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現在、委員定数１６名のうち出席委員は１２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ことを申し添える。

次に、会議録の署名は阿達勝委員、渡部耕三委員の２名の方を指名す

る。 
それでは、議事に入る。はじめに、諮問案件の「会津若松市国民健康

保険条例の一部改正（出産育児一時金）」について事務局の説明を。 
この目的としては、医療保険各法における出産育児一時金の改正に伴

い、国保加入者についても同様の扱いとなるよう市国民健康保険条例に

所要の改正措置を講じようとするものである。

改正の内容は、現行３５万円に産科医療補償制度に加入している分娩

機関での出産の場合には３万円加算されることにより実質３８万円を支

給することになっているが、これを４万円引き上げて４２万円に改正し

ようとするものである。

引き上げの理由としては、一つ目に医療保険各法が出産費用の実勢価

格を踏まえ、出産育児一時金を４万円引き上げるため、国民健康保険の

保険者である市としても、市民として受ける利益の公平という観点から、

他の医療保険同様の扱いにするということがある。二つ目に、他の自治

体においても、ごく一部を除いては同額の設定となっていることから同

様の取り扱いをするものである。なお今回の改正は、平成２１年１０月

１日から平成２３年３月３１日までの出産に関する暫定措置であり、国

は平成２３年度以降に向けて、制度自体のあり方を検討するとしている。

予算との関係は、これまでの支給件数実績から約３００万円の増額に

なると推計されるが現行予算の範囲内で対応できると見積もれることか

ら補正措置は講じる必要がないと現段階では考えている。

また、今回の改正に伴って、国は窓口において出産費用を支払う経済

的負担軽減のため、出産育児一時金を各保険者が医療機関へ直接支払う

直接支払制度の徹底を意図している。しかし、本市においては、これま

でも市民の方の申し出を受けて出産育児一時金を医療機関へ直接支払う

受領委任払い制度を設けていたので、既に同等の取り扱いを行ってきた

ところである。

以上で説明を終わる。よろしく御協議をお願いしたい。

事務局の説明が終わったわけだが、質問等があれば。

出産育児一時金というのは、出産した直後に子供が亡くなった場合で

も適用になるのか。

そのような場合でも適用になるし、死産・流産でも妊娠１２週（８５

日）以降であれば支給される。
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今回の改正については、医療保険各法にならって改正するということ

であるが、出産育児一時金をこれよりも多く支給している他の自治体で

は、どういった理由からいくら位支給しているのか。

一部ではあるが現行の出産育児一時金よりも上回る金額を設定してい

る自治体もある。県内では、玉川村において現行で４０万円を支給して

いると把握しているが、今回の医療保険各法の改正に伴ってどのように

改正するのかまでは把握していない。また、この理由についても確認し

たわけではないが、子育て支援という観点から実施していると推測でき

る。 
なお、本市においては、非常に厳しい国保の財政状況が続いているた

め医療保険各法に定める額を超えるような設定は難しいと判断をしてい

る。 
直接支払制度とは、これまでの受領委任払いの手続きを全員が取ると

いうことになるのか、それとも保険者が直接病院へ支払うために条例改

正が必要になるのか。

これまでの委任払いとは、本人より市が委任を受けて医療機関へ直接

支払っていたわけだが、直接支払制度とは医療費の現物給付と同様に国

保連合会（審査支払機関）を通じて医療機関へ支払うようになる。実務

としては若干変わってくるが、受益者である市民の立場からすれば医療

機関へ直接支払われるということで、これまでと同様である。これに関

しては条例事項ではないので改正は必要ない。

今回の改正で４２万円となるわけだが、出産費用がいくらであっても

定額で支給されるものなのか。

その通りである。

ちなみに会津若松市内の出産費用の実勢価格はいくら位なのか。

実際に調査をしたわけではないが、国が示している実勢価格と大きく

離れているものではないと認識している。今回の改正についても妥当な

ものと考えている。

出産育児一時金よりも出産費用が高くて自己負担の分の支払が困難で

滞るといった場合、医療機関とすれば未収になるわけだが国保の財政に

影響を与えるか。

国保会計に与える影響は無い。ただし、出産費とは別に医療費の支払

が滞るケースが多くなってきていて、保険者の役割を強化しなければい

けないという議論もあるようなので見守っていく必要がある。

他に質問・意見等が無ければ、当協議会の答申内容としては先程諮問

された内容のとおりでよいか。
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（異議なしの声） 
それでは、答申については本日の議事が終わるまでに事務局において

