
1

平成 19 年度 第 2 回

会津若松市国民健康保険運営協議会会議録

1．日時 ： 平成 19年 9 月 25 日（火）午後 1時 30 分～午後 3時

2．場所 ： 市議会第 2委員会室

3．諮問 ： 諮問案件なし（報告案件のみ）

4．報告 ： 会津若松市国民健康保険税条例の一部改正について等

出席者（敬称略） 委員 鹿又 正明

委員 照井 富子（会議録署名委員）

委員 武藤 洋一

委員 物江 利雄

委員 湯田 和夫

委員 加藤 道義

委員 佐藤 惇

委員 石田 高俊

委員 関 孝一（会議録署名委員）

委員 下村 幸仁（議長）

委員 佐原 秀昭

委員 渡部 耕三

委員 小柴 誠一（以上 17 名中 13名出席）

5．事務局出席者 健康福祉部長 小檜山 澄 雄

健康福祉部企画副参事 赤 松 章 光

国保年金課長 山 本 光 治

医療給付グループ主幹 渡 部 和 子

窓口グループ副主幹 鈴 木 馨

医療給付グループ主査 吉 田 恵 三

医療給付グループ主査 山 内 斉
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議長 委員定数は 17 名のうち、本日の出席委員は 13 名であり、過半数に達しているの

で、この協議会は成立している。議事録署名人は、照井委員、関委員にお願いする。

はじめに会津若松市国民健康保険条例の一部改正について、事務局より説明をお

願いする。

事務局 国民健康保険税については、これまで医療分、介護分で構成されていたが、医療

制度改革の中で平成 20 年度課税分から、新たに後期高齢者支援金分の要素が加わ

る。19 年当初予算の財源割合で言えば、国民健康保険税の医療分は全体の約 25％

で、介護分が約 2％である。加えて国庫支出金が 30％、県支出金が 4％、一般会計

繰入金が 7％である。平成 20 年度の推計値は、国保運営健全化指針に基づけば、

医療分は 18％程度で、介護分は変わらず約 2％、ここに新たに後期高齢者支援金分

が 5％程度になると見込まれ、新たに前期高齢者交付金が交付される。これは、各

医療保険に加入している 0 歳から 74 歳の人数に応じて交付されるものである。更

に後期高齢者医療制度に対し保険者として拠出する後期高齢者支援金の財源とな

る国交付金が 6％程度になると見込まれる。19年度予算ベースで、国保税は医療分

と介護分を合わせて 27％だが、20年度には 25％程度になると推計できる。次に医

療分や介護分、後期高齢者支援金分の賦課方法であるが、これは見込まれる医療費

に対し、国県支出金等の収入を差し引いた分を国保税で賄うことになり、所得割、

資産割、被保険者の均等割、それから世帯別の平等割により賦課をされる。20 年

度の国保税を健全化指針に基づき推計すると、歳出合計が 119 億 8,992 万円、国県

支出金や前期高齢者交付金等の歳入計が97億2,200万円となり、差引き22億6,792

万円を収納率の目標値である 92％で割り返した 24億 6,500 万円が基礎賦課総額と

なる。後期高齢者支援金分 7 億 2,000 万円を加えると約 31 億 8,500 万円。ここに

過年度分の税収を約 2億円とすれば、20年度の国保税収入は約 33 億 8,500 万円に

なる。ただしあくまで現時点での推計であり、今後詳細な分析が必要である。

なお健全化指針では、20 年度の国保税を約 32億円と推計しており、現時点では

大枠として概ね横ばいと考えているが、次回以降の運営審議会の中で改めてご審議

いただく。

次に国民健康保険税条例の改正である。一点目は、後期高齢者支援金の創設に伴

う税率の改正がある。二点目は、年金からの特別徴収導入のための条例改正、三点

目が国保税賦課に関する軽減措置についてである。

国保税は後期高齢者支援金分の創設により、応益割、応能割の負担割合をも見据

えた税率の改正を図っていく。

年金からの特別徴収については、来年４月から特別徴収を実施する場合、年金保

険者に対し、来年 1月に特別徴収依頼をするため、12 月議会に国保税条例の改正

を提案する。特別徴収月は偶数月になり、4月、6月、8月が仮徴収で、10 月、12

月、2月が本算定により徴収する。対象者は、65 歳以上 74 歳未満になる。

次に国保税の軽減措置については、一点目が現在軽減を受けている世帯が、後期

高齢者医療制度へ移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても 5 年間、

従前と同様の軽減措置が適用となるものである。

２点目が、後期高齢者医療制度該当者が、国保から移行することにより単身世帯
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となる人について 5年間、世帯割で賦課される国保税を半額にするというもの。そ

