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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８月２０日（木曜日） 午後２時００分 

 

 ２ 場 所   市役所 本館３階 委員会室 

 

 ３ 案 件   （１）新型コロナウイルス感染症の影響に伴う四條畷市国民健康保険 

条例の一部改正等について 

         （２）令和元年度国民健康保険特別会計決算見込みについて 

         （３）その他 

                    

４ 出席者   会長 小寺  勝    

         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 新井 敏之 

         委員 佐伯 昌彦    委員 濱地 慎一郎 

 

５ 欠席者   副会長 島 弘一   委員 山添 定明    委員 村上 広美  

         

６ 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                板東 彰 

同課長代理           髙岡 裕一 

同主任             秋  和宏 

同事務職員           黒井 諒 

徴収対策課長             杉本 一也 

   同主任             谷口 美江 
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開会 午後２時００分 

 

〇事務局 

それでは、定刻となりましたので始めさせていただきたいと思います。皆様方には、お忙し

いところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

ただ今から、令和 2 年度第 1 回四條畷市国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

協議会の開会にあたり、東市長からご挨拶を申し上げます。 

 

〇市長 

 令和 2 年度第 1 回四條畷市国民健康保険運営協議会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ 

申し上げます。 

本日は、当協議会の開催をお願い申し上げましたところ、委員の皆様におかれましては、 

公私ご多用の折にも関わりませず、ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

 また、委員の皆様方には、平素から、市政の各分野にわたり格別のご支援、ご協力を賜って

おりますことに、心から感謝とお礼を申し上げます。 

 本日の協議会では、国民健康保険事業における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う条例

の一部改正等について報告させていただくこととしております。これまでの間、本市では新

型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、国及び大阪府の方針を踏まえた対応を行うとと

もに、市民生活の支援や市内事業者への支援など、様々な対策と支援に取り組んできました。

その中では、当該感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する保険料減免等を実施

させていただいているところでございます。この報告の他、令和元年度決算見込みのご説明

をさせていただくこととしております。 

国保特別会計では平成 5 年度以降、令和元年度においても黒字を計上することができました。

国保制度の現状におきましては、高齢化の進展などに伴い、被保険者の低所得化や、高齢者

の割合が高くなることによる医療費の増大など、構造的な課題を抱え、厳しい財政状況とな

っておりますが、令和 6 年度の府内統一化を見据えつつ、経過措置期間中におきましては、

保険料や減免基準について段階的な対応を講じるなど、今後も引き続き市民の方々が安心し

て暮らすことができるよう、国民健康保険事業の適正かつ安定的な運営に努力を傾けてまい

ります。 

委員の皆様方には、本市国民健康保険事業の運営に対しまして、今後とも、なお一層のご支

援、ご協力をお願い申し上げ、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。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 
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〇事務局 

次に、本日出席しております。事務局職員を紹介させていただきます。 

【委員紹介】 

【事務局職員紹介】 

 

〇事務局【松川 健康福祉部長】 

以上で、本日出席の事務局職員の紹介を終わらせていただきます。 

なお、公務の都合上、市長はこの場で退席させていただきます。 

 

(市長退席) 

 

〇事務局 

それでは、ここからは小寺会長に進行をお願いしたいと思います。 

会長、よろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

はい。それでは、最初に、事務局から本日の出席委員を報告願います。 

 

〇事務局 

本日の出席者数は 11 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。なお、島副会長様、山添委員様及び村

上委員様におかれましては、他の所用のため欠席する旨のご連絡をいただいております。 

 

〇会長 

報告のとおり、本会議は成立いたしております。 

それでは、四條畷市国民健康保険条例施行規則第 5 条第 2 項の規定に基づき、会議録署名委

員の指名を行います。本日の会議録署名委員に西村委員さんと新井委員さんにお願いいたし

ます。 

先ず、議事に入る前に、事務局から配布資料の確認をお願いします。 

 

