
平成29年度　第4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30年 1月 26日（金）午後1時～午後2時30分

２．場　　　　所　：　生涯学習センター1階　多目的ホール

３．議　　　　事　：　

　　　　　　　　諮問案件

　　　　　　　　１　会津若松市国民健康保険条例の一部改正について

　　　　　　　　２　第3期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針について

　　　　　　　　　　 ３　会津若松市国民健康保険第2期データヘルス計画・第3期特定健康

診査等実施計画について

　　　　　　　　報告案件

　　　　　　　　１　会津若松市国民健康保険税の取り扱いについて

　　　　　　　　　　　２　平成30年度からの国民健康保険制度について

４．委員会出席者　　　会　長　　田中　　政巳  （議長）

　　（敬称略）　　　　副会長　　谷津　　卓　　　

　　　　　　　　　　　委　員　　安藤　　暢昭

　　　　　　　　　 　 委　員　　白川　　勝義

　　　　　　　　　　　委　員　　中丸　　茂由　（議事録署名人）

　　　　　　　　　　　委　員　　山口    壽　　　

　　　　　　　　　　　委　員　　加藤　　道義

　　　　　　　　　　　委　員　　石田　　俊雄

　　　　　　　　　　　委　員　　長谷川　壮八

　　　　　　　　　　　委　員　　桑原　　英俊　

　　　　　　　　　　　委　員　　黒田　　裕子　（議事録署名人）

　　　　　　　　　　　委　員　　船岡　　三男

　　　　　　　　　　　委　員　　吉田　　博文

　　　　　　　　　　　委　員　　平林　　俊夫　（以上17名中14名出席）　　　　　

５．事務局出席者　　　健康健康部部長　　　　　岩澤　俊典

　　　　　　　　　　　健康健康部企画副参事　　藤森　佐智子

　　　　　　　　　　　国保年金課長　　　　　　山口　恵

　　　　　　　　　　　健康増進課長　　　　　　小島　善樹
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　　　　　　　　　　　国保年金課主幹　　　　　長谷川孝洋

　　　　　　　　　　　健康増進課主幹　　　　　鵜川　利恵子

　　　　　　　　　　　健康増進課主任技査　　　二瓶　美由紀

　　　　　　　　　　　国保年金課副主幹　　　　畑　　伸裕

　　　　　　　　　　　国保年金課副主幹　　　　齋藤　修二

　　　　　　　　　　　国保年金課副主幹　　　　上田　裕司

　　　　　　　　　　　 国保年金課副主幹　　　 大関　英敏

　　　　　　　　　　　国保年金課副主幹　　　　渡部　さおり

　　　　　　　　　　　国保年金課主事　　　　　石山　里緒菜

　　　　　　　　　　　

＜議　　事＞ 

会長　　　　議事に入る。出席委員は14名であり、過半数に達しているため、ここに協議会が、

　　　　　成立していることを報告する。会議録署名委員については慣例により、会長の指名推

　　　　　薦としたい。

各委員　　　異議なし。

会長　　　　中丸茂由委員、黒田裕子委員 を指名する。それでは、諮問案件（1）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　　　資料に基づき、説明する。

　改正は二点である。県単位化に伴い、一点目は、葬祭費の支給額を現行の3万円か

ら 5万円に引き上げる。二点目は、準備金の積立上限額の積算対象経費を国民健康保

険事業費納付金に改める。

　理由としては国民健康保険制度改革に伴う変更になる。葬祭費支給額変更について

は福島県国民健康保険運営方針において、葬祭費支給額の標準化の方向が示されたた

め、県内自治体との給付額の統一を図るものである。

　二点目の準備金の積算対象経費については資料6ページ。現行は、国民健康保険税

を収入とし、保険給付費・後期高齢者支出金・介護納付金の支出を行っていた。平成

30年度からは市が国民健康保険税により県に国保事業費納付金を納付し、県が交付金

として保険給付に必要な費用を全額、市町村に交付し、後期高齢者支援金・介護納付

金については県が一括して納付する仕組みとなる。市は、国保事業費納付金の納付必

要額を国民健康保険税で確保できなかった場合などに活用するために、国保事業費納
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付金に改めるものである。

