
(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

１　改正の概要

　①葬祭費の支給額を県単位化に伴う市町村事務の標準化に伴い、現行の３万円から５万円

　に引き上げる。

　

　②準備金の積立上限額の積算対象経費を保険給付費用、後期高齢者支援金等、介護納付

　金、高額医療費共同事業拠出金から国民健康保険事業費納付金に改める。

　

２　理由

　　国民健康保険制度改革に伴い、以下の２点の理由に基づき条例の一部改正を行う。

　①　県と市町村の共通の事業指針として県が策定する「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が示されており、県内他自治体と給付額の統一を図る。

　　　　　

  ②　保険給付費用、後期高齢者支援金等、介護納付金は、県がその支出に対する責任を負うこ

　　ととなり、高額医療費共同事業拠出金は、廃止となる。市は、県へ国民健康保険事業費納

　　付金を納付するため、対象経費を国民健康保険事業費納付金とする。

　　

３　施行期日等

　

　平成 30 年４月１日から施行する。

　葬祭費は、平成 30 年４月１日以降に給付事由（葬儀等）の発生したものから対象。

　



会津若松市国民健康保険条例（昭和34年条例第13号）新旧対照表
現行 改正後（案）

第１章　本市が行なう国民健康保険 第１章　本市が行う国民健康保険の事務

（本市が行なう国民健康保険） （本市が行う国民健康保険の事務）

第１条　本市が行なう国民健康保険については、法

令に定めがあるもののほか、この条例の定めると

ころによる。

第１条　本市が行う国民健康保険の事務については、

法令に定めがあるもののほか、この条例の定める

ところによる。

第２章　国民健康保険運営協議会 第２章　国民健康保険運営協議会

（国民健康保険運営協議会の委員の定数） （国民健康保険運営協議会の委員の定数）

第２条　会津若松市国民健康保険運営協議会（以下

「協議会」という。）の委員の定数は、次に掲げ

る者を通じて 17人以内とする。この場合におい

て、第１号から第３号までの委員は、同数とす

る。

第２条　会津若松市国民健康保険運営協議会（国民

健康保険法（昭和      33      年法律第      192      号。以下

「法」という。）第      11      条第２項の規定に基づき

本市に置く市町村の国民健康保険事業の運営に関

する協議会をいい、  以下「協議会」という。）の

委員の定数は、次に掲げる者を通じて 17人以内

とする。この場合において、第１号から第３号ま

での委員は、同数とする。

　第３条～第６条　（略） 第３条～第６条　（略）

（葬祭費） （葬祭費）

第７条　被保険者が死亡したときは、その者の葬祭

を行う者に対し葬祭費として３万円を支給する。

第７条　被保険者が死亡したときは、その者の葬祭

を行う者に対し葬祭費として５  万円を支給する。

２　(略） ２　（略）

第８条～第10条　（略） 第８条～第10条　（略）

（準備金） （準備金）

第10条の２　本市は、次の各号に掲げる費用  　　

　　　　　　　　　　　　　　の支払に要した費用

の当該年度の前３箇年  　　の平均年額の100分の

10に相当する額に達するまで毎年度の剰余金から

準備金として積み立てるものとする。

第10条の２　本市は、国民健康保険事業費納付金

（以下「納付金」という。）の支払に要した費用

の当該年度  を含む前３  箇年の平均年額の100分の

10に相当する額  を上限とし、毎年度の剰余金から

準備金として積み立てるものとする。

(1  ）　保険給付費用

　(2  ）　高齢者医療確保法第      118      条第２項に基づく

    後期高齢者支援金等

(3  ）　介護保険法（平成９年法律第      123      号第      150

条第２項に基づく介護納付金

(4)  　福島県国民健康保険団体連合会高額医療費

共同事業拠出金

２　前項の準備金は、前項各号に掲げる費用の支払

に不足を生じたときに限り使用することができ

る。

２　前項の準備金は、同項の　　　　　費用の支払

に不足を生じたときに限り使用することができ

る。



第10条の３～第14条　（略） 第10条の３～第14条　（略）

附　則

　 　（施行期日）

１　  この条例は、  平成      30      年４月１日  （以下「施行

  日」という。）  から施行する。

　（  経過措置  ）

２  　  改正後の会津若松市国民健康保険条例第７条第

１項の規定は、施行日以後に発生した支給事由に

係る葬祭費の支給について適用し、  施行  日  前に  発

生した  給付事由  に係る葬祭費の支給  については、

なお従前の例による。

３　改正後の会津若松市国民健康保険条例第      10      条

の２の規定にかかわらず、平成      30      年度及び平成

31      年度において準備金として積み立てる額は、平

