の国民健康保険税を決定することとなります。 

平成29年度3月補正予算および平成30年度の当初予算につきましては、現段階での案であり、確定し

たものではありませんのでご承知おきください。 

次に、資料3をご覧ください。 

国民健康保険制度は、毎年様々な制度改正が行われております。平成 30 年度からは、国民健康保険の

広域化が始まりますが、このことについては、これまでにご説明させていただいておりますので、広域化

についてと、市の国保税の税率改定を除いた平成 30 年度以降における主な制度改正についてご説明いた

します。      

はじめに、保険税軽減対象世帯の拡大についてでありますが、国保税の軽減判定所得の引き上げが見直

しされます。 

現行の 2 割軽減対象基準は「基礎控除 33 万円にプラスされる、被保険者数により加算する一人当たり

基準額は 49 万円」、5 割軽減対象基準は、「基礎控除 33 万円にプラスされる、被保険者数により加算する

一人当たり基準額は27万円」ですが、30年度からは、「49 万円」を「50万円」に、「27万円」を「27 万

5千円」に引き上げるものでございます。 

次に、保険税課税限度額の引上げにつきましては、基礎分を4万円引上げ58万円としており、後期高齢
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者支援金分は19万円、介護納付金分は16万円に据え置き、合計で93万円になります。 

これらは、平成30年度の税制改正大綱案に盛り込まれており、いずれの見直しも地方税法施行令を年

度内に改正し、平成30年4月1日からの施行としております。 

青梅市といたしましては、この改正が3月議会の会期中に間に合えば上程し、間に合わなければ、市

長の専決処分により、4月1日施行に向けて準備を進めていく予定であります。 

次に、平成30年8月診療分からの高額療養費の自己負担額の変更についてです。 

国保加入者70 歳以上 75歳未満の高額療養費の自己負担額の引上げについて、平成29年から 2段階

に分けて見直しがされてございます。 

平成30年は2段階目として、平成30年8月から記載のとおり現役並みの方については、所得区分を

細分化した上で限度額が引き上げられ、また、一般の方については外来の上限額が引き上げられます。 

なお、住民税非課税世帯の方については、現行のとおりでございます。 

以上で、国民健康保険事業の現状についての報告とさせていただきます。 

（議長）事務局から国民健康保険事業の現状についての説明がありました。何か御意見、御質問等ござ

いますか。 

（質問等なし） 

（議長）ないようですので、次に(2)その他の報告事項をお願いいたします。 

（健康課長）それでは、報告事項(2)、その他でございますが、「第3期特定健康診査等実施計画」につ

きまして、ご説明させていただきます。特に資料はございませんので、口頭での説明とさせていただき

ます。 

前回の第2期の実施計画時におきましては、本運営協議会で、素案をもとにご説明をさせていただい

ておりましたが、ひと月ほど今回の協議会が早く開催されておりますことから、現在、素案段階の確認

業務を行っており、お示しすることができませんので、今回につきましては、今年度中に完成予定とし

ておりますことから、委員の皆様には、計画が完成次第ご送付をさせていただきたいと存じます。 

この計画につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第19条において、医療保険者は実施計画

を定めるものとされております。 

今回、第3期の本実施計画につきましては入札により、株式会社ＮＴＴデータに委託を行いまして、

現在、保険年金課等との連携を図りながら確認作業を行っております。 

なお、これまでの計画につきましては5年を1期として策定しておりましたが、国の医療費適正化計

画が平成30年度から平成35年度までの6年間策定されたことを踏まえまして、本計画につきましても

第三期の平成30年度以降からは6年を1期として策定することといたしました。 

大変雑駁ではございますが、以上で「第3期特定健康診査等実施計画」についての説明とさせていた

だきます。 

（議長）事務局から（2）その他についての説明がありました。何か御意見、御質問等ございますか。 

（質問等なし） 

（議長）ないようですので、次に進みます。 
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「日程5」協議事項 

