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四條畷市国民健康保険運営協議会 

 

１ 日 時   令和２年２月１３日（木曜日） 午後２時００分 

 

１ 場 所   市役所 本館３階 委員会室 

 

１ 案 件   （１）国民健康保険条例の改正について 

        （２）国民健康保険財政安定化基金の活用について 

        （３）令和２年度 国民健康保険特別会計予算（案）について 

        （４）国民健康保険料減免の見直しについて 

        （５）その他 

                    

１ 出席者   会長 小寺  勝   副会長 島 弘一 

        委員 吉田 涼子    委員 加藤 時正 

        委員 佐倉 公子    委員 野中 憲一 

        委員 上田 とよ子   委員 西村 進一 

        委員 近藤 明喜子   委員 村上 広美 

        委員 佐伯 昌彦    委員 濱地 慎一郎 

 

１ 欠席者   委員 山添 定明    委員 新井 敏之  

         

１ 事務局   健康福祉部長             松川 順生 

健康福祉部次長兼保健センター所長   豊留 利永 

        保険年金課長             髙津 和憲 

同課長代理           髙岡 裕一 

同主任             秋 和宏 

徴収対策課長             杉本 一也 

同主任             利根 祐佳里 
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開会 午後２時００分 

 

事務局 

 

 

 

 

 

本日は、お忙しいところ御出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

私、保険年金課長の高津と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

会議の前に先日お送りさせていただきました資料の確認をさせていただ

きます。資料を本日お持ちでない方がおられましたら、ご申出のほうお願

いいたします。 

いらっしゃらないようでございますので、会長よろしくお願いいたしま

す。 

会長 

 

みなさん、こんにちは。本日お忙しいなか、出席いただきましてありがと

うございます。 

ただいまより、令和元年度第２回四條畷市国民健康保険運営協議会を開催

いたします。開催にあたりまして、市長からご挨拶をいただきたいと思い

ます。 

市長 委員の皆様、こんにちは。 

本日、国民健康保険運営協議会の開催をお願い申しあげましたところ、

委員の皆様におかれましては、公私たいへんお忙しいにもかかわりませず

ご参加を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 また、委員の皆様方には、平素から、市政の各般にわたりさまざまな分

野で格別のご支援・ご協力を賜り、この場をお借りしまして重ねてお礼を

申しあげます。 

さて、本協議会におきましては、国民健康保険条例の改正案、こちらは

２月３日付けでご諮問させていただきましたものでございますが、こちら

についてのご審議、及び令和２年度予算案のご説明に加え、国保財政安定

化基金の活用並びに保険料減免の見直しについてご説明をさせていただく

予定としております。 

そのなかで、被保険者の保険料の負担軽減の観点から、安定化基金を活

用して、保険料を引き下げていく、というような判断をさせていただいた

ところでございますが、こちらはあくまでも一時的なものでございまし

て、令和6年度以降は市民の皆さんが安心して暮らしていけるよう、収支

両面にわたるさらなる改善が必要であるという認識に立っております。 

委員の皆様におかれましては、国保の運営に対しまして、今後とも、な

お一層のご指導を賜れれば、とお願い申しあげ、極めて簡単ではございま

すが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

会長 どうもありがとうございました。 

市長におきましては他の公務のためここでご退席となります。 

ありがとうございました。 

（市長退席） 

それでは本日の出席者数を報告願います。事務局、お願いします。 

事務局 

 

本日の出席数は12名です。従いまして、国民健康保険条例施行規則第4条

第1項の規定により、本会議は成立しますことをご報告いたします。 
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なお、山添委員さま、新井委員さまにおかれましては、他の所用のため

欠席する旨の連絡をいただいております。以上でございます。 

会長 はい。報告の通り本会議は成立いたしますので、議事に入らせていただ

きます。 

まず、本日の会議録署名委員に、上田委員さん、近藤委員さん、よろし

くお願いいたします。 

それでは、案件１の「四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例

について」を議題といたします。 

事務局に内容の説明を求めます。 

事務局 

 