書面での作成をお願いする。議事が終わった時点において委員の皆様に

提示し、確認後に答申したい。

続いて、「会津若松市国民健康保険税の見直し」について事務局より説

明を。 
平成１９年２月に策定した「会津若松市国民健康保険事業運営健全化

指針」の中で、平成２０年度以降は２年ごとに保険給付費の推計などを

もととして国保税率の見直しを行う方針を定めている。

そこで、今年度内に平成２２年度及び２３年度の国保税率の見直しを

行うものである。

基本的な考え方としては、一つ目に後期高齢者医療制度と同様、向こ

う２年間の国保事業の健全運営を図るために、保険給付費の動向を踏ま

えるとともに、それに伴う国・県補助金や後期高齢者支援金を試算し、

国保税としての必要額を推計していく。

医療費については、平成２０年度の保険給付費は前年度より１％程度

下回ったが、今年度における保険給付費は、前年度同時期と比較して３％

程度上昇している。

また、昨年度は、高額医療費・保険財政共同安定化事業において拠出

した額が交付された額を約２億円程度上回り、共同事業が国保財政に大

きな影響を及ぼした。

その一方で、昨年度創設された後期高齢者医療制度の実績を、１９年

度の老人保健事業の医療給付費と比較すると約２億２千万円程度減少し

ており、後期高齢者支援金等の法定負担金も８千５百万円程度減少して

いる。しかしながら今後高齢者にかかる医療費は増大していくと予想さ

れ、それに伴う後期高齢者支援金も増えていくものと思われる。

二つ目に、保険運営の一元化の議論など、制度改正に係る国の動向も

踏まえる必要がある。

三つ目に、低所得者に対する負担軽減のため、応益割に対する７・５・

２割の軽減措置適用を堅持することとし、その条件となる応益割合４

５％以上を維持していく。

四つ目に、県内他市の税負担の状況にも配慮しなければならない。以

上、これらのことを踏まえながら国保税率の見直しを進めていくもので

ある。

また、国保税の枠組みとしては、基礎課税分（医療分）・後期高齢者支

援金分・介護納付金分と３つの枠組みがあり、それぞれに必要額を試算
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し税率を決めていくことになる。

まず、医療分は、医療給付費等の支出額に対して、収入としては国庫

負担金や調整交付金等があり、医療給付費額からこれら国庫負担金等分

を差し引いた額が国保税として必要になってくる額である。その税につ

いては、所得割・資産割・均等割・平等割の４つの按分方法があり賦課

額を算定することになっている。

同じように、後期分・介護分についても、それぞれに後期高齢者支援

金・介護納付金の支出額から国庫負担金等の収入を差し引いた額が税と

して必要になってくる額である。

それから基本的な考え方の中で県内他市の税負担の状況にも配慮しな

ければならないと述べたが、本市は県内の市の中では一人当たりの金額

で医療分・介護分ともに２番目に低い金額となっている。これが国民健

康保険の運営主体を従来の市町村から都道府県にするといった一元化が

図られた場合は、税負担が現状よりも上がるということも想定しなけれ

ばならない。

以上で説明を終わる。よろしく御協議をお願いしたい。

この件について事務局の説明が終わったわけだが、質問等があれば。

本市は資産割が他市と比べると若干高いようだが、退職してから国保

に加入した場合、収入が減るのに資産割が高いと不公平感を感じるので、

所得割の方を上げて資産割を下げた方が良いのではないか。

ご指摘の件については全国的に長く議論されており、本市としても国

保税率の改正の際には徐々に資産割を下げてきているところであり、今

回もそういう方向性である。ただし難しいのは、所得割と資産割という

のはまとめて応能割と分類され、均等割と平等割はまとめて応益割と分

類されるのだが、国は応能割：応益割を５０：５０とすることを標準と

しており、７・５・２割の軽減措置適用を堅持するためには、応益割合

を４５％以上にしなければならないという条件があるので、これにも配

慮しなければならない。

税率改正を行う際の不安材料として、滞納世帯率が２３．８６％と高

まってきていることが挙げられる。これは経済的な状況が背景としてあ

ると思うが、滞納世帯の状況を見ると所得２００万円以下の世帯が占め

る割合が高くなっている。その低所得世帯に対する保険料の減免措置が

どのように行われているのかというのが懸念されるところである。

もう一点は、短期被保険者証と資格証明書の交付枚数が年々多くなっ

てきていることである。このことについては、子どものいる世帯には資

格証明書を交付しないという制度改革があったと思うが、この点につい
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て本市はどのような状況なのかということを確認したい。また、資格証