して３点目が、社会保険の被扶養者であった人の国保税について、2 年間所得割、

資産割を賦課しないとするものである。これらの優遇措置については、地方税法の

改正を踏まえ国保税条例の改正を行うことになる。

最後に改正の手続きについてであるが、地方税法の改正が昨今の政治的な停滞に

より、改正時期が不透明であることから、本来であれば 12月議会に向け本日諮問

をし、答申をいただくスケジュールが望ましいものの、最終的に 2月定例議会に向

け、何回かのご審議をお願いすることとなると考えている。

湯田委員 この後期高齢者支援金分は 75歳以上には課されないのか。

事務局 75 歳以上は、新しい後期高齢者医療制度の中で保険料の負担が生じるため、課さ

れない。この支援金分は、74 歳までの国保加入者その他の社会保険加入者に賦課さ

れる。

湯田委員 平成 20 年度から、国保税医療分が現在の 25％が 18％程度になり、代わって後期

高齢者支援金分が新たに 5％程度発生し、介護分は大幅な変更がない見込みとなっ

ているが、平成 20 年度の税率は引き下がるのか。

事務局 国保税医療分の割合については、昨年度策定した国民健康保険事業運営健全化指

針で推計したものである。平成 20 年度から、国保に加入している 75 歳以上の全て

の人が後期高齢者医療制度に移行するため、医療分が減り、後期高齢者支援金分が

発生する。国保税全体では、2％程度減額となる見込みである。平成 20 年度の国保

税は、国保特別会計の中で歳出する額と国保税以外で歳入となる額の差額を国保税

で賄ううことになるが、現時点では、全体として横ばい程度になるのではないかと

考えている。しかし今後国・県・広域連合等からの情報を踏まえながら精査してい

きたい。

議長 分かりにくい面もあるので、資料提示の仕方について次回以降工夫していただき

たい。

渡部委員 金額も必要に応じて表示いただきたい。

議長 その他に質問は。

湯田委員 平成 20 年度に向けた国保税率の改正をするが、今年度は、税制改正があり、控除

額が廃止されたりした。市に対する苦情はなかったか。滞納額が膨れ上がれば、基

準外繰入れが発生し、市の一般会計も圧迫されないか。

事務局 去年より減少傾向にあるものの、多数の問い合わせや苦情が寄せられている。国

保税については課税方式が若干異なっており、住民税などにおける各種控除の見直



4

しが直接的に影響していないものの、公的年金の控除額の圧縮が多少影響している。

収納率については若干ではあるものの伸びてきている。基準外繰出金の関係につい

ても、国保財政は健全化の方向に向かいつつあると認識している。

議長 前期高齢者の定義と特別徴収の内容について確認したい。

事務局 前期高齢者は、65歳以上 74 歳までの高齢者を指す。それに対し 75 歳以上を後期

高齢者と定義している。前期高齢者交付金は、65 歳から 74 歳までの保険給付費の

財源として、各医療機関が、0歳から 74 歳までの加入人数の割合に応じて納付され

た前期高齢者納付金を、前期高齢者数に応じて交付されるものである。国民健康保

険は、他の医療保険と比べ、前期高齢者数の占める割合が大きいので、前期高齢者

納付金を納める必要はなく、前期高齢者交付金が交付されると思われる。

特別徴収は、年金を年額 18 万円以上受給している人で、国保税と介護保険料の合

算が受給額の 2分の１を超えない前期高齢者が対象となる。18万円の根拠について

は、国から情報提供が現時点ではない。

湯田委員 老齢福祉年金の受給額が根拠になっていないか。

事務局 老齢福祉年金受給者は若干名まだおられる。根拠については情報提供がないので

確認してみる。

湯田委員 今般送付された国保の保険証の色が種類に応じてたくさんあり、わかりづらい。

事務局 制度自体が複雑で、かつ、資格を確認する必要もあることから、いくつかの種類

に分かれてしまい、どうしても見づらい、分かりづらい面があると認識している。

分かりやすい説明に取り組んでいる。

議長 次に、平成 19 年度国保ヘルスアップ事業について説明願いたい。

事務局 平成 20 年度から開始される特定健康診査、特定保健指導のモデル事業となるヘル

スアップ事業に取り組んでいる。この事業の企画等を国保年金課と衛生部門である

健康増進課、更に河東支所と連携を図りながら進めている。基本的な健康診査を行

い、新たに腹囲を測る検査項目を加え実施している。健診の結果、一定の基準を超