それではまず、条例改正につきましてご説明いたします。資料の２ペー

ジをお願いいたします。 

｢改正の概要｣をご覧ください。 

①の賦課限度額の引き上げにつきましては、平成３０年度の政令改正に

より６１万円に引き上げられ、令和２年度の府内標準保険料率の算定に用

いられたことから、それに準じて引き上げるものでございます。 

次に、②低所得者に対する軽減判定基準額につきましては、政令の改正

により、ご覧のとおり、５割軽減は５，０００円、２割軽減は１万円引き

上げられたことに伴い、低所得者の負担軽減を図るため、それぞれ引き上

げを行なうものでございます。 

次に、保険料の賦課割合につきましては、令和６年度からの統一保険料

率に向け、段階的に切り替えていく必要があることから、令和２年度は、

所得割を４９%から４８%に、平等割を１７%から１８%に改正するものでご

ざいます。 

次に、新旧対照表に沿ってご説明いたします。５ページ６ページをお願

いいたします。第１５条は保険料の基礎賦課額に係る賦課割合の改正でご

ざいます。 

次に、第１５条の６は、基礎賦課額に係る賦課限度額の改正部分でござ

います。 

次に、第１５条の６の５は、後期高齢者支援金の、第１５条の１０は、

介護納付金の賦課額に係る賦課割合を改正するものでございます。 

次に、第２０条は保険料の減額に係る規定で、第1項は減額後の上限額

の改正でございます。同第２号と次ページに移りまして、第３号は、軽減

判定基準額の改正でございます。 

第５項、第６項は、引用する賦課限度額の改正でございます。 

条例改正に係る説明は以上でございます。 

会長 ただいま事務局の方から説明がありましたけれども、本件は四條畷市国

民健康保険条例の改正ということで、本協議会に意見を求められているも

のでございます。これより質疑に入ります。本件につきまして質疑のある

方はおられませんか。 

はい、Ａ委員。 

Ａ委員 条例改正ということで、賦課限度額と軽減の判定基準の改正ということ

ですけれども、前にも申し上げたとおりで、政令準拠の事項なので、でき

るだけ早い時期に条例自体を政令準拠の形にした方がいいのではと思って

おります。昔は、限度額は政令の額とは乖離していたことがありましたが
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今は完全に一致してますので、政令に準ずることでここに挙げる必要がな

くなってくると思います。賦課限度額については、去年に４万円、今年で

３万円上がっており、急激にふえているのでびっくりしておるんですが、

この点はそういう計算式があってされているということで聞いているの

で、仕方がないかな、とは思いますが、今までは１万円ずつぐらいしか上

がっていなかったので何か理由があれば教えていただきたい。 

後は、今年１年かけて、条例改正されたらどうかな、というのは要望で

す。以上です。 

会長 事務局おねがいします。 

事務局 

 

政令に準拠する、ということでございますが、今回の限度額の引き上げ

につきましては平成３０年度の政令改正の引き上げの分を準拠している、

ということで、なぜかといいますと、今回大阪府が保険料の算定に使って

いる限度額を、３０年度分の改正の数字を使ったということで、それを政

令準拠に条例改正すると３１年度の数字を使うということで、整合性がと

れないかな、というところで、統一化する令和６年度以降でしたら政令改

正してもいいかなと思います。 

あと、限度額の引き上げに関しまして、国の方では被用者保険の最高額

のランクが全体の０．５～１．５％になるようにということで法令化され

ております。それを国保においても１．５％までになるようにということ

で、順次国は限度額を引き上げている、という状況でございます。以上で

す。 

会長 Ａ委員、限度額の引き上げについて、よろしいですか。 

Ａ委員 結構ですよ。めんどくさいから一緒に、と思ったので。軽減判定だけで

も一緒であればしておいて手間を少なくしておいたら、と思いまして。限

度額については理由があるのであればそれでけっこうです。 

会長  他に質疑のある方ございませんか。 

ないようですので、この案件につきましては質疑を終わらせていただき

ます。それでは皆様にお諮りいたします。 

当協議会に諮問のあたりまして四條畷市国民健康保険条例の一部改正に

ついて、当協議会としては原案のとおり答申してよろしいか。 

 

（異議なしの声） 

 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、四條畷市国民健康

保険条例の一部改正につきましては原案どおりといたします。 

なお、本件についての答申書の作成につきましてはわたし、会長に一任

されたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議がないようですので、わたし、会長に一任させていただきます。 

それでは、四條畷市国民健康保険条例の一部改正に対する当協議会の意
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見として、市長あてに答申いたします。 