〇事務局 

 委員皆様方には、資料を事前に配布させていただいておりますが、本日、お持ちでない方は
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おられませんでしょうか。また、報告案件として 1 件、追加資料を机上に配布させていただ

いております。当日の連絡となり申し訳ございませんが、案件（3）として、後程ご説明させ

ていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

案件（1）「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う四條畷市国民健康保険条例の一部改正等につ

いて」 

〇会長 

はい。お手持ちの資料、よろしいですね。それでは議事に入ります。案件（1）の「新型コロ

ナウイルス感染症の影響に伴う四條畷市国民健康保険条例の一部改正等について」を議題と

いたします。 

事務局に内容の説明を求めます。 

 

〇事務局 

 案件（1）新型コロナウイルス感染症の影響に伴う四條畷市国民健康保険条例の一部改正等に

つきまして、ご説明いたします。 

 先ず始めに、本案件の報告についてでございますが、本来であれば当協議会での審議を経た

後、対応していくものと認識しているところではございますが、感染症の拡大をできる限り

防止するなどの緊急性を有しており、国保運営協議会には後に開催される直近の協議会にお

いて報告等を行うこと、という内容のものでありましたので、会長の方へは事前に報告をさ

せていただき、条例等の改正を行ったものでございます。 

 それでは、資料の 2 ページをご覧ください。 

 1 点目に、傷病手当金の支給に係る四條畷市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大をできる限り防止するためには、労働者が感染又は、

感染が疑われる場合も含め、休みやすい環境を整備することが重要であることから、令和 2

年 3 月 10 日、新型コロナウイルス感染症対策本部による新型コロナウイルス感染症に関する

緊急対応策第 2 弾において、国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイル

ス感染症に感染するなどした被用者に、傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額

について国が特例的な財政支援を行うことが盛り込まれ、同日付けで厚生労働省担当課から

傷病手当金の支給について検討するよう要請がありました。 

 これに伴い、国保条例の改正に合わせ補正予算を行ったものでございます。 

 条例の一部改正の内容といたしまして、対象者は、給与の支払いを受けている被保険者のう

ち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状がありその感染が疑われる
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者としています。 