えた方は保健指導を受けることになる。9月 13 日までの実施内容であるが、初回面

接を 8 月 7 日、23 日、30 日に実施し、訪問による面接も実施している。8 月 30 日

にメタボリックシンドロームに関する基礎知識に関する講演会を行なっており、30

名弱の参加者があった。全体では 34 名がこの事業に参加している状況にある。現時

点での課題であるが、初回面接の時期を基本健康診査結果を送付してから直ちに行

うこと、平日の日中は多くの人が働いているため、面接や各種教室等への参加が厳

しい側面があるなど、特定健診等の開始に向けて検討を加えていきたい。
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議長 当初の予定人数と比較してどうか。

事務局 当初は 40 名から 45名程度参加を見込んでいたが、現時点で 34名の参加に留まっ

ている。

議長 次に特定健康診査、特定保健指導について説明願いたい。

事務局 来年度から開始される特定健康診査・保健指導に関する対象者数と実施率などに

ついて説明する。平成 20 年度の国民健康保険の被保険者数は、過去 5年間の伸び率

などを参考として推計しており、40歳から74歳までの推計値が26,740人になるが、

入院などで受診できない人がいるため、26,264 名が対象者となる。そのうち目標受

診率を 40％と仮定すれば、10,506 人に受診してもらう必要がある。特定保健指導は、

国が示した出現率である 0.249 を用いて推計している。保健指導実施率を 25％と仮

定すれば、10,506×0.249 の 25％が 654 人になる。今後更に精査し目標値を定めて

いく。平成 18 年度の国保加入者における基本健康診査受診率は 36.07％であり、20

年度においては、40％～45％まで引上げたい。

特定保健指導は腹囲が男性で 85 ㎝以上、女性で 90 ㎝以上、または BMI が 25 以上

の人のうち、血糖・脂質・血圧項目のうち、二つ以上該当する人は、40 歳から 64

歳までの人は積極的支援を受け、65 歳以上は動機づけ支援の利用資格を得る。積極

的支援は初回面接時に行動計画を作成し、6 ヶ月以上積極的に支援を行っていくこ

とになる。支援の仕方については、ポイント制度に基づくことになり、このポイン

ト数をクリアする必要がある。動機づけ支援は、面接時に動機付け支援を行い、6

ヶ月経過後の実績を評価することが主となる。また 65 歳以上については、介護保険

法に基づく生活機能評価が加わる。特定健診と生活機能評価は一部検査項目が重複

するが、その部分の費用は介護保険が負担する。75 歳以上の方の健康診査事業は、

広域連合が各市町村に委託して行うことになる。市としては、特定健診と生活機能

評価、後期高齢者医療制度における健康診査については、市民の利便性を最大限考

慮しながら同時実施できるよう関係課と協議している。

湯田委員 健康診査の健診項目が変わり、今までの基本健診の自己負担よりも増えるのか。

事務局 各種健診についてはこれまで通り、外部委託することになる。健診の単価につい

ては、健診機関と今後協議していく。

湯田委員 特定健診の受診率を下回った場合のペナルティがあると聞くが。

事務局 国においては、受診率・特定保健指導の実施率の目標値を定めており、24年度ま

でに受診率 65％、保健指導事業は、45％を目標値とし、最終的にメタボリックシン

ドロームを 28 年度までに 25％削減するとしている。

平成 25 年度から各自治体での取り組み方により、後期高齢者支援金の加算という

ペナルティ措置、あるいは減算するという優遇措置がとられる。
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医療制度改革の中でそうしたペナルティ項目もあるものの、それだけ医療に要す

る費用がかさみ、影響を及ぼしているという背景があるため、特定健診等の開始に

伴って、改めて健康づくりについて取り組んでいきたい。

議長 これで私の議長の任務を解かせていただく。円滑なご審議に感謝申し上げる。

事務局 国保税率の見直し等については、12 月議会での上程が困難な見通しであるため、

2 月議会での審議になると思われる。国保税率の見直しなどに係る諮問・答申につ

いては今後何回かご審議いただいた上で、行いたいと考えている。次回の協議につ

いては可能な限り新しい情報を踏まえながら年内にもう一回開催したいと考えてい

る。