なお、後日にはなりますが委員の皆様には答申の写しを送付させていた

だきます。 

次に、案件2の「令和2年度国民健康保険特別会計当初予算案について」

を議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 

はい。予算案と基金とは大きく関連いたしますので、まず基金の活用に

ついてご説明させていただきます。 

１１ページ・１２ページをお願いいたします。 

国保財政安定化基金の活用と保険料についてご説明いたします。 

財政安定化基金の現状は、平成３０年度末で約４億６，４００万円で、

今年度に次の議会に補正予算を計上し、約８，５００万円を積み立て、計

約５億５千万円になる見込でございます。 

次に、制度改正後の財政収支につきましては、平成３０年度の状況を精

査したところ、保険給付費等交付金が交付されることとなり、保険給付費

の増高による予算不足が解消されたところでございます。 

もうひとつの歳出の柱である「事業費納付金」の財源を、保険料等で賄

えるか否かがポイントとなります。平成３０年度は、約２，１００万円の

マイナスとなりましたが、この要因は、大阪府が被保険者数を見込む際

に、多大に見込んだため、事業費納付金も膨らんだものでございます。 

一方で、制度改正により、独自で活用できる財源として、ご覧のとおり

４種類の交付金等が約８，３００万円あり、結果、未精算の交付金も含

め、次年度に約９，０００万円を繰り越すことができました。 

今後の財政収支につきましては、前述の独自財源それぞれ減額増額があ

るものの、およそ７，０００万円程度は確保できるのではないかと見込ん

でいます。 

事業費納付金は、制度改正初年度ということもあり、誤差が大きくなっ

たと思われますが、今後順次精査されて、誤差が小さくなると推測いたし

ております。 

また、収納率についてはこれまで上昇を続けている状況から、少なくと

も令和５年度までは大きな落ち込みはないものと予測されます。 

以上のことから、制度的に安定性が増し、少なくとも令和５年度までは

黒字基調で推移する見込みでございます。 

今後の基金の活用については、基金保有額が５億円を超える見込みであ

ること。財政的に赤字になりにくい制度となり、この基金の設置当初の目

的であった、「保険給付費の増高」や「保険料収入の減少」に対応できる

見込となったこと。基金の原資は保険料であること、などから、また、基

金の活用について、当協議会の委員から保険料引き下げに活用すべきとの

ご意見を踏まえ、昨年度に比べ大幅に保険料引き下げの財源として活用す

ることといたしました。 

令和２年度から令和５年度の４年間に、毎年１億円ずつ活用を図りま

す。ただし、将来の収納不足に備え一定額を確保いたします。 

令和５年度から令和６年度の保険料が大幅な引き上げになることから、

２％の収納率の低下を見込んでおります。 
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また、被保険者数は、平成２８年の被用者保険の適用拡大により減少し

ており、今後更なる適用拡大が予定されているところでございます。後期

高齢者への移行者が増加傾向にあるうえ、令和４年にはいわゆる「団塊の

世代」の移行が始まるところでございます。 

こういった状況から、被保険者数が１万人を割り込むと、規模別標準収

納率というものがございまして、被保険者数が少ない方が収納率がいいだ

ろうということで、２%以上アップすることになりまして、事業費納付金

が増加いたします。 

この上下４％の収納不足の財源として、回復期間を８年間と見込み、 

約１億３，４００万円を確保するものでございます。 

 