（議長）それでは、次に議事に入ります。 

本日の議事は、「平成30年度青梅市国民健康保険税について」を議題といたします。 

本日は諮問に対する答申ということで、結論を出さなければならないということになります。 

前回の会議でも説明があったように、保険者にとっても、また、被保険者にとっても非常に重要な事

項でありますので、各委員の御意見をいただきたいと思いますが、まず事務局から説明をお願いします。 

（保険年金課長）それでは、恐れ入りますが資料4の平成30年度の国民健康保険税率改定（案）をご覧

ください。 

1 の改定率ごとの所得割率、均等割額についてですが、前回の運営協議会においてもお示ししたもの

であります。 

前回は、医療分のみを改定したものとしてお示しいたしましたが、今回は、医療分、支援分、介護分

の三要素すべてを改定したものとしてお示しいたしました。 

また、改定率については、4％を新たに加えました。 

なお、都標準でございますが、本日差し替えたさせていただいた資料5「平成30年度確定係数による

標準保険税率の算定結果について」の標準保険税率ではなく、差し替え前の仮係数により算出された税

率をお示ししておりますので、大変申し訳ございませんがご承知おきください。 

次に、2 の改定率ごとの増加額につきましては、前回資料から表の右から 3 列目に新たに予算額とし

ての収納額を表記し、予算上の増加額がわかるように修正いたしました。 

改定率ごとの説明につきましては、前回お示した当初予算から、財源補てん繰入金額を減額したこと

から、改めて改定率と財源補てん繰入金との関係を併せて説明させていただきます。 

3％については平成26年度・28年度の改定実績から示しておりますが、予算額の増額では、7,680万

円余となり、資料2の平成30年度当初予算案での財源補てん分との比較では、平成29年度当初予算を

削減するには至りません。 

4％については予算額の増額では1億241万円余となり、財源補てん分を29年度当初予算より884万

円余削減が出来きます。 

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てございますが、予算額の

増額では、1億2,801万円余となり、財源補てん分を平成29年度当初予算より3,444万円余削減するこ

とが出来ます。 

6％については予算額の増額では 1億 5,361 万円余となり、財源補てん繰入金については、29 年度当

初予算より6,051万円余削減することが出来ます。 

7％については予算額の増額では1億7,922万円余増額となり、財源補てん分を29年度当初予算より

8,564万円余削減することが出来ます。 

都標準については、本来、保険税として納めていただく必要のある標準保険税率でありますが、ここ

では先ほど申し上げましたとおり、資料5の差し替え前の仮係数により、都から示された平成30年度ベ

ースでの標準保険税率でお示ししております。 

なお、財源補てん分の比較につきましては、現段階での予算案との比較でありますのでご承知おきく

ださい。 

次に、モデルケースについては前回の資料と同じ条件でお示ししてございますが、保険税の改定率等

については、医療分、支援分、介護分の三要素すべてを改定したものとして算定しております。このた

め、表の一番右側の列の増加額は前回の資料とは若干の差異が生じております。 

次に、資料5「平成30年度確定係数による標準保険税率の算定額について」をご覧ください。 

一昨日、国からの確定係数による算定額を東京都から示されましたので、本日、資料を差し替えさせ

ていただきました。 

これは、前回の運営協議会で御説明いたしました平成 29 年度標準保険税率の試算結果から、平成 28

年度実績を用いて国から示された確定係数により算定した平成30年度の試算数値であります。 

この算定額は、国の係数を用いて東京都から示されたものであり、東京都の平均と青梅市分を示して

あります。 
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1の平成28年度収納すべき保険税額との比較でございますが、一般会計からの財源補てん繰入を行っ

ていないと仮定し、28年度と30年度を比較したものであります。 

平成30年度算定額（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、青梅市の算定額は131,422円であります。 