　施行期日は、平成30年 4月 1日から、なお、葬祭費については、平成30年 4月 1日

以降に発生した葬儀等の給付事由が発生したものから支給対象となる。また、条例改

正の新旧対照表をご覧いただきたい。審議をお願いする。

会長　　　　質疑を受け付ける。

石田委員　　県内他自治体との統一を図るということだが、5万円を支給している自治体はどれ

だけあるのか。

事務局　　　平成29年度において、県内で 5万円を支給する市町村は 52市町村、3万円が4市町

村、6万円が3市町村、後期高齢者医療保険と協会けんぽが 5万円となっている。市と

してもこれを機会に他自治体、他保険と同水準の給付を行っていきたい。

会　長　　　ほかにないか。原案のとおり、承認するとしてよいか。

委　員　　　異議なし。

会長　　　　次に、諮問案件（2）第3期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針について事

務局より説明をお願いする。

事務局　　　概要版資料に基づき、説明する。本件については11月 29日の国保運営協議会にお

いて全体構成を説明し、案の作成後は皆様に郵送しご確認いただいた。12月 26日か

ら1月24日にかけてパブリックコメントを実施したが、実施期間に意見はなかったこ

とをご報告する。

　　　　　概要版 1ページ。策定の目的であるが、平成19年度から会津若松市国民健康保険事業

運営健全化指針を策定し、国保財政の健全化に取り組んできた。平成30年度からは都

道府県が財政の責任主体となり、市町村と共に事業運営を行うため、県が福島県国保

運営方針を定めている。引き続き市町村は、資格管理、保険給付、保険税の賦課徴収

などを行うこととなるため、市は県の方針を踏まえながら第3期事業運営健全化指針

を策定する。対象期間は、平成30年度から平成35年度の6年間とし、県方針の期間

に合わせている。平成32年度に中間見直しを行う。

　　　　　　健全化に向けた基本的視点であるが、平成30年度からの県単位化の動向を踏まえつ

つ、引き続き歳入の確保や医療費の適正化に取り組んでいく。また新制度移行にあ
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たっては、県との協議を踏まえ、被保険者への影響を抑える配慮も行っていく。