次に、１２ページをご覧ください。基金の活用による保険料への効果に

ついてご説明いたします。 

１億円は、一人当たり８，６６２円、１世帯あたり１４，４４６円の効

果がございます。 

令和２年度の保険料の賦課割合については、急激な変動を避けるため、

今年度は所得割、均等割、平等割をそれぞれ４８：３４：１８とするもの

でございます。えー、資料に誤りがございました。４８：３４：１６にな

っておりますが、１８の誤りでございました。賦課割合の改正を行なった

ところでございます。 

令和６年度の標準保険料率の賦課割合は、おおむね、所得割４５%、均

等割３３%、平等割２２%が想定されます。 

表をご覧ください。 

表では、４パターンの世帯を想定いたしております。 

①は、両親と子ども２人の世帯を、②では、高齢者２人世帯を、 

③では、ひとり親世帯と子ども２人の世帯を、 

④では高齢者１人世帯を設定しております。 

令和元年度と基金未投入の場合と令和２年度と元年度、基金未投入との

比較を示しております。 

基金の活用に係る説明は以上です。 

会長 先ほど失礼いたしました。案件２は「国民健康保険財政安定基金の活

用」でございました。これより質疑に入ります。 

ご質疑がありましたら。はい、Ａ委員。 

Ａ委員 従来からお願いしていました、基金の活用を保険料に回して頂けるとい

うことで喜んでおります。今年はこの４年間の計画の中で１億円というこ

とで、これで結構だと思うのですが、状況を見ながらもっとつぎ込めると

きは判断してつぎ込むようなことを考えていただければ、とも思います。 

あと、４年間の暫定措置ですので、４年後には保険料が上がるというこ

とを毎回被保険者に対して広報をしっかりしてほしいと、これはお願いで

す。 

会長 ほかにございませんでしょうか？ 

Ｂ委員 すいません。私あまりわかってなくて、お伺いしたいですが。次ページ

に特別会計予算がありますが、さっきの安定化基金の繰入金が１億円ある

んですが、これの金額のことなんですか。 
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事務局 

 

予算は後ほど説明する予定でしたが、ご質問につきましては元年度には

１２１８万９千円を繰入れたのですが、２年度はそれを１億円にするとい

うことでございます。 

Ｂ委員 それでは、１番の他会計繰入金とありますが、この１億円の上の欄です

が、これはいわゆる法定外繰入金になるのでしょうか。 

事務局 

 

これは、一般会計からの繰入ということで、法定の繰入分でして、基本

的に法定外の繰入はしておりません。 

Ｂ委員 わかりました。 

会長 Ｂ委員、これでよろしいでしょうか。 

他にございませんでしょうか。はい、Ａ委員。 

Ａ委員 １点だけ教えてほしいんですが、先ほどの説明のなかで、事業費納付金

が今回、被保険者数が実質大きく上回ったため納付金額が多大になったと

お聞きしたんですが、要は大阪府の計画した被保険者数が大きかったとい

うことで大きくなったのかな、という印象なんですが、本来でしたら、翌

年度で精算なり、実質に応じた形になると思うんですが。後にその辺を踏

まえて見直していく、という記載はあるんですが、これ、多めに数を計画

していれば多めに納付金が納められる、という理解でいいのか。最初は精

算ないというのも仕方ないが、ちゃんと見張っていないと。言ってみた

ら、自由に計画立てて多くもらえる、というのはおかしいのではと思うん

ですが。その辺どうですか。 

事務局 

 

事業費納付金は基本的には精算がございません。ですので、高めに言わ

れれば損をするし、低めに言われれば得をする、という形です。被保険者

数は基本的には、国が示す係数なりを利用しての推計です。国でも大阪府

でも精査しているとは思うんですが、３０年度はかなり人数的に多く設定

されました。３１年度につきましても、多めに設定がありましたので、独

自の推計として本市では被保険者数を使ったという経緯がございます。た

だし、これが行えるのは令和５年度まででございますので、委員のおっし

ゃるとおり大阪府が示す数字というものをチェックしていかなければいけ

ないと重々感じているところでございます。 

Ａ委員 実際どうなのかよくわかりませんが、その金はどうなるのかなと。納付

金納めると、それはたぶん府の会計のなかに入るんですよね。過大になっ

たら、その金はどうなるのかなと。でこぼこがあって４年間推移するなら

それで良いけれど、いつも多めに設定していたら金が余って、府が得をす

ることになるんじゃないかな、と。精算がないなんて簡単に言うのはもっ

ての他じゃないかなと。しっかり見ていてもらって、要望なりしてもらっ

たらな、と思います。 

事務局 

 

大阪府が結果的に多く取りすぎた、黒字が大きくなったという場合に

は、次年度に活用する方針ですので、個々の市町村では損、得は出るかも

わかりませんが、全体としてはそれは保険者に還元されるということでご

ざいます。 

会長 他にございませんでしょうか。 

ないようでございますので、次に案件３、「令和２年度国民健康保険特

別会計当初予算案について」を議題といたします。 

事務局に内容の説明を求めます。 
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事務局 

 