平成30年度算定額（Ａ）は、平成28年度収納すべき保険税額（Ｂ）と比較いたしますと、伸び率は

101.1％となります。  

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。 

2 の平成 28 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28 年度保険税額（Ｃ）

は、平成28年度の一般会計からの財源補てん繰入によって負担軽減を行った後の一人あたりの保険税額

であり、97,358円となります。 

上段の1の（Ｂ）と比較いたしますと、差額が32,583円となります。これは、平成28年度の一般会

計からの財源補てん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、平成30年度算定額（Ａ）と比較いたしますと伸び率は135.0％であり、東京都平均の126.1％

より大きく、このことは、青梅市は東京都平均よりも財源補てん繰入金の割合が高いことを示しており

ます。 

本来、国保会計は国や都などの負担金などルール化された財源などの公費50％と、基幹財源である保

険税50％で収入を賄い、独立採算で運営するのが原則でございます。しかしながら、このように保険税

の不足分を一般会計からの財源補てん繰入金によって賄っている状況であります。 

3の標準保険税率は、本来、本来納めていただくことになります、医療分（基礎課税分）、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算定結果であります。 

4の関連する指標ですが、医療費指数は、区市町村による年齢構成の差異からの影響があることから、

一律の負担とならないよう、複数年の平均値を用いて年齢構成の差異を調整したものになります。  

また、一人あたりの所得ですが、同額の納付金であっても所得の低いところは保険税率が高くなって

しまうことから、所得水準に応じて納付金の配分が調整されることになります。こちらに示されている

一人あたりの所得は賦課限度額を控除後のもので、平成27年度から29年度までの3年度分の平均値で

あります。 

青梅市は、都内62区市町村のうち医療費指数は48番目、一人当たり所得は51番目、両方とも低い水

準となっております。  

このことから平成30年度算定額（Ａ）などは、東京都平均を下回る結果となっております。 

なお、前回の会議でご質問をいただきました23区の財源補てん繰入金額については、23区の28年度

決算の確定資料がないため27年度分を参考資料としてご用意させていただきましたので、ご参考くださ

い。 

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）説明が終わりました。御質問等ございますか。 

（委員）広域化によって、青梅市の負担は増えますか。 

（保険年金課長）各区市町村が徴収した保険税を、それをそれぞれの医療費水準と一人当たりの所得で

割振りをして、納付金として納めるという事なので、広域化によって負担が増えるという事はございま

せん。 

（委員）指標を考慮しているという事と、一般会計からの繰入れを削減していく事を求められていると

いう事ですね。つまり、実質的には我々市民が払う額が増加していくという事でよろしいでしょうか。 

（保険年金課長）国からは、標準保険税率に近づける事によって、一般会計からの繰入れを削減してい

くようにという事が示されております。 

（委員）数字を見ただけで話し合って決めるというのは中々難しいので、青梅市としての適切であると
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考える改定率の案はありますか。 

