
平成３０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３０年１１月２９日（木）午後１時～午後２時１０分

２．場　　　　所　：　会津若松市役所栄町第二庁舎１階第三会議室

３．議　　　　事　：　報　告

　　　　　　　　　　１　平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計決算概要

　　　　　　　　　　２　第2期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針の取組報告

　　　　　　　　　　３　第1期会津若松市データヘルス計画及び特定健康診査等の取組

報告

　　　　　　　　　　４　会津若松市国民健康保険税率改定の考え方について

４．委員会出席者　　　会　長　　中澤　　真　（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　　山口    壽

　　　　　　　　　　　委　員　　渡部　　暢子

　　　　　　　　　　　委　員　　江川　　清　（議事録署名人）

　　　　　　　　　　　委　員　　石田　　俊夫

　　　　　　　　　　　委　員　　桑原　　英俊

　　　　　　　　　　　委　員　　野中　　聡美

　　　　　　　　　　　委　員　　山崎　　雄一郎

　　　　　　　　　　　委　員　　原木　　和子（議事録署名人）

　　　　　　　　　　　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　　　健康福祉部長　　　　長谷川　健二郎

　　　　　　　　　　　健康福祉部企画副参事　藤森　佐智子　

　　　　　　　　　　　国保年金課長　　　　　山口　恵

　　　　　　　　　　　健康増進課長　　　　長谷川　健一

　　　　　　　　　　　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　新田　有子

1



　　　　　　　　　　　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　　渡部　さおり

　　　　　　　　　　　国保年金課主査　　　吉川　久美子

　　　　　　　　　　　

＜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　　　江川　清委員、原木　和子委員を指名する。それでは、報告案件１「平成29年度会

津若松市国民健康保険特別会計決算概要」について事務局よりこ説明をお願いする。

事務局　　　資料にしたがって決算概要を説明する。3ページをご覧いただきたい。

　　　　　　1点目、被保険者の状況について、平成29年度における世帯数は17,087世帯、被保

険者数は27,528人であり、前年度に比較し4.23％の被保険者数の減少となった。減少

傾向については、平成27年度から約 4.2％の減少の傾向が続いている。

　　　　　　2点目、決算の概要であるが、2の表をご覧いただきたい。歳入として国民健康保険

税や、医療費に対する国・県の負担分を主なものとする国・県支出金、その他交付金

として医療給付に対し国民健康保険以外の制度からの交付金、一般会計からの繰入金、

その他交付金として前年度の繰越金、あるいは返納金、共同事業交付金などである。

国保税の23億 4,782万 3,562円をはじめとして、歳入合計が145憶 7,201万6,507円

となった。歳出としては、皆さんが病院にかかった時の7割分の保険給付、あるいは

高額療養費として一度負担された分を現金給付する分を含めて80憶6,930万 4,508円

となっており、その他、後期高齢者支援金・介護納付金・共同事業拠出金として制度

間の支え合いの支出を行っているものや、保健事業として健康づくりや特定健康診査

などの経費、また、その他として人件費・事務費、前年度の交付金に係る精算などを

含めその他としているものを、合計し、142憶 389万 5,447円となった。歳入歳出の差

し引きについて、資料に記載はないが、3億6,812万 1,060円の黒字となった。これに

ついては、平成30年度に繰越をした。なお、この繰越の中から、平成29年度に国か
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らいただいた交付金あるいは一般会計からの基準外としていただいた額を平成30年度