 支給対象は、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日とし、支給期間

につきましては、支給開始日から起算して 1 年 6 か月を超えないものとしています。 

 1 日当たりの支給額は、直近の継続した 3 か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額

の 3 分の 2 に相当する金額でございます。なお、標準報酬月額等級から算定した一定の上限

額を設定し、給与等の全部又は一部を受けることができる期間は傷病手当金を支給しません

が、算定額より少ない場合はその差額を支給するものでございます。 

 この条例は、令和 2 年 5 月 25 日の公布の日から施行し、適用期間を令和 2 年 1 月 1 日から 

同年 9 月 30 日以後の規則で定める日までとしていますが、今月 8 月 17 日付け厚労省から、

終期につきましては、令和 2 年 12 月 31 日まで財政支援の期間とする旨の通知がありました。 

 以上の改正内容につきましては、国の財政支援の内容と同一の内容としております。 

 補正予算の内容といたしましては、対象者が何人になるかを予測することが難しく、その時

点で支給額を見込むことが困難な状況でありますが、予算を組む時点におきましては、大阪

府で公表されている 4 月の府内検査実績をもとに、9 月末までの期間に換算した人数割合を 

用いて、被保険者のうち給与収入のある人の一日当たり給与額を参考に、就労不能期間を約 

2 週間とするなどにより、80 万 2,000 円を全体の総支給額と見込み、歳出では保険給付費の

傷病手当金に、歳入では府支出金の保険給付費等交付金にそれぞれ増額したものでございま

す。 

 被保険者に対しましては、6 月号の広報紙及びホームページに掲載するとともに、令和 2 年度

の国民健康保険料納入通知書にチラシを同封し全被保険者に周知を行っているところでござ

います。 

 申請の受付け状況といたしましては、2 件程度の問合せはあったものの、実際の申請件数は 

0 件となっており、現時点では申請がない状況が続いております。 

 傷病手当金の支給に関する国保条例の一部改正についての説明は以上でございます。 

続きまして、資料の 6 ページをご覧ください。 

2 点目は、保険料減免に係る四條畷市国民健康保険料減免規程の一部を改正する規程の制定に

ついてでございます。 

 令和 2 年 4 月 7 日に閣議決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、

生活に困っている世帯や個人への支援として、国民健康保険料、介護保険料等の減免を行っ

た市町村等に対する財政支援についての記載が盛り込まれました。その後、国補正予算の成

立を受けて国から、令和 2 年 5 月 1 日付け新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減

少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に対する財政支援の基準について通知があり、

当該基準を踏まえて、できる限り速やかに保険料の減免に係る周知広報や申請受付を開始す

るよう要請があったものであります。 
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 これに伴い、国保減免規程の改正に合わせ補正予算を行ったものでございます。 

 規程の一部改正の内容といたしましては、保険料減免に対応するための条項を追加したもの

でございます。 

（1） 対象者は、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な 

傷病を負った世帯に対しては全額を、新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維

持者の事業収入等について、30％以上の減少が見込めるなど、①～③のすべての項目の要件

を満たす場合には、当該世帯の被保険者全員について算定した保険料が減免対象となります。 

（2）計算方法は、減少が見込まれる主たる生計維持者の前年の所得と今年の新型コロナウイ

ルスの影響を受けた収入、これをもとに C 分の B で収入の落ち込み割合を算出し、その率を

保険料額に掛けることになります。収入の落ち込んだ主たる生計維持者の収入の落ち込んだ

割合分が減免対象の保険料額となります。減免割合は、前年の合計所得金額に応じて、減免

額又は免除の割合として、全部から 10 分の 2 までの割合に分かれております。次ページを 

ご参照ください。 

減免額の算定は、減免対象の保険料額に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗

じて減免額を確定することになります。 

なお、この算定に関わらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の廃止や失業

があった場合は、全額を免除する他、非自発的失業による軽減制度の対象となる人には、当

該減免は行わないことになりますが、事業収入等の減少が見込まれる場合には、ア．に記載

の C の前年中の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した

後の所得を用い、イ．に記載の（ｄ）の減免割合の判定は、非自発的失業による軽減前の所

得を用いて保険料額の算定を行うことになります。 

（3）減免対象となる保険料については、令和元年度分及び令和 2 年度分の国民健康保険料で、

令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間に納期限が設定されているものでございま

す。 

 この減免規程は、令和 2 年 6 月 8 日の公布の日から施行させていただいており、以上の改正

内容につきましては、国の財政支援の内容と同一の内容としております。 

 被保険者に対しましては、傷病手当金と同様に、6 月号の広報紙及びホームページに掲載する

とともに、令和 2 年度の国民健康保険料納入通知書にチラシを同封し全被保険者に周知を行

っているところでございます。 

 申請の受付状況といたしましては、令和 2 年 7 月末時点の状況で、令和元年度分として、申

請件数 137 件、額にして約 550 万円となっており、令和 2 年度分は、申請件数 153 件、額に

して約 3,400 万円となっております。 

補正予算の内容といたしましては、加入者の異動もある中、減免額を見込むことが困難な状

況でありますが、令和元年度の 7 月末から 3 月末の離職率及び所得減少の伸び率を用いるな
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どにより、令和元年度分の予算額として 828 万 4,000 円を見込み、歳出としては諸支出金の