　　　　　　2ページ。本市の現状と今後の見通しにおける医療費の動向であるが、国民健康保

険の被保険者は年々減少し、65歳以上の前期高齢者は年々増加している。高齢化の進

展は、2025年ごろまで継続すると見込んでいる。国保財政の収支見通しである。財政

の仕組みが変わるため、国保税等を財源に国保事業費納付金を県に納付していくこと

になるが、実際の収支見通しとしては本編 10ページ。平成29年度の当初予算額と比

較した平成32年度までの見通しを推計している。国保税は被保険者の減少により減少

する見込みとしており、一人当たり医療費が増加していることから国保事業費納付金

は一定の範囲内で増加すると見込みにより推計をした。ただし、平成29年 12月現在

の見込みであるため、今後の増加はあくまでも推計であり、平成32年度の中間見直し

で改めて収支見通しを行うと考えている。現時点の推計において平成31年度、32年

度において実質収支はマイナス見込みであり、歳入より歳出が超過するという見込み

である。現実になれば国保税率の改正の検討が必要となる。このような事態に陥らな

いよう、歳入の確保に努め、歳出の抑制に努めていく。

　　　　　　概要版に戻り、3ページ。第3章、財政運営方針における健全化に向けた基本方針

である。第2期指針では一般会計からの基準外繰入れによらないとの目標を立ててい

たが、一般会計からの基準外繰入れを余儀なくされてきた。第3期指針においては、

国保税の適正賦課や収納率の向上による歳入の確保、健康づくりや医療費適正化によ

る給付の適正化し、財政安定化基金貸付に頼らないように給付の適正化の三点を基本

方針とした。三点目の財政安定化基金貸付とは、今まで行ってきた決算補填目的の基

準外繰入れが、平成30年度からは県の財政安定化基金の貸付に変更となるものである。

繰上げ充用金については、次年度の予算を前年度に使い歳入を補填するものであるが、

解消すべき赤字となるため、赤字については、赤字解消計画を作成し段階的に解消す

る。国保準備金の活用であるが、繰入れを必要としないように市の基金を優先的に活

用していきたい。決算剰余金を積み立てることを基本とし、国保事業費納付金に対す

る財源不足に充てていく。

　　　　　　次に、第4章、国保税の適正賦課であるが、第2期指針においては、2年ごとに国民

健康保険税率を見直してきたが、第３期指針においては、毎年度、県から示される国

保事業費納付金に基づき見直しを行い、資格管理の適正化を図るが、二点目について

は前期同様の内容である。4ページ。税率についての考え方であるが、毎年度検討し、

所得割、均等割、平等割の3方式を継続していく。将来的には、県内市町村の保険料

の統一が今回の制度改革の最終的な到達点となっているため、それらの動向も視野に

入れて税率を考えていく。

　　　　　　第 5章、収納率の向上の取組であるが、第2期指針の収納率目標については、
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90.89％と設定していた。3期指針では現年度分の収納率目標を92.67％とする。

92.67％については県の運営方針で示されている被保険者規模別目標収納率となってい

る。収納率達成のための具体的な取組としては、納税相談の推進から口座振替の加入

促進まで7項目あげ、継続して取り組んでいく。

　　　　　　第6章、医療費適正化についての取組の基本的な考え方であるが、このあとご審議

いただく第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査等実施計画に基づく健康づく

りの取組やレセプト点検、ジェネリック医薬品の使用促進などによる給付の適正化を

主な取組として取り組んでいく。

　　　　　　6ページ。給付の適正化としてはレセプト点検、第三者行為求償、不当利得の返還

請求を主な取組内容として、費用対効果を考慮しつつ、点検体制の強化と効率化を目

標とする。そのほかの取組としては、柔道整復の受診状況調査や重複・頻回等受診者

の訪問指導、ジェネリック医薬品の普及啓発、健康わかまつ21計画などに基づく健康

づくりの事業と連携を図りながら幅広い取組を行っていく。審議をお願いする。

会長　　　　質疑を受け付ける。

白川委員　　県に移管することで市職員の負担軽減がなされるのか。収納率の目標は達成可能な

のか。従来と変わった方法の考えがあるのか。　

事務局　　　県が県内全体の財政運営の責任主体となるため、県が県全体の保険給付に必要な額

を責任をもって交付するが、実際の申請窓口や税率決定、お知らせ、収納は市が責任

を負う。市町村の事務処理が軽減されるものではなく、引き続き皆さんの窓口として

の責任を果たしていく。

　　　　　　二つ目の質問ですが、平成28年度現年度分の収納率は91.7％であり、かなり厳し

いというのが現実状況であり、財産調査の徹底や生活状況を詳しく調査をしながら適

切に収納対策を行うしかないと考えている。

船岡委員　　収支見通しに関連して、納付金の見通しについて伺う。二点目として国保準備金の

現在額について聞きたい。

事務局　　　納付金の見通しであるが、一人当たりの医療費は伸びているが県全体で被保険者数

は減ってきている。現時点でこの推計をしているが、平成30年度になると、平成31

年度の納付金見込み額を県で試算するが、増えるのか減るのかは今のところでは不明

である。収支見通しを立てる際に心がけたのことは、財源の不足に陥らないよう歳入
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は厳しく、歳出は伸びることを予想し算定したものであるため、このような推計に