で返還する措置をとっている。会計全体としては、黒字決算となっている。加えて基

準外として一般会計からいただいた額と、平成29年度の超過交付となった精算を繰越

金の範囲内で精算することができたので、財政としては健全な運営をできたものと考

えている。

　　　　　　決算の特徴として、3の（1）にある基準外繰入だが　一般会計の繰入金の中に含ま

れている。一般会計の繰入金については制度化されたものがあり、それ以外で決算補

填を目的としたものを基準外繰入と呼んでいる。年度途中で大きく国保税の減額がみ

こまれたために基準外繰入をして収支均衡を保ったところたが、実際には使用するこ

となく、翌年度において清算ができたものである。

　　　　　　（2）の、国民健康保険税の収納額であるが、前年度と比較して大きく減額となった。

決算概要の表において、1憶 3,112万 1,348円であり、前年度と比較し5.29％の減額

となった。要因としては被保険者数の減少が大きな要因であると分析をした。

　　　　　　（3）、保険給付費だが、一人あたり医療費が平成28年度と比較し、5,254円の増

となった。被保険者数が減少しているにも関わらず、一人あたり医療費が伸びている

状況であり、保険給付は国保税の減額より小さな幅でしか減少していないという現象

になっている。一人あたり医療費については、平成25年度においては30万 3,872円

であり、年々あがる傾向にある。これについては、医療の高度化、高齢化が原因であ

ろうと分析をしている。

　　　　　決算の概要は以上である。

会　長　　　質問はあるか。

平林委員　　歳出に共同事業拠出金とあるが、どのような過程で使われたものか。

事務局　　　決算概要の歳入に共同事業交付金が含まれた上で支出したものである。高額な医療

費に対し、保険者の間で再保険事業として行われているものであり、交付金を各市町

村が支払いながら、県全体で医療費の増減によってその多寡によって交付金をいただ

きながら急激な増減に備えていくという事業である。何百万もの医療費が発生した場

合に、予想の範囲を超え医療費がかかることがある。各保険者が基準に従って拠出金

を払い、それを財源として医療費の急激な変化に対応できるよう、ルールに従って保

険者に再配分するという事業である。

平林委員　　どこで行っているのか。
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事務局　　　福島県では、福島県国民健康保険団体連合会で市町村からの拠出金を財源に、再度

配分をし直して市町村に交付するものである。

平林委員　　今後も発生するのか。県が主体となった場合にはなくなるのか。

事務局　　　委員ご指摘のとおり、県全体で財政運営することになっているため、平成30年度

から廃止となっている。

　　　　　　

江川委員　　歳出の保健事業費について、歳出の比率として、県内での位置付は高いのか低いの

か。

事務局　　　それぞれの市町村の予算規模は把握していないが、保健事業が導入された当初では

国民健康保険税に対して1％を確保して保健事業を行うという目標が立てられていた。

今はその目標はなくなっているが、それを目指して行っている。具体的には、特定健

康診査や特定保健指導、一般的な健康づくりとして食育などの啓発活動に使っている

費用である。

江川委員　　国保税の1％というしばりがなくなったとのことだが、他市と比べ、傾向として上

がっている下がっているのか。

事務局　　　傾向はつかんでいないが、会津若松市としては事業として、特定健康診査受診率向

上に努めているところであるが、実際、被保険者数が減少している状況にあり、率と

して上がっても数として減っているということであり、事業費として同程度の規模

だったり増加させていくということが実際できていない状況である。

白川委員　　歳出のその他で、28年度と29年度を比べて1憶 7千万程度、パーセントにして

34％増加しているが、主にどんな費用なのか。主に人件費とのことだが、人件費を含

んでいるということなのか。

事務局　　　その他の内訳について主な経費を説明する。先ほど、黒字の中で翌年度返還と説明

したが、毎年、返還金等の年度間調整が出てくる。具体的には国からいただいた交付

金を翌年度返還するもの、一般会計からお借りしたお金を返還するものである。諸支
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出金として国に返還した額が　平成28年度が3,378万 217円に対し、平成29年度が

9,731万 8,082円であり 6,000万弱増えている。また、一般会計繰出金としての返還額

が平成28年度1憶 1,856万 2,914円、29年度が1憶 2,428万 9,000円であり、1,400万

円程度増加しており、この2つが大きな要因である。

谷津委員　　会社でいうと、平成29年度は収入から支出を引くと3憶 7千万あるが、県に一本化

になったときに会計の精算をすると思うが、余剰金がでたときはどう処理する考えな

のか。

事務局　　 平成29年度の3億6,800万に対し、基準外分を返還した差額については、国保事業

費準備金という基金があるので、積み立てをしている。今後、歳入欠陥になったとき

に基金を使って財源の調整をしていく扱いとしている。平成30年度は、給付にかかる

費用は県から交付金として交付されることになっており、交付金の執行残額が出た場

合は同じように翌年度に精算することとなる。ただし、翌年度の事業費納付金が精算

の対象となっているのでそれ以外で剰余金が発生した場合には、積み増しあるいは次

年度の財源として活用していくことになる。

谷津委員　　赤字になった場合との話があったが、人口が減ったり収納率が減ったりして、仮に

県から市に1憶の納付金の割り当てがきたのに　7千万しか集められなかったというと

き基金から出すということか。

事務局　　　納付金は年度当初に決まるので、その時点で不足が見込まれる場合には、基本的に

は国民健康保険税の税率を上げるか検討し、またその時点の基金の活用も含め検討し

ていくことになる。予算作成の時点では収支の均衡をとれる形になるわけであるが、

何らかの理由で歳入欠損となる場合にそこは基金で埋めていくことになる。　

谷津委員　　決算で報告いただく場合、収支だけでなく、基金額がいくらあるのか、あるいは利

益の部分の報告をしていただくとよいと考える。

事務局　　　次回の会議から基金残高や運用について報告申し上げたい。実際、準備金の積立金

は平成29年度末で8,425万 5,000円保有額がある。平成30年度の決算見込みとして

差額を積み増しする予定であるが、平成30年度に使用する状況にならなければ決算見

込みとしては、1憶 1,790万円程度の基金保有額になるものと見込んでいる。
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会　長　　　そのほかあるか。報告案件2「第2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」事務局よりこ説明をお願いする。