償還金に、歳入では 10 分の 10 を特別調整交付金として受けることになるため、府支出金の

保険給付費等交付金にそれぞれ増額補正を予定しております。また、令和 2 年度分では、予

算額として 5,134 万 3,000 円と見込み、現年度分一般被保険者国民健康保険料から減額補正し、

これに見合いの歳入といたしましては、10 分の 4 を特別調整交付金として府支出金の保険給

付費等交付金に、残りの 10 分の 6 は災害等臨時特例補助金として国庫支出金にそれぞれ増額

補正を予定しております。この国保特別会計補正予算につきましては、9 月に開会予定の定例

議会に上程すべく進めているところでございます。 

 保険料減免に係る四條畷市国民健康保険料減免規程の一部を改正する規程の制定についての

説明は以上でございます。 

 

〇会長 

はい。ではこれより質疑に入りますが、質疑のある方どうぞ挙手をお願いします。 

はい。A 委員どうぞ。 

 

〇A 委員 

条例改正と規則改正について説明いただきましてありがとうございます。 

この議案をもらい思ったことは、運営協議会の存在の意義です。 

もともと、保険料や給付に関しては、運営協議会で諮って、それはある意味専門性を持って、

協議し、その協議をした中で、議会に上げて議決していく。 

特に、条例については議決事項なのでそういう順番で進めないといけないというものなので

す。 

今回、コロナのため説明頂いたことをすると思いましたが、もうすでに施行されておりダメ

ではないかと思ったのが正直なところです。 

手続きとしては、そういう手続きを踏むいとまがない。緊急性があることであれば、そうい

うこともないことはないけども。その辺をしっかり検討して施行したのか。その辺が気にな

ります。 

ここでこのような条例改正のものが、運営協議会で諮らなかったら、運営協議会ですること

がありません。そんなことで、まず手続き的に問題だということが一つあります。 

もう一つは、減免の方は、問題ないと思います。 

コロナだから収入が減ったということで、そういうことに対して、減免すると。収入や、死

亡されたりということで、収入が激減した時に、減免するということが議決事項じゃなく、

担当課で、規則で改正できる庁会議でできるものなので。 

そのことについては問題ないかと思いますが、内容ですが傷病手当金ということになります
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よね。 

これは法律の上でどのようになったかいうと任意給付になるものなんです。 

元々は、国民健康保険ですから。病気に関して出産とか相殺もありますが、基本的には病気

に関するもののリスクに対応するための保険制度、これは、基本的な制度なんです。 

社会保険の中では傷病的にと言って病気になったことにより、給料が減ると病気が原因とい

うことで、傷病手当金を払う制度はあるんですよ。 

ありますが、国保については、任意給付ということになっているので、市町村がどうしても

必要な時に行うべき内容なんです。 

ところが、国が補助してくれるからそれで実施するかもしれないという議論もあるかもしれ

ませんが、国保の中では、こういうことを、傷病手当金を支給するようなことは馴染めない

なと思ってます。 

ここで傷病手当金という制度がしかも諮りもせずに議決されたことも不満に思っています。 

傷病手当金については、何故議会でしてくれなかったといいますと給料の算定っていうのは

難しいんですが、国保にあたっている中の被用者保険だけを対象にしている。そのため、勤

務している人だけを対象に、ごく一部でまだ申請もございません。そういう人の対象のため

に仮にそのようなことがあっても国保の傷病手当金は使わずに市でやれば良いと思います。 

補助金くれるかどうかわかりませんが、それを原因に収入減になったことを補填するという

ことで、市でやれば良いと思います。 

この傷病手当金の制度は、そのようなことに使うものではないと思います。 

このことについて反対しようと考えていましたが、これは緊急ことで、補助金も頂けるから

良いのではと皆さんに言われそうなことですが、思いとしては、国保でやる必要はないと思

っていました。 

傷病手当金は、収入が激減した被用者保険、勤務してる人の給料の補填だけだと、有り得な

いです。 

どのような方かと考えましたが、日雇いの人も日雇い健保がある。小さな事業所でも現在、

社会保険管理できます。保険管理をしてない個人事業所みたいなところで給料を持っている

ような人の給料がなくなった時は少し考えにくい。被保険者の中で本当にごく一部です。 

もし、実施するのであれば国民健康保険全般の人の被保険者の中で、実際にどのような人が

対象で、年金の人は減らないためコロナ対策としては関係ありません。しかし、事業者や自

営業の人は、コロナに影響することがあります。そのような人に対して実施するのであれば

問題ないと思います。 

傷病手当金を実施するのであれば、そのような人たちも対象に入れたような傷病手当金を、

支給すべきだと思います。そのようなことを考えずに被用者保険だけ実施するのかと思って

いました。 
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国の財政支援があれば、実施するということが国の言いなり府の言いなりだと思います。 