（保険年金課長）市としては財源補てんの繰入金を計画的に削減していく為に、可能であればそれを達

成できるような改定率を決定していただけたらと考えます。 

（議長）事務局の立場として、具体的な数値を示す事は難しいので、委員の皆様の発言で決めていただ

いたい。 

一般会計からの繰入金というのは、国保への繰入金を削減する事ができれば、市の他の事業に使用す

る事が出来るわけです。 

いずれにしても、一般会計からの繰入金を減らして広域化の制度を構築するわけですから、将来的に

は繰入金が0円になるように努力をするよう、国は求めているわけです。 

（委員）東京都の標準保険税率に近づけていくという事は市の一つの命題なのかなと思います。 

繰入金を削減させていく為には、保険税率の上昇改定は仕方がない事だと思います。これまでの改定の

状況は平成22年から6.5％、次に5％、3％となっております。繰入金の削減をある程度実施する為には、

5％程度が妥当ではないかと私は考えます。 

（委員）標準保険税率が示されていますが、これは東京都の平均という事で、この金額まで各区市町村

が保険税率上昇させる事を要求しているものでしょうか。 

（保険年金課長）標準保険税率を参考にして、各区市町村は保険税額を決定するという事になっており

ます。標準算定結果が出ておりますので、この標準保険税率に近づけていく事が本来の姿という事であ

ります。 

（委員）平成30年度の都の標準として示されている148,916円を満たす為には、5％では間に合わない

という事ですよね。 

（保険年金課長）お示ししているものは東京都の平均ではなくて青梅市の金額に追い付くようにする為

のものです。そういたしますと、平成28年度の保険税率の伸び率が135.0％であり、乖離は35％ありま

すので、一人あたりの保険税額を上げないとこの分が追い付かないという事を示しております。 

（委員）つまり、5％や6％の改定では到底追い付かないという事ですね。ただ、急に35％も上げる事は

出来ないので、相当な年数をかけて上げていかなければいけないという事ですね。 

（保険年金課長）その通りです。時間をかけてこの標準保険税率に近づけていかなければならないと考

えます。 

（委員）繰入金を減らすと、住民税が安くなるのでしょうか。今まで住民税等の一般会計の方から繰り

入れていた金額が少しずつ減っていくという事は、必要なくなった繰入の分、住民税等が安くなるとい

う事ではないのでしょうか。 

（保険年金課長）国保会計に使用していたお金が他の事業に回り、市民サービスに繋げていく事ができ

るので、国保会計の繰入金が減少したからといって、住民税が安くなるという事ではありません。 

（委員）35％を埋めなければいけないという事であれば、単年度や2ヶ年で考えるのではなく、長い期

間で改定率を考える必要があるのではないか。 

（保険年金課長）国の方から今後、赤字解消計画の策定をするようにと示されております。今回は6年
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以内の計画を作りなさいと言われています。その中においては、解消が困難な場合には、解消の目標を