事務局　　　資料4ページ、第2期会津若松市事業運営健全化指針について報告する。健全化指

針の第2期は平成29年度が計画期間の最終年度となっている。第2期の取組としては、

国保税の適正賦課と収納率向上、医療費適正化や健康づくり、その他ジェネリック医

薬品の使用拡大など取り組んできたところだが、その結果について報告をする。

　　　　　　まず 1点目、国保税適正賦課と収納率向上であるが、計画期間中2年ごとに見直し

をすることとし、現年度分の収納率を92.5％確保することを目標に取り組んできた。

国保税率の改定については、平成27年度に、平成28年度平成29年度の2年分の税率

を改定した。

　　　　　　次に、国保税調定額、収納額、収納率であるが、収納率については、平成29年度現

年度91.36％であり、目標の92.5％には届かなかった。取組としては（2）の記載のと

おり①から⑤までについて行った。

　　　　　　国保推進員の訪問による納付勧奨、口座振替やコンビニ納付の推進、夜間や休日窓

口の開設、短期保険証や資格証明書交付による納税相談機会の確保また、財産調査の

実施や財産差押などの取組を行ったが、目標率は達成しなかった。

　　　　　　2点目、医療費適正化への取組として5ページをご覧いただきたい。レセプト点検

を大きな取組として行った。①被保険者資格の点検であるが、資格の異動により手続

きのタイミングによっては資格がないのに保険証を使ってしまったなどがおこるが、

その点検によるもの、②請求内容の点検としてレセプトの請求内容について点検し、

疑義があるものは減額の査定を得るものである。③給付発生原因の把握であるが、交

通事故や傷害などの第3者の行為によるものは保険給付の対象とならないので、加害

者に請求するものである。取り組んだ結果、平成29年度の実績として①②③の合計が

9,152万 4千円であり財政効果を得られた。これらについては歳入として得た、または

歳出を抑制したというものである。この取組については、財政効果額が診療報酬明細

書の請求額の1％を目標として取り組んできた。効果額としては、診療報酬明細書の

請求額 80憶 3,254万 5千円に対し、9,152万 4千円であり、1.14％の効果率となり目

標を達成したものである。また、ほかに重複頻回受診者への訪問指導として、保健指

導を含め重複頻回受診の方20人に実施した。

　　　　　　3点目め、健康づくりへの取組、4点目ジェネリック医薬品の取組については、この

後に第1期データヘルス計画・特定健康診査の実施状況において報告する。今後の取

組としては、国民健康保険税の収納率について目標達成できなかった反省をふまえ、
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納税交渉スキルアップや、収納率向上に関する先進事例など他市で収納率が伸びてい