次に、令和２年度予算についてご説明いたします。 

資料の１３ページをお願いします。 

令和２年度の予算総額は61億5,324万2千円で、前年度に比べ1億2,316万

3千円、2%の減となっております。 

まず、歳入の保険料につきましては、10億3,775万9千円で、前年度比

6,748万7千円、6.1％の減で、これは先ほどの基金活用により減額となる

ものでございます。 

次に、府支出金は43億8,657万9千円で、前年度比1億5,415万8千円、

3.4%の減で、この要因としましては、歳出の保険給付費の減によるもので

ございます。 

次に、繰入金につきましては、7億1,577万5千円で、前年度比9,358万7

千円、15%の増で、基金繰入金の増が主な要因でございます。 

次に、諸収入につきましては、1258万円で、前年度比464万円、58.4%の

増で、延滞金加算金及び過料を実績に合わせ増としたことが主な要因でご

ざいます。 

次に歳出つきましては、総務費の1億1,300万1千円は、前年度比413万7

千円、3.5%の減で、主な要因としましては、総務管理費の人件費等の減に

よるものでございます。 

次に、保険給付費につきましては、42億5,048万9千円で、前年度比1億

6,478万5千円、3.7%の減で、この要因としまして、被保険者数が、令和元

年度は12,059人、令和2年度は11,539人の設定で、520人、4.3%の減による

ものでございます。 

次に、国民健康保険事業費納付金につきましては、16億4,798万2千円

で、前年度比1,596万3千円、6.7%の増で、その要因としましては、医療分

保険料の増によるものです。 

次に、保健事業費は、7,552万7千円で、前年度比656万7千円、9.5%の増

で、これは保健師の雇用などによるもので、この後別途説明いたします。 

最後に予備費は財源調整によるものでございます。 

以上が、予算の説明でございます。 

次に保健事業についてご説明いたします。 

事務局 

 

それでは保健事業についてご説明いたします。さきほど机上で配布させ

ていただきました四條畷市国民健康保険事業実施計画書をご覧いただきた

いと存じます。内容につきましては令和２年度に変更した内容を中心にご

説明いたしたいと存じます。 

２ページをご覧いただきたいと存じます。特定健康診査の実施期間につ

いてですが、これまで７月から翌年３月までの９ヶ月間実施しておりま

す。受診者の受診しやすい環境整備のために大東四條畷医師会のご協力の

もと来年度の令和２年度から通年実施で拡充してまいりたいと考えていま

す。 

つづきまして４ページをお開きください。下段の若年健康診査事業につ

いてご説明いたします。こちらにつきましては、１５歳から３９歳までの

若年健康診査につきましても特定健康診査と同様に通年実施で来年度から

開始したいと考えております。 

恐れ入りますが３ページにもどってください。中段の⑤の大阪府の健活
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マイレージアスマイルの普及協力について説明します。アスマイルにつき

ましては令和元年１０月から１８歳以上の府民や各市町村の国民健康保険

の被保険者を対象にした大阪府の健活マイレージアスマイルが開始されて

おります。被保険者の特定健康診断受診について受診者にはポイントが付

与され、初回受診者には３，０００円相当の電子マネー等がプレゼントさ

れるものでございまして、本市としましては特定検診の受診者数増加に寄

与するものとして市の事業等あらゆる機会を通じて普及啓発に努めてまい

る考えでございます。 

最後に、特定保健指導につきましては、昨年度と同様に委託事業者にて

業務をすすめてまいりますが、さきほど予算案にて説明いたしましたよう

に、加えて保健センターの保健職員による訪問保健指導や特定保健指導を

利用されていない方を対象にした家庭に訪問して勧奨することを直営で実

施したいと考えておりまして、特定保健指導の実施率の向上にむけた取組

みを進めてまいりたいと考えております。以上簡単ではありますりが保健

事業のご説明とさせていただきます。 

会長 特別会計の予算案令和2年度について、これより質疑に入ります。質疑

のある方どうぞ。 

はい、Ｃ委員。 

Ｃ委員 特別会計の予算案令和2年の分で出されておりますが、全体の2パーセン

ト減ですが決算の見込みをしてから計画をされていると思うのですが。前

回は見込みが出ていたと思いますが今回はでていないのには、なにか理由

があるのですかね？ 

事務局 

 