成      30      年度においては当該年度の納付金の額の      100

分の      10      に相当する額を上限とし、平成      31      年度に

おいては平成      30      年度及び当該年度の納付金の額

の合計額を２で除して得た額の      100      分の      10      に相

当する額を上限とする。



条例改正に係る国保財政のイメージ

現　行 改正後

県の国保特別会計

収入 支出

納付金 交付金

市町村の国保特別会計 市町村の国保特別会計

収入 支出 収入 支出

・国保税 ・保険給付費 ・国保税 ・保険給付費

○基礎課税額 ・後期高齢者支援金 ○基礎課税額

・介護納付金

○介護納付金課税額 ○介護納付金課税額

・後期高齢者支援金
・介護納付金

○後期高齢者支援金
　等課税額

○後期高齢者支援金
　等課税額

・高額医療費共同　　
　事業拠出金



 （諮問案件（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

（ご意見等への対応状況等）

№ 項目分類 意見事項など 修正・回答事項など

01

第 1 章　基本的

事項

　被保険者の役割について記

載が不足しているがどのよう

に考えているか。

　本計画の推進にあたり、明確に記載がなく

不足していたため、ｐ３（２）に内容を追加。

　「策定した計画は、市のホームページに掲載

し公表するとともに、国民健康保険の加入者

や関係団体等の理解と協力が不可欠となるた

め、広く周知を図っていきます。」

02

第２期データヘ

ルス計画・保健

事業の内容

　計画内にロコモティブ症候

群について入れるべきではな

いか。

　市民全体の健康づくりの計画である「健康

わかまつ21計画」において幅広い年代の運動

習慣づくりに取り組んでおり、連携している

ため記載をしていなかったが、Ｐ33(5)①に取

組内容を追加。

　「また、被保険者における65歳以上の高齢者

が4割を占めている状況から、高齢者の生活の

質を維持し、介護予防につながるよう、ロコモ

ティブシンドローム（運動器症候群）の概念

や予防方法についての情報提供を行っていき

ます。」

03

第２期データヘ

ルス計画

　国が進めている地域包括ケ

アの取組についての記載が不

足しているが、どのように考え

ているか。

　国が地域包括ケアシステムの構築を進める

なか、医療保険者としても取り組みが求めら

れてきているため、Ｐ33　（５）に内容追加。

「また、高齢化が進むなか、住み慣れた地域で

暮らしていけるような多分野の連携による環

境づくり（地域包括ケアシステム）の構築が

求められており、国民健康保険の保険者とし

ても、関係機関との連携や取り組みについて

検討していきます。」



04

計画全体 　内容が難しくわかりづらい 　個別の事業の実施にあたっては、皆さんに

取り組んでいただきやすいようにわかりやす

く情報提供を行っていく。

05

計画全体のデー

タについて

　

　本計画において、ＫＤＢ（国保データベー

スシステム）のデータ集計により分析をして

いるが、システムの汎用元である国保中央会

において、データ集計不具合解消処理に伴う

再処理を行ったことに伴い、変更となった数

値等について修正を行った。

　それに伴う分析傾向への影響はなかった。



　（報告案件(1)）

国民健康保険税の取り扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．課税項目について

（１）改正内容

  平成３０年度より、国民健康保険制度の財政運営の責任主体が県に移行することに伴い、国民

健康保険税の課税項目である基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額を

もって「国民健康保険事業費納付金」を県に納付することとなるため、会津若松市国民健康保険

税条例の一部改正を行い、課税項目の取り扱いを変更する。

（２）課税項目に係る現行制度との比較

　①　現　行　　

　　　市は、基礎課税額をもって医療機関等への保険給付を行い、後期高齢者支援金等課

   税額、介護納付金課税額をもって後期高齢者支援金、介護納付金を納付する。　

　　

　②　改正後

　　　市は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額をもって県へ 国

　民健康保険事業費納付金を納付し、県は国民健康保険事業費納付金を財源として、医療

　機関等への保険給付費に必要な費用を交付金として、全額、市町村に交付し、後期高齢

　者支援金、介護納付金の納付を一括して行う。

（３）施行期日

　平成３０年４月１日から施行する。

（４）今後のスケジュール

　平成３０年２月下旬　　市議会定例会へ条例改正提案

２．国民健康保険税率について

　平成３０年度の税率は据置とする。
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