る事例を参考に取り組みを検討していく。また、預金調査などの財産調査を強化し、

担税能力を早期に見極め処分の可否を判断してまいりたいと考えている。医療費適正

化については、現行の取組が成果を上げているので、引き続き着実に取り組んでいく。

報告は以上である。

会長　　　　質問はあるか。

白川委員　　2点聞きたい。1点目は収納率であるが、平成28年度に比べ若干ではあるが、努力

した姿が見うけられるが、プライバシーの問題など難しい状況であると思う。かと

いって公平の制度からするといただくというのは本質だと思うので努力をお願いした

い。2点目として、レセプト点検員について聞きたい。専門員9名が専従で行っていて

9,152万のプラスが出たということだが、②の過誤調整について、80憶に対して過誤

調整が、3千万円は個人的には少ないのかなと感じる。①の保険者の資格点検につい

てであるが、9名の点検員が行っているのか、市の職員が行っているのか。将来どう

やっていくのかも含めてお聞きしたい。

事務局　　　1点目は、ご指摘であると思うが、肝に銘じて取り組んでいく。

　　　　　　2点目の9名のレセプト点検員についてであるが、②の請求内容点検、③の給付発

生原因の把握の点検に主に取り組んでいる。①の被保険者資格点検についてであるが、

医療機関から提出されるレセプトについては、国民健康保険団体連合会を通じ市に請

求内容がまわってくるため、まず国民健康保険団体連合会において機械的に資格の有

無を点検している。3,341万 9千円の効果額が物足りないとのご指摘であるが、国保連

合会での機械的な1次点検の精度が上がっており、機械的に発見できる資格点検につ

いては調整されたうえで市町村にまわってくる。市町村ではさらに深く内容点検する

作業になるが、国民健康保険団体連合会の精度が上がれば上がるほど目でみた点検で

見つけるのが難しくなってくる。技術的には何か月分かを縦覧で点検したり、1人の

人の医療機関受診などを横覧で点検するといったあらゆる手法を通じて行っている。

点検員の技術・知識が向上すれば、内容請求に出せる分も多くなってくると思うので、

研修に努めて効果額の確保に努めていく。

　　　　　

白　川　　　専門員は外部委託なのか。

事務局　　　非常勤特別職として9名いる。担当者の指示を受けて行っている。
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白　川　　　調剤とか診療とか点検技術をお持ちと考えていいのか

事務局　　　資格ある者もない者もいる。採用の際に経験や資格のない方についても、専門員同

士の研修や外部の研修により、在勤年数とともに技術を磨いてきた方々となる。

会　長　　　そのほかあるか。次に、報告案件3「第１期会津若松市データヘルス計画・特定健

康診査等の取組報告について」事務局よりこ説明をお願いする。

事務局　　　6ページをご覧いただきた。第１期会津若松市データヘルス計画については、疾病

の早期発見、早期治療につながり、結果として市民の健康増進と医療費の適正化につ

ながるものとして健康づくりなどに取り組んできたところである。この第１期データ

ヘルス計画についても平成29年度が計画の最終年度となる。生活習慣病の発症や重症

化の予防を目的とし、虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性腎不全の発症に関わる高血圧

症やメタボリックシンドロームを減少させる取組を最優先に事業を行ってきた。事業

の内容としては大きく特定健康診査、特定保健指導に取り組んできたところである。

　　　　　　まず 1点目、特定健康診査であるが、集団健診として公民館やコミュニティセン

ターなど 14箇所で、6月から 11月までのべ 42日間行った。施設健診については医療

機関のご協力をいただき医療機関 41か所で、6月から 11月末まで行った。受診率向上

の取組として、特に平成29年度については、電話勧奨を実施した。4年間未受診者へ

は訪問による受診勧奨も行い、それらにより375人に受診いただいたものであり、受

診者の増加に効果があったものである。

　　　　　　特定健康診査の目標は、国が市町村国保における受診率として掲げている 60％を目

標に取り組んだが、46.2％であり、目標には届かなかった。が受診率は平成28年度に

比べ若干ではあるが上がっており、受診率向上策の効果があったものと考えている。

男性や、若い方の受診率が低いという課題を抱えている。次に、特定保健指導である

が、7ページの2をご覧いただきたい。平成29年度の目標値は実施率 63％を目標に実

施してきた。内容としては、保健指導が必要な方に実施するわけであるが、初回の面

接として保健師による訪問や市役所での個別面談の方法で、健診結果が出る8月から 3

月まで実施してきた。それ以降、継続的に支援が必要な方へは個別面接や電話などで

9月から 8月まで取組を行ってきた。結果としては、66.7％であり実施率を向上させる

ことができた。

　　　　　　8ページをご覧いただきたい。特定健康診査または特定保健指導を受けた皆さんの
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特定健診の検査結果を用いて事業の評価を図るものである。10項目について、悪化し