市の独自性なしに実施するのは間違っていると思います。 

このことについては今後このようなことがないように、運協にかけられなかったのか、 

できるはずです。皆さんを集めたら会議はできます。 

きちんと検討はしたのか、反対しませんが、財政的なことで補助金がでて一部の人が喜ぶの

であればしょうがないかなと思います。制度的には問題あると思っており、その辺のところ

を府や国に意見聞くのではなく市としてどう緊急があるのか、そこをどう判断したのかを聞

きたい。その点だけ聞かせて下さい。 

 

〇会長 

ただ今の質疑に対する答弁を事務局へ求めます。 

事務局、お願いします。 

 

〇事務局 

はい。委員からご指摘いただいてる内容につきまして、市国民健康保険運営協議会への諮問

につきましては、国民健康保険の規定によりまして、保険給付及び保険料の徴収その他の重

要事項を審議することとなっているところでございますが、今般の新型コロナウイルス感染

症の感染拡大をできる限り防止するため、国におきまして、緊急対応策がとられ、労働者が

感染した場合等において休みやすい環境を整備することが、重要であるとの観点のもと、そ

の対応のための要請を受けたものでございます。ご指摘いただいておりますが大阪府からは、

国民健康保険運営協議会への諮問については、これを求めないとして構わないものとして、

直近で開催される国民健康保険運営協議会への報告を行うよう連絡を受けておりました。こ

のことから、事務局といたしましては、事前に会長の方へ給付事業及び減免対応の緊急性が

高いことについて報告をさせていただいた上、改正を行ったものでございます。今ご指摘を

受けまして、今後につきましても、適正な国民健康保険運営協議会の運営に努めて参りたい

と思っておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

もう 1 点、傷病手当金の支給について、お話があったところでございますが、この度の傷病

手当金の支給につきましては、被用者保険の対象者に対して支給するものではなく、国民健

康保険被保険者である被用者を対象とするものでございます。傷病手当金の支給につきまし

ては、国民健康保険法の規定に基づく、任意給付として、様々な就業形態の被保険者が加入

してることを踏まえて、保険財政上余裕がある場合などに自主的に条例を制定して行うこと

ができることになっております。しかしながら今般の新型コロナウイルス感染症を対応策と

して、感染拡大の抑止に資することを目的とされております。本市におきましては、委員か

らご指摘いただいておりますように、これまで条例を定めて傷病手当金を支給することはご



- 10 - 

ざいませんでしたが、今回の緊急対応策に基づく、国からの要請を受け、すでに健康保険制

度において被用者を対象とした傷病手当金が支給されているという状況もございましたので、

国民健康保険制度においても、緊急的特例的な措置として、支給することになったものと認

識をしております。以上でございます。 

 

〇会長 

はい。A 委員いかがですか。 

手続き面では大変失礼なことになってしまいましたけれど。 

 