なっている。実際には県が示す平成31年度の納付金の額によるものである。

　　　　　二点目の質問であるが、準備金の残高は 8,300万円程度となっている。

船岡委員　　国保事業費納付金が増えると県の保険給付費等交付金が増えるのか。

事務局　　　交付金が増えるかどうかは、かかった保険給付費の額に応じて、つまり医療費の動

向に応じて増減する。この額は、歳入決算額の保険給付費の額と同額が保険給付費の

普通交付金をして市に交付されるので、相殺されることになる。特別交付金について

は、現在の保険者努力支援として特に成果を上げている取り組みに対して補助金があ

るが、いったん県に入り、県から市町村に配分されるものである。毎年、配分額は増

減があり、推計では平成29年度の同程度として増減させずに推計した。国全体、県全

体の実績に応じて変わるため、正確な見通しは難しいものである。

会長　　　　収支見通しにおいて、国保税が平成32年度まで減収しているが、その見通しはなぜ

か。

事務局　　　被保険者数の減少が加速する見通しであるので、国保税が減収となる見通しである。

会長　　　　減額分が、国保税に反映していると考えていいのか。

事務局　　　国保税の見通しについては、現行税率の場合の算定であり、被保険者数が減少する

と、国保税による収入が減少していく見込みということである。

会長　　　　そうなると、税率改正するしかないということか。

事務局　　　そういうことになる。

会長　　　　決算剰余金を積み立てて準備金とするとのことであるが、見通しは。

事務局　　　現状を考えると積み立ては難しい現状である。レセプト点検や不当利得の回収など

により、できる限り歳入の確保に努めていきたい。

吉田委員　　協会けんぽでも、将来推計として数年後には赤字になるという見通しをたてている。
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いずれは保険料率でまかえなくなると考えており、市町村と同じ状況になる。　

　　　　　　質問の一つは、収支見通しで、被保険者数の減少を見込んだとのことだが、保険給

付費が減少せず同額であるのはなぜか。

　　　　　　二つ目には、厳しい財政状況で準備金の積み立てが難しいとのことであるが、本編

12ページの赤字解消の項目について整理したい。abcの三つの赤字の解消が発生して

いるとのことであるが、aについては、県より借り入れし返済しなければならないも

ので準備金を活用して返済するもの、b、cについては6年以内で財政赤字を解消しな

ければならないなら基金が積み立てられないなかでは、必然的に段階的に保険料率を

あげる必要があるということだと思う。ｂとｃの赤字額はいくらになるのか。

　　　　　　ジェネリックの取組にしても、レセプト点検にしても数千万円の規模しか財政効果

がでない。数十億の医療費をコントロールするのは難しい。保険税率をかなりあげて

いく必要があると考えるがそれに対して、どう認識しているか。

事務局　　　一点目の質問で、10ページ収支見通しの、保険給付費を同額で試算している理由で

あるが、医療費が増えているが被保険者数人数が減る、つまり人数が減るが単価が上

がっているので、見通しは横ばいにしている。

　　　　　　二点目、12ページにあるｂとｃの額であるが、ｂとは、税率設定の際に一般会計か

ら繰り入れして税率を上げないという場合であるが、市が一般会計からの繰り入れを

行っているのは、結果として歳入の決算が不足し決算補填として繰り入れているもの

であり、ｂの目的では行っているものではない。

　　　　　　ｃについて、単年度ごとに基準外繰り入れをで収納不足を解消しているので、累積

赤字があるわけではなくｃも行っていない。会津若松市としては、今まで同様の決算

補填目的の基準外繰り入れをしないで単年度収支のバランスがとれることを目標とし

ている。

吉田委員　　他の市町村に比べて健全な運営をされているのが、確認できた。

　　　　　では、平成29年度と平成30年度で保険給付が大幅に減っている理由はなぜか。

事務局　　　平成29年度の実績が見えており、被保険者数の減少が顕著に出ている。平成30年

度については 81億円程度に推計したが、中長期的については、一人あたり医療費が増

えているので、30年度以降は同額として推計した。参考に本編 7ページに保険給付費

の決算額を掲載している。

　　　　　　また、平成29年度は当初予算額であり、平成30年度以降の推計は決算見込みで推

計しているので、平成29年度と平成30年度の差が大きく減っているようにみえてい
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る。