明書を交付されることによって、医療機関での窓口において一旦全額負

担しなければならなくなることから、本来受けるべき医療を受けられな

い状況が国保財政にどのような影響を及ぼすと認識しているか伺いたい。

まず滞納状況だが、平成２０年度の滞納世帯率が前年度に比べて高く

なったのは、景気の影響もあると考えられるが一番大きいのは後期高齢

者医療制度が創設されたことにより、今まで比較的保険料の納付率が高

かった高齢者の方々が後期高齢者へ移行したことが影響したと考えてい

る。 
滞納世帯の状況は、確かに所得２００万円以下の世帯の滞納割合が高

くなっているが、そもそも国保加入者に占める低所得世帯の割合が高い

ので滞納世帯割合も高くなってしまうのは、ある意味当然のことと分析

している。

さらに年齢別滞納世帯状況は、各年代にある程度分散しているが中心

となっているのは５０歳代である。ただし、７０歳以上は滞納割合が５．

９３％と低く、高齢者は納付率が高いことが分かる。

減免については、ハードルが高いこともあって年間で数件程度に留ま

っている状況である。ただし、軽減については、最高で７割軽減まで出

来る制度があるわけだが、これは半数近い世帯が適用になっている。

さらに、短期被保険者証・資格証明書の交付枚数が年々増えてきてい

る件については、制度上交付しなければならないものであり、要件に該

当する方が増えてきているのが事実である。また、本市は子どもがいる

世帯には資格証明書を発行していなかったが、この度の制度改革により

子どもだけを切り離して、その他の世帯の方々には資格証明書を出さざ

るを得ない状況になった。この資格証明書を交付された方が医療費の払

い戻しに来られた際に現状把握に努めているが、本来受けるべき医療が

受けられないといった状況は避けなければならないという大前提のもと

に対応を続けている。なお、国保財政に与える影響を評価する方法は簡

単ではないと思うが、把握できる範囲ではそれほど大きなものではない

と認識している。

資格証明書を交付された方が医療を受けた件数を把握しているか。

平成２０年度は５世帯１１件、平成１９年度・平成１８年度は共に４

世帯で１０件程度であった。

滞納世帯には所得２００万円以下で５０歳代の方々が多いのだが、医

療費が払えないことにより生活保護世帯へ移行した事例はあるのか。ま

た、そのようなケースの場合、国保で減免措置を取るのと生活保護世帯
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へ移行するのでは市の財政にどのような影響を及ぼすのか検討している

か。

医療費の支払が生活を圧迫し生活保護を受けざるを得ないという事例

は存在する。これに対して、国は医療機関での一部負担金の支払が困難

になった場合についての減免措置の制度を研究し始めたところであり、

本市においても国同様に問題意識をもっていかなければならないと考え

ている。

滞納世帯については、他の税・使用料についても滞納しているケース

が多いと思われるので、多重債務の整理については市においても課を超

えたグループを作って税・使用料が収納できるような体制整備を図って

いただきたいと願っている。

他に質問等がなければ、「平成２０年度国民健康保険特別会計決算見込

みについて」事務局より説明を。 
それでは、平成２０年度国民健康保険特別会計決算見込みについて説

明する。

歳入決算額は 12,795,916 千円、歳出が 12,757,774 千円、実質収支が

38,142 千円となっている。赤字補填的な一般会計からの基準外繰入が

180,000 千円ほど行われている。

歳入のうち、国保税は１９年度と比較し 877,984 千円の減となってい

るが、これは後期高齢者の方が国保から抜けたためである。また、歳出

の保険給付費が１９年度と比較して 105,268千円の減となっているのは、

医療制度改革の効果の現れである。しかしながら、一人当たりの医療費

を見ると対前年度比３％強の伸びを示しているので楽観できる状況では

ない。

このようなことから引き続き厳しい国保財政運営が続いている状況で

ある。

このことについて何か質問があれば。

先に国保税の必要額について説明があったわけだが、平成２０年度の

国保会計を見ると数パーセント収納率が上がれば基準外繰入も行わずに

済む状況にある。このようなことから収納体制の充実を図り引き続き努

力していただきたい。

ご指摘のとおり、このことについては、引き続き最大限の努力をして

いく。

それでは議事を全て終了したので、議長の任務を解かせていただく。

円滑な審議に、ご協力いただき感謝する。



ここで、下村会長から健康福祉部長へ答申（答申書朗読、手渡し） 

上記の会議録が、平成２１年８月２１日に開催された、平成２１年度

第２回会津若松市国民健康保険運営協議会の記録に相違ないことを証明

するために署名する。

平成 年 月 日

会津若松市国民健康保険運営協議会

会 長

委 員

委 員
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