〇A 委員 

今後こういうことになっても仕方がないと思います。緊急でできないこともありますので、 

基本的にはまず、正当な手続きを踏む努力をしてほしいと思います。 

僕は国や府の越権行為だと思いますが、地方自治なので市が決めることだと思っています。 

そのあたりを今後、そのようなことがないようにせっかくこのような場を設けているわけな

ので緊急で大変な時こそ集まり、協議するべきだと思います。 

現在、2 月と 8 月に定例的に行っていますが、こだわらず随時、必要な時に召集するというこ

とを検討されたら良いのではと思います。 

前からお伝えしている保険料の中で、条例改正を色々と行って、賦課制限額、軽減の額を決

定は条例改正するが、そのことも協議会で諮ってもらっていないですよね。 

諮る必要のない国で法律で決まったものをそのまま適用するものですので、条例の中で国の

決定は適用する或いは、前年度分の国の基準を適用するというような規定をつくる。そうい

うことを検討してほしいと前から伝えています。そういったものは、条例も必要ないためも

う一度考えていただいて本当に必要な時に協議をしてほしいと要望しております。お願いし

ます。 

 

〇会長 

他にございませんでしょうか。 

ございませんようですので、案件（1）については以上で終わらせていただきます。 

 

 

案件（2）の「令和元年度国民健康保険特別会計決算見込みについて」 

 

〇会長 

それでは案件（2）の「令和元年度国民健康保険特別会計決算見込みについて」を議題といた
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します。 

事務局の方から内容の説明を求めます。 

 

〇事務局 

それでは令和元年度決算見込についてご説明いたします。 

私の方からは、保険年金課所管部分についてご説明いたします。 

資料の 12 ページをご覧ください。 

１ 歳入歳出決算額見込でございます。 

まず、歳入の主な項目につきましてご説明いたします。 

国民健康保険料は、11 億 3,036 万 9 千円で、前年度比 97.8％ 、約 2,500 万円の減でございま

す。これは、被保険者数の減少によるものでございます。 

次に、府支出金は、43 億 956 万 5 千円で、前年度比 98.5％、約 6,500 万円の減でございます。

これは、歳出の保険給付費及び国民健康保険事業費納付金の減に伴う減少によるものです。 

次に、繰入金につきましては、6 億 2,670 万 7 千円で、前年度比 104.8％、約 2,900 万円の増

でございます。この主な要因としましては、職員退職手当に係る経費及び保険料引き下げの

ため財政安定化基金からの繰入によるものです。 

次に、繰越金は 9,061 万円で、対前年度比 45.8％、約 1 億 700 万円の減でございます。 

歳入合計は、61 億 8,329 万円で、前年度比 97.4％、約 1 億 6,500 万円の減でございます。こ

の減少の主な要因としましては、次年度に繰り越す実質収支において、平成 30 年度以降は、

大阪府が財政運営の主体となり、医療費は大阪府から交付され、市からは事業費納付金とし

て大阪府に納付する仕組みへと変更になったことにより、単年度収支に大幅な変動がなくな

ったことによるものです。 

次に歳出につきましては、総務費は、1 億 1,605 万 3 千円で、110.0％、約 1,100 万円の増で、

職員の退職による退職手当の支給に伴い増加したことによるものでございます。 

保険給付費につきましては 41 億 9,733 万 7 千円で、前年度比 99.2％、約 3,200 万円の減とな

っています。要因としましては、被保険者の減少によるものでございます。 

国民健康保険事業費納付金は、16 億 3,201 万 8 千円で、前年度比 97.5％、約 4,100 万円の減

となっています。これは、徴収した保険料等を大阪府に納付するものでございます。 

次に、保健事業費は、4,860 万 2 千円で、前年度比 109.3％、約 400 万円の増でございます。

その要因としましては、新規データヘルス事業の実施に係る費用の増加でございます。 

次に、基金積立金は、8,537 万円で、繰越金から国庫負担金等の精算による返還金等を除いた

額を積み立てております。 

次に、諸支出金は、1,589 万 8 千円で、前年度比 25.4％、約 4,700 万円の減となっております。

その要因としましては、国庫負担金等の精算に伴う返還金が減少したものでございます。 
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歳出合計は、60 億 9,538 万 7 千円で、前年度比 97.4％、約 1 億 6,200 万円の減でございます。 