会長　　　　概要版 3ページ。財政安定化基金の借り入れ分は返還するとのことであるが、　　

準備金から返還できるのか。

事務局　　　準備金から返還するのではなく、歳入が欠陥した場合に準備金を優先的に活用すれ

ば借り入れしなくて済むというものである。借り入れすると翌々年度から3年間で返

済する必要があるので、返済を含めた税率設定をして皆さまからいただく必要がある。

谷津委員　　質問でなく、お願いをする。被保険者は減るが一人当たり医療費は増えていく現状

で制度設計的に厳しくなるのは認識したところだと考える。そのすべてを被保険者へ

の保険税率でもってまかなっていくのは相当厳しいと考える。年金も含めて収入が下

がっているときに、保険料を払うのは厳しいと思う。同じ社会保険として年金は給付

額を下げたりして調整分がいくつかあるが、国民健康保険は保険料を上げることはで

きても給付費を下げることはできない。国民健康保険はセーフティネットであるし、

今の制度設計を維持していくならば、前回も申し上げたが、財政支援を求めていって

ほしい。この計画とプラスして事務局は財政支援の活動のお考えがあるか、そして意

見として、ぜひやってほしい。

吉田委員　　被用者保険として申し上げたいが、後期高齢者支援金は歳入の4割を占める額を、

65歳以上の国保加入者に対しても財政支援として被用者保険から国の支援以上の負担

を行っている。今の医療保険制度を持続可能とするための根本的な問題であり、会津

若松市だけでの問題ではない。制度の問題だと認識しており、協会けんぽでも制度改

正等、国に要望している。

　　　　　　最後に、ジェネリックについての24ページの記述であるが、昨年閣議決定があり、

平成32年 9月まで 80％を目指すとなっているので正確に記述した方がよい。

会長　　　　ほかにないか。案のとおり、承認するとしてよいか。

委　員　　　異議なし。

会長　　　　続いて（3）会津若松市国民健康保険第2期データヘルス計画・第3期特定健康診査

等実施計画について、事務局より説明をお願いする。
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事務局　　　ご意見への対応状況であるが、11月 29日の第3回国保運営協議会において概要版を

もって内容の説明を行ったところであり、その後、12月 18日から1月17日までパブ

リックコメントを実施し、12月 14日には福島県国民健康保険団体連合会支援評価委

員会に赴き、意見を頂戴してきた。それらの意見を踏まえて、ご意見への対応状況と

して変更した点を報告する。被保険者の役割についての記載が不足しているとのご意

見に対しては、明確な記載がなかったため、記載を追加した。また、会議内でロコモ

ティブシンドロームにふれていないがどのように考えているかとのご指摘に対しては、

取組はしていると回答したところであるが、改めて記載を追加した。地域包括ケアの

考え方についての記載が不足していると支援・評価委員会よりご意見をいただいた。

国としても地域包括システムの構築として力を入れている。市としても連携して取り

組んでいるところであり、保険者としても今後何ができるのか今後検討する旨、記載

を追加した。また、会議において内容がわかりづらいとの意見をいただいた。個別の

事業については分かりやすく情報提供していく考えである。また、計画全体について

国保データベースシステムを活用して集計を行ったところであるがデータ不具合が

あったため改修を行った。データ全体の傾向は変更するところはなかったので、デー

タとしては内部修正した。　　

会長　　　　質疑を受け付ける。

中丸委員　　市役所の資料は横文字が多く、高齢者にはわかりづらい。ホームページでの公表と

いうことがよくあるが、パソコンがある人しかわからない。具体的なことを知るため

　　　　　には市政だよりが一番頼りになる。また、健康管理には、企業での若いうちからの健

康管理が大事で、国保の国保税にも関わってくる。労働安全など全体でやっていかな

いといけない。若いうちから健康管理できるようなシステムを作っていかないとその

後の医療費にも関わりが出てくる。

事務局　　　ホームページを見られない方も目にする機会をというご指摘であるが、公民館など

に製本を設置してご覧いただける機会を作っていきたい。他の保険との連携も取り組

むべき課題と認識しているので、今後も実現に向け検討していく。

会長　　　 ほかにないか。案のとおり、承認するとしてよいか。

委　員　　　異議なし。
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会長　　　　続いて報告案件　国民健康保険税の取り扱いについて、事務局より説明をお願いす