作成して、それを達成するための目標を策定するようにと言われており、今後それらに沿った計画を策

定しようと考えています。 

（委員）資料2の平成30年度当初予算で保険税収入が27億2,900万円、資料4の改定率毎の方には同

じ数字が見つかりませんが、こちらはどうなっていますか。 

（保険年金課長）資料2の当初予算の国民健康保険税収入については、中に滞納繰越分を含んでおりま

す。資料4においてはその年の課税の現年度分のみを示しておりますので、金額に差異が発生しており

ます。 

（委員）調定額と収納額の差は、翌年の滞納繰越分になるという事ですね。 

（保険年金課長）その通りです。 

（委員）2 年毎の見直しという話ですが、それだけでなく、被保険者に健康意識を更に強く植え付け、

医療費の高騰も抑える必要があると思います。かかった医療に対して、それを補う為に保険税を上げて

いくという後追いでは限界があります。また、急に保険税が上がると滞納が増える可能性もあるので、5％

くらいの保険税改定が適当かと考えます。 

（議長）5％程度の改定が適当という意見もありましたが、他の方はいかがでしょか。 

（委員）35％の乖離を6年で埋めるには何％の改定が必要でしょうか。 

（保険年金課長）6 年間での解消を目指すと、中々難しいと思います。現状から解消を目標として改定

率を計算していきますと、10年ですと2年に一度の改定で10.3％、15年ですと7.5％、20年ですと6.5％

ずつ上昇改定させる必要があります。 

（委員）今のお話は医療費が現行のままと仮定した場合でしょうか。 

（保険年金課長）加入者の減少と、それに伴う年間の総医療費は現行から 3％程度減少するとして算定

しております。 

（委員）20年計画を想定したとしても、5％や7％の改定を考えると同時に、医療費の支出額を減少させ

る手立てを考える必要があるという事ですね。 

（委員）35％の乖離を埋める為に努力は必要だと思いますが、急に6.5％や7％まで上げなくて良いと思

います。 

（議長）各委員の発言をまとめますと、ある程度の上昇改定は必要ですが、医療費の削減努力等もある

ので、平均的には5％あたりが落としどころなのかと思いますが、いかがでしょうか。 

（委員）現在、健保の収入の50％以上を前期高齢者納付金や後期高齢者支援金として拠出している組合

が216組合あります。今1,350組合あるので、およそ16％の組合が企業から拠出するものと個人が払う

お金の半分を拠出している状態です。半分以上拠出するとなると、健保を運営している意味があるのか

という話も出てきており、50％が限度であるという話が去年の11月の全国大会の中でありました。 

 健保としてもかなり切羽詰まっており、大手も保養所の処分を行う等の努力をしているようです。 

 来年度からはインセンティブ、要するに保険事業をしっかり行うところは今の拠出金を最大10％削減、
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保険事業を行っていない所には負担をさせようという話もあります。 

 健保としても強烈なインセンティブを設定して、なるべく被保険者を健康にして医療費を削減し、健

康寿命を延ばそうという動きになっております。 

（議長）健保組合の現状も伺いまして、国保としても多少の負担増は必要という状況でしょうか。 

このあたりで今回の税率改定の結論を取りまとめたいと考えます。今までの議論では、5％を軸に市長

への答申を作成すべきと考えますが、皆様いかがでしょうか。 

（委員）赤字幅の早期解消もありますし、前回と前々回の上げ幅がかなり低く抑えられているので、今

回は6％位が妥当ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

（議長）金子委員から6％という発言がございましたが、いかがでしょうか。 

（委員）物価の上昇等もありますし、急に大幅な値上げを行うと、抵抗があるのかなと思います。 

（議長）ありがとうございます。 

 恐縮ですが、差支えなければ皆様の御意見を私がまとめさせていただいて、賛成の方には挙手をお願

いいたします。 

 今回の税率改定は5％の改定でやむを得ないだろうと思いますが、いかがでしょうか。 

（賛成多数） 

（議長）挙手多数という事ですので、本協議会におきましては、改定率は 5％という事で市長へ答申を

いたします。異議はありますか。 

（全委員）異議なし。 

（議長）それでは、5％という事で答申書を作成させていただきますので、15 分程お時間をいただきま

して、答申案を作成させていただきます。再開は14時50分からとさせていただきます。 

（15分間休憩） 

（議長）それでは再開いたします。答申案が出来ましたので、配布いたします。 

（議長）それでは、答申案の朗読を事務局にお願いいたします。 

（事務局）平成30年度青梅市国民健康保険税について（答申） 

平成29年8月22日付け青市保第520号をもって諮問のあった平成30年度青梅市国民健康保険税につ

いて、平成29年 8月 22日、11月 14日および平成30年 1月 12日の3回の協議会において慎重な審議

の結果、下記のとおり当運営協議会としての意見を決したので答申いたします。 

国民健康保険は、我が国の国民皆保険制度を支える重要な保険制度であり、その財政運営は医療費の

保険者負担額等の支出を基幹財源である保険税を基本として、国や都の負担金などルール化された財源

とその他の交付金などを加えた収入で賄い、独立採算で運営するのが大原則である。 

しかしながら、制度の性質上、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより医療費が増加する一方、

被保険者に低所得者の割合が高く、国民健康保険事業を取り巻く状況は非常に厳しく、財政基盤が弱い

という構造的な問題を抱えている。 

青梅市国民健康保険においても、社会保険の適用拡大や後期高齢者医療制度への移行により、年々被

保険者数が減少し、保険税収入が落ち込む中、依然として医療費は高止まりの傾向にあり、一般会計か
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らの多額の繰入金により事業を保っている状態である。 