ていない、または良くなっている、または喫煙率の減少や年間透析患者数の減少、生

活習慣病にかかる一人当たり医療費の抑制、ジェネリック医薬品の普及率向上などを

掲げた。平成29年度目標に対し、〇×で記載しているが、実際目標を達成できたのは

〇のついた4項目であり、それ以外は達成できなかったという結果となった。すぐに

結果として現れてこない、数値が改善しない側面もあり難しさがある。また一人当た

り医療費については、医療の高度化や診療報酬の改定の増となる要因は分析しきれな

い部分があり、単純に額の評価をせざるを得ず、実際には増加傾向にあるのが現実で

ある。

　　　　　　今後の取組について9ページをご覧ください。第2期データヘルス計画でも、生活

習慣病の発症や重症化予防、高血圧症・糖尿病・脂質異常症の減少などを目標として

いる。第2期データヘルス計画の目標につなげていくように取組を強化していく。

　　　　　　一つ目、引き続き特定健診の受診率や特定保健指導の実施率の向上に努める。2点

目、肥満解消や肥満予防のための生活習慣に対する啓発強化、3点目として血圧や腎

機能などの保健指導を効率的に行い保健指導を強化していく。透析患者数については

目標を達成しているが、腎機能低下者は年々増加している状況にあるため、新たな透

析患者を減少させるということで糖尿病性腎症重症化予防プログラムを作成している。

それに基づき医療機関の協力をいただきながら主治医の先生と連携し実施してまいり

たい。報告は以上である。

会　長　　　質問はあるか。次に報告案件４「会津若松市国民健康保険税税率改定の考え方」に

ついて事務局よりご説明をお願いする。

事務局　　　10ページをご覧いただきたい。概要として、平成30年度より国保の財政運営の責

任主体が県に移行したことに伴い、医療費の給付に必要な財源は、県が市町村に交付

することになった。市町村は、引き続き資格管理をはじめ国保税の賦課、徴収等の事

業を担い、国保税を財源とし県へ国保事業費納付金を納付することになるものである。

　　　　　　11ページをご覧いただきたい。国民健康保険税について簡単に説明する。平成29

年度までは、図の県と市のやりとりの部分がない形で行ってきた。国民健康保険税を

被保険者よりいただき、それをもって後期高齢者医療制度へ後期高齢者支援金を、介

護保険へ介護納付金を拠出し、ほかに市から医療機関へ保険給付を行って、このよう

に国民健康保険税が使われてきた。県単位化になると、後期高齢者支援金・介護納付

金の支払いは県全体分をまとめてそれぞれの機関に県が行うこととなる。市としては

国民健康保険税を国保事業費納付金として県へ納付する。県は、集めた納付金をもと
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に後期高齢者支援金・介護納付金の支払い、市町村へ必要な保険給付費を交付するし

くみになる。市は国保事業費納付金を県に納めるために、それに見合う歳入が得られ

るか検討し税率を検討することになる。

　　　　　　税率改定にかかる基本的な流れについては、10ページの2をご覧いただきたい。納

付金額決定には県が県全体の保険給付必要額を見込み、それに対し、国県支出金、共

同事業などを調整し、県全体で納付金としての必要とする額を決める。次に、被保険

者数や医療費、所得の水準などにより市町村ごとに計算し、会津若松市事業費納付金

が決まる。会津若松市は、会津若松市事業費納付金を納めるために、国民健康保険税

とそのほかに※注にある調整分として、低所得者数に応じて国県から保険税の法定軽

減分に対していただく保険基盤安定分や健康診査を実施した際の国・県の負担などの

歳入を除き、さらに市が保険者として給付している全体調整に入らない葬祭費などを

加算するなどして、そういった加減算の結果、会津若松市の国民健康保険税としての

必要額を計算する。実際の収納においては、現実には途中の資格の異動や収納率が

100％にはならないなどあるため、収納率で割り返し課税額を算出し、被保険者数など

を勘案し、税率を検討していくことになる。税率については所得割・均等割・平等割

とあるが、これについては、12ページをご覧いただきたい。国保税額の3つの項目が

あるが、医療分については医療機関に受診した際の自己負担 3割分以外にあてるもの

であり、保険給付費として決算でご報告したものにあて、後期高齢者支援金はそれに

あて、介護納付金についてはその支払いにあてるものであり、それぞれ所得割、均等

割、平等割がある。

　　　　　　12ページ(3)は、現行の税率とその税率を使ってどのように計算するのかモデル

ケースを示したものであるが、今回は説明を省略する。

　　　　　　このように会津若松市では、平成31年度の国保事業費納付金に対する税率をどうし

ていくかをこれから検討していくことになる。今後のスケジュールとして、国保事業

費納付金の額について県の通知を待ち、情報収集や会津若松市の医療費動向を検討し

ている最中である。平成31年 1月下旬には税率改正の必要があれば諮問し答申をいた

だき、2月議会には税率改正の条例改正を提案するという流れになっていく。説明は

以上である。

　　　　　

会　長　　　質問はあるか。

平林委員　　会津若松市の税率は、平均的な率なのか。
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事務局　　　12ページにある3つの項目、所得割・均等割・平等割とあり、それぞれの項目にお

いてはそれぞれ若干、上下があるが、これらをあわせた全体的な率については平均的、

中間に位置していると考えている。

会　長　　質問がないようなので、以上で議長の任を解かせていただく。

上記の会議録が、平成３０年１１月２９日に開催された、平成３０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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