る。

事務局　　　国民健康保険税の課税項目の改正の内容についてであるが、現行では、国保税の基

礎課税額をもって医療機関への保険給付を行い、介護納付金課税額、後期高齢者支援

等課税額をもって、介護納付金、後期高齢者支援金を支出していた。改正後は、国保

事業費納付金を県に納めるようになる。これによって課税項目の対象に、国保事業費

納付金を入れる条例の改正を予定しているため、報告とする。施行期日は平成30年度

4月1日から、2月議会の定例会に提案する予定である。

　　　　　　また、国民健康保険税率については、据え置きとするとした。県に納める国保事業

費納付金に対応する額を国保税と国庫補助などを合わせながら県に納付するものであ

るが、納付金の一般被保険者にかかる金額の内示を受けた。その額を受け、現行の税

率のままで納付が可能と判断したため、税率は据え置くとしたものである。

　　　　　　次に、平成30年度からの国民健康保険制度についてであるが、国民健康保険運営協

議会について報告する。県が保険者となることにより改正後の国民健康保険法第11条

において、都道府県にも国民健康保険運営協議会が設置される。県の国民健康保険運

営協議会では、県全体の運営方針作成などの重要事項を審議いただくことになる。市

の国民健康保険運営協議会においては、保険給付や税率、徴収といったその他の重要

事項を審議いただく。位置づけの整理に伴い、国民健康保険運営協議会の規定を追加

するが、施行期日は平成30年 4月 1日で、2月議会の定例会に条例改正を提案する予

定でいる。

　　　　　　次に、高額療養費の改正についてであるが、ひと月に支払った医療費が高額になっ

て上限額を超えた場合に、上限額を超えた分を払い戻すというものであるが、所得に

応じて4回目以降自己負担限度額が引き下がる制度がある。保険者ごとに算定するが、

現在は市町村単位で回数を通算している。今後は保険者が県となることから、県内の

市町村間の住所異動において通算を引き継いでいく。該当の要件が拡大する。

　　　　　　三つ目として新しい保険証のイメージについてであるが、大きさや材質に変更はな

いが、保険証の交付者としての印字について、現行は会津若松市と記載されているが、

変更後は、福島県と記載されるようになる。裏面にはキビタンの絵を入れたり、県単

位になったとわかるようにデザインなどを検討している。本市においては、10月に保

険証の一斉更新を予定しているので、平成30年 10月の更新時までに現在の保険証を

引き続きみなして使い、更新後の10月以降は新しい保険証を使っていただくことにな

る。皆様に直接関係があると思われるものは、これら三点である。
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会長　　　　質疑を受け付ける。

石田委員　　　保険証について、現場として文字が小さく記載を誤ることがあり、同じサイズとな

ると文字が見ずらくなるので、部分的に文字を大きくするなどしてもらいたい。また、

行の間が開いているが、これも段違いで見間違いやすいので、アンダーラインを引くな

どすると、見やすくなる。また、元号改正にあたり西暦にするとか、今から対策はある

のか。

事務局　　　保険証の大きさについて、財布に入れるので小さい方がいいなどのご意見をいただ

いているが、サイズを変える考えは現在のところない。文字の大きさについては検討

したい。元号については、西暦ということではなく、現時点ではこのままである。

会長　　　　市町村の裁量があるのか。

事務局　　　デザインは統一だが、印刷物としての作成は市町村になる。

会長　　　　そのほかあるか。

白川委員　　納付がひと月に2回になるときがあり、資金繰りに困るのでひと月1回にお願いし

たいという話を聞いたが、お願いできないか。　　

事務局　　　納期限が2回になる理由は、納期限の設定が月末になっているため、月末が休日に

あたると翌月初めになることがあり、前月の分の月初め分と月末分で2回になること

がある。

白川委員　　システム的に変更は難しいということか。

事務局　　　口座振替の場合は、そうなることがある。納付書で納付される方は個々人の判断で

納期内に支払いとしていつでも納付していただける。12ヶ月分を 8回の納期でお支払

いいただくようになっているので、納付回数を一定程度増やすことは、納付相談いた

だければ可能である。

白川委員　　可能である旨承知した。
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会長　　　　ほかにあるか。ここで、私の議長の任を解かせていただく。円滑なるご審議にご協

力いただき感謝申し上げる。

　上記の会議録が、平成30年 1月 26日に開催された、平成29年度第4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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