平成30年4月から施行される法改正に伴い、保険者の広域化が実施されることとなり、市町村国民健

康保険に対しては、財政運営の健全化について更に厳しく取り組む事となり、特に一般会計からの財源

補てんを目的とする繰入金については、削減・解消が求められている。 

また、広域化に伴い新たに東京都による標準保険税率が算出され、本来その税率での保険税賦課が求

められているが、急激な保険税の上昇を防ぐため、一般会計からの繰入金を計画的に削減しながら、標

準保険税率に近づけていくことが必要となる。 

このようなことから、国民健康保険事業を維持していくために、保険税率の一定程度の引き上げは必

要であると考える。 

一方で、支出においては引き続き医療費適正化対策としてレセプト点検、特定健康診査の推進、適正

受診の啓発、データヘルス計画による効果的な保健事業などを実施し、支出の抑制に努めるとともに、

収納率向上に向けた取り組みを推進されたい。 

また、保険税率等の決定にあたっては、制度改正の初年度にあたることや被保険者所得の低迷が続い

ていることなどを鑑み、被保険者の生活への影響について十分に配慮しなければならない。 

なお、保険税改正の周知については過去の改定時と同様に、その内容を市の広報やホームページを通

じて、広く、分かりやすく周知していただくとともに、現在も国や東京都に対して要望しているとのこ

とではあるが、制度の堅持のため、今後も継続して公費負担の増額、交付金等の充実などを強く要望し

ていただきたい。 

【結論】 

保険税率等について、算出された標準保険税率を見ると、所得や年齢による調整により、青梅市は他の

自治体に比べその設定が低くなってはいるものの、一般会計からの財源補てん額の割合が多いことが示

されており、繰入金の削減に向け引き上げはやむを得ないと考える。 

なお、税率等については、基礎賦課分は所得割5.60％、被保険者均等割27,300円、賦課限度額54万 

円、後期高齢者支援金等分は所得割 1.80％、被保険者均等割 9,600 円、賦課限度額19 万円、介護納付

金分は所得割1.65％、被保険者均等割9,800円、賦課限度額16万円となります。 

一定の所得以下に適用される被保険者均等割の減額について、政令が改正され 7 割、5 割、2 割減

額の適用対象が拡大された際は、低所得者に配慮し速やかに適用することとされたい。 

賦課限度額について、政令が見直された際は、その限度額に改定するのはやむを得ないと考える。 

以 上 

（議長）ただ今、事務局で答申案の朗読をいたしましたが、文章の文言等で御意見、御質問のある方は

どうぞ。 

（修正なし） 

（議長）それでは、この答申案について、特に修正等の意見がございませんでしたので、この案のとお

り答申をしたいと思います。 

また、正式な答申ですが、ここに示してあります原案の「案」をとった文章でまとめさせていただい

てよろしいでしょうか。よろしければ、示されております答申案の（案）をとりまして正式な答申書を

作成し、私の方で後ほど市長に提出させていただきますので、ご了承をお願いいたします。 

それでは、諮問をいただいた「平成30年度青梅市国民健康保険税について」は当運営協議会として、 

意見をまとめることが出来ました。大変ありがとうございました。 

「日程6」その他 
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（議長）次に、日程6の「その他」、今後の会議日程について事務局から説明をお願いいたします。 

（保険年金課長）次回は平成30年8月に平成29年度の決算報告をさせていただきます。内容につきま

しては、平成29年度の決算報告をさせていただく予定です。 

また、昨年度の第2回の運営協議会におきまして、30年度からの国保の広域化の説明の中で、運営協

議会の委員の任期につきまして、次の改選後から3年となる旨を説明させていただきました。現在、青

梅市の運営協議会の委員の改選は1月に行っております。このため、任期が3年となりますと、これま

で通り 2 年に一度の保険税改定の諮問をさせていただく場合、次々回の保険税改定の際には、1 月の改

選直後に保険税改定の答申をいただく事が想定されます。つまり、保険税改定の諮問から協議、答申ま

でを同じ委員さんにお願いできなくなってしまう可能性が生じてしまいます。これを避けるために、次

回の改選時期を見直す必要があると考えます。この事から、委員の皆様の任期の延長をお願い出来ない

かという事を、次回の運営協議会においてお伺いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

「日程7」議長閉議および閉会宣言 

（議長）他にないようでございますので、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3回青梅市国民健康保険運営協議会を閉会いたします。 