委員のおっしゃるとおり、決算見込みを毎回あげておりました。言い訳

がましくなりますが、この時期での決算見込みがかなり外れることが多

く、年度末にバタバタと交付金が決まるという事情がありまして、４項目

もありますので、省略をさせていただきました。 

現在収支状況は実質収支で約4190万円というところでございます。先ほ

ど申しましたとおり交付金などの精算がでてきますのではっきりとした金

額はつかめないのが実情でございます。 

また次回、検討させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

会長 ほかにございませんか？ 

はい、Ａ委員。 

Ａ委員 この席で言うべきかわかりませんが、今聞いていて、アスマイルなんで

すが、お金でつるのはあまり上品ではないな、と思いました。 

保健事業なんですが、国保に限ったことではないですが、四條畷市民が

もっと健康になれるような施策ができないかといつも思っています。 

健診も大事なんですが、できないかもわかりませんが、みんなが意識を

もって健康になるようなことを、保健センターが教えてあげられたら、健

康な市になれるのではと思います。重要なのは、保健センターの役割で、

普段の生活で、よく寝ることとか、過食にならないこととか、みんなが意

識をもって健康にできるような、なんでも薬を飲んで医者にかかってとい

うことがないような、保健センターがリーダーシップをもってやってもら

えたら、と思います。これは僕の願いですね。市長ではないのですが。そ
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れをするのはいつも保健センターですので。決められただけの事業だけで

はなく四條畷市民が本当に健康になれるような、寿命が来たらぽっくり行

けるような、施策のなかでそんな取組みをしてほしいと思います。 

会長 ほかにございませんか？ 

はい、Ｂ委員 

Ｂ委員 健診のことなんですが、市でがん検診、特定健診を実施されていると思

いますが、うちの協会健保でもなかなか健診受診数がのびないのが現状で

す。協会健保では、市町村でやられている集団検診とがん検診の同時検診

をお願いしているのですが、大阪府内の市町村はだいたい半分はご協力い

ただいています。 

四條畷市は今年度はできていなかったんですが、来年度からはなんとか

やっていただけるのではないか、と聞いています。ぜひ連携していただ

けるようにどうぞよろしくおねがいします。 

あと、４Pに若年健康診査事業、なかなか４０歳よりももっと早くする

べきではないかと意見は様々ありますが、されるのは非常に良いと思いま

すが、健診された後の保健指導もあわせてされるのかお伺いします。 

事務局 

 

はい、来年度、協会けんぽと特定健診とのセットつきましては実施した

い旨、意向の方は回答させていただいて、日程調整の部分という形になっ

ております。うちのがん検診の方の検診車の方に来ていただいて実施する

方向で考えております。 

２点目の若年健康診断に関してですが、来年度の事業のところでもある

のですが特定健診と健康管理システムがこれまでシステム化されておりま

せんでしたので導入のところもあわせて計画しています。実情としまして

は、若年健康診査は保健指導までにはいたっていません。保健師を雇用し

て保健指導の強化を考えておりますので、若年健康診査についても積極的

に考えていきたいと思っています。 

会長 他にございませんでしょうか。 

ないようですので、案件３の「令和２年度国民健康保険特別会計当初予

算案について」の議題を以上で終わらせていただきます。 

 

次に、案件４の「国民健康保険料の減免の見直しについて」を議題とい

たします。 

事務局 

 

それでは１４ページをお願いします。 

保険料の減免見直しについて、ご説明いたします。 

現在、本市が行っている減免項目は、後に説明いたしますとおり、１０

項目ございます。しかし、制度改正に伴う府内保険料統一のひとつとし

て、減免項目の統一も掲げられており、その項目は、「災害」「収入減

少」「拘禁」「旧被扶養」の４項目でございます。 

制度改正時の平成３０年度に、この４項目については共通基準との整合

を図ったところですが、他の項目については、激変緩和期間中に段階的な

削減を検討することとし、今回、その方向性をまとめたものでございま

す。 

その内容は、大きく分けると、継続させるもの、廃止するもの、一部見

直しを行なったうえで廃止するものに分類いたしました。廃止または見直
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しするものについては、１年間の周知期間を置き、令和３年度に実施いた

します。 

その改廃内容についてご説明いたします。 

まず、１番の「災害」につきましては、被災者に対する救済制度で、共

通基準であり、令和6年度以降も継続いたします。 

次に、２の１「離職」と、次の２の２「収入減少」を合わせてご説明い

たします。２の２の「収入減少」は、業績不振や失業等が生じた年の収入

と、保険料算定の対象となった収入とを比較し、その減少率に応じて減額

するものですが、例えば離職時期が１２月の場合、その年の収入と保険料

算定対象収入、つまり前年中収入にほとんど差がなく、この減免を適用で

きないため、２の１を設け、一律に所得割を減額することとしたもので

す。 

この収入の算定方法を見直すことにより、２の１については２の２でカ

バーすることができるため、令和２年度に廃止するものです。２の２につ

いては、算定方法を見直したのち継続いたします。 

次に、３番の「障がい者」については、福祉的減免ですが、現行では所

得制限がなく、また、障害の程度も「手帳所持者」としているため、軽度

の人も対象としています。これらについては、健常者との公平性から所得

制限と等級制限を設けたうえで、令和６年度に廃止するものでございま

す。 

次に、４番の「長期入院」につきましては、入院の長期化による収入の

減少と医療費の負担に着目した項目ですが、収入の減少については、先ほ

どの２の２の適用があり、経済的負担については、高額療養費制度や一部

負担金減免制度などを利用することができることから、令和３年度に廃止

いたします。 

次に、５番の「多人数世帯」につきましては、課題としまして、減免額

は「軽減相当額を控除しない」としているため、軽減世帯も該当すること

となり、２重の軽減となるケースがあることで、令和３年度に、この２重

軽減を解消した上で令和６年度に廃止するものでございます。ただし、こ

の多人数世帯には子どものいる世帯が多く、現在、国で議論されている子

どもの保険料の無料化や減額が実施された場合は、見直しを行う必要がご

ざいます。 

次に、６番の「老年者等」につきましては、所得が軽減基準額の１．２

倍以下の場合、「算定額の３０%減額」となるため、２割軽減世帯の保険

料より下回ることとなること、先ほどの項目と同様、２重減免になるケー

スがあること、基準額の１．５倍は、ケースによっては低所得者とはいえ

ない世帯も対象になるという課題があることから、軽減世帯を対象から除

外し、軽減基準額の１．５倍を削除したうえで、減免の程度を応益額の２

０%に変更します。 

この項目は、令和３年度に見直し、令和６年度に廃止します。 

次に、７番の「旧被扶養者」につきましては、被用者保険の被扶養者で

あった方が、扶養者が後期高齢者医療へ移行したため、国民健康保険に加

入となったケースで、共通基準のためそのまま継続いたします。 

次に、８番の「拘禁」につきましては、平成２９年度までは「その他」
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のなかに含めていましたが、項目を独立させ、共通基準との整合を図った

ところで、このまま継続いたします。 

次に、９番の「その他特別理由」につきましては、課題として、借入金

返済のうち、住宅ローンの返済と家賃の支払が大半を占めていること。住

宅ローン返済は資産形成につながり、減免の形でそれをフォローする形と

なっていること、家賃の支払は多くの家庭で負担しているもので、いわば

家賃補助のような形になっていることから、一般世帯とのバランスを考慮

し、令和３年度に廃止いたします。 

これまでの実績につきましては、資料のとおりでございます。以上でご

ざいます。 

会長 これより質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。 

Ａ委員 読ませていただいて、ローン減免とかどうかと思っていたが、いろいろ

と精査いただいた結果だと思います。２段階とか考えていただいたので、

いい案だと思います。 

会長 他に質疑のある方ございませんか。 

ないようでございますので案件４「国民健康保険料の減免について」

は、以上で終わらせていただきます。 

次に、案件５の「その他」とありますが事務局、何かありますか。 

事務局 

 

案件ではございませんが、前回の協議会において最近からジェネリック

医薬品の普及率にかかる目標値について質問がございまして、設定してい

ないと回答しておりましたが、本市のデータヘルス計画において設定いた

しておりましたので訂正させていただきます。 

平成３０年度の初年度を６５％としまして、毎年３％ずつ引き上げて令

和６年度には８０％の目標値をかかげています。なお前年度の目標値は６

８％で元年１０月審査分においては７１．９１％です。目標値はクリアし

ているものの、市町村平均の７２．１８％に達していない状況でありま

す。目標値もさることながら、まずは市町村の平均値を超えるように努め

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

会長 保険課でジェネリックを使った、というのは実績でわかるんですか。 

事務局 

 

ジェネリックの数値ですが、国保連合会がデータを公表しておりまし

て、その公表している数値でございます。 

会長 この件について、なにかご質問ありますでしょうか 

ないようでございますので、これで、本日の案件は全て終了いたしまし

た。 

長時間にわたり慎重にご審議賜りありがとうございました。 

これにて会議を閉会したいと思います。ありがとうございました。 

 

（午後２時５５分閉会） 

 