歳入歳出差引額は、8,790 万 3 千円の黒字で、単年度収支は、270 万 7 千円のマイナスでござ

います。 

次に、13 ページをご覧ください。 被保険者数等の状況でございます。 

（1）世帯数及び被保険者数の表をご覧ください。 

令和元年度は前年度に比べ、世帯数で 242 世帯の減少、被保険者数で 504 人の減少でござい

ます。 

その主な要因としましては、その下段、（2）被保険者数数増減内訳の表で、後期高齢者医療

制度への移行が 577 人となったことによるものでございます。 

次に、（3）加入状況につきましては、加入率が、世帯数で 30.1％、被保険者数で 21.2％とな

っており、いずれも 1 ポイントあまり減少しています。 

次に、14 ページをご覧ください。（1）保険料率の状況でございます。 

令和元年度の保険料率は記載のとおりで、30 年度に比べ、一部を除き所得割、均等割、平等

割において増加の傾向にあります。 

次に、（2）賦課限度額につきましては、大阪府の賦課限度額の変更に伴い、医療分のみ増額

となり、その他につきましては前年度と同額となっております。なお、限度額世帯数等は記

載のとおりです。 

次に、15 ページをご覧ください。 

（3）調定額の状況につきましては、1 世帯当たり調定額は、14 万 7,717 円で、前年度比

101.89％、一人当たり調定額は、9 万 2,230 円で、前年度比 103.41％と、それぞれ増加して

います。 

次に、（4）収納率の状況でございます。 

現年度分は、92.83％で前年度に比べ 0.1 ポイントの増となっております。 

滞納繰越分は、31.15％で、前年度比で 1.41 ポイントの増でございます。 

次に、（5）保険料の軽減の状況につきましては、件数は 4,711 件で、前年度比 96.9％、149

件の減少、金額は 2 億 4,780 万 3 千円で、99.9％、25 万 3 千円の減となっております。 

次に、（6）保険料減免の状況でございます。 

件数は、401 件で、前年度比 100.8％、3 件の増となっております。 

金額では、3,419 万 2 千円で、前年度比 120％、569 万 1 千円の増となっております。 

これは、所得減少に係る減免が、前年度と比べ件数で 22 件、金額で約 700 万円増加したこと

が、主な要因でございます。 

次に、16 ページをご覧ください。給付の状況でございます。 

記載のとおり費用額は、減少しておりますが、一人当たり費用額は 3.5％の増加となっており

ます。 
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その他給付費の状況は、ご覧のとおりとなっております。 

以上、簡単ではございますが、保険年金課所管部分についての説明とさせていただきます。 

続きまして保健センターより説明させていただきます。 

 

〇事務局 

続きまして保健事業についてご説明いたしますので 18 ページをお開きいただきたいと存じま

す。令和元年度からジェネリック医薬品普及促進事務を除いた保健事業を保健センターに一

元化して行っております。 

まず特定健診健康診査の受診率につきましては、29.1％と前年度に比べ 1.9 ポイント減少して

います。 

例年、3 月に駆け込み受診が多い状況ですが、新型コロナの感染症の流行による外出自粛によ

り、検診を控える傾向によるものと考えています。 

前年度の平成 31 年 3 月と比較しましても、受診者が 43 ポイント減少している状況でがん検

診も同様の減少となっている状況でございます。 

今年度につきましては、厚生労働省からの通知により、新型コロナによる緊急事態宣言の区

域指定を踏まえ、特定健診の実施を中断し解除後の 5 月 25 日に対象者に受診券を送付し検診

を再開しています。 

受診率向上に向けた取り組みにつきましては、業務委託により実施しており、過去 7 年間の

受診履歴や、結果などのデータをもとに被保険者を五つに分類しながら、受診勧奨通知や、

電話による受診勧奨を実施しています。 

次に、特定保健指導につきましては、14.4％と、前年度に比べ、8.8 ポイント上昇しています。 

上昇の要因につきましては、本事業が業務委託により、例年実施していますが、それに加え

て、地区の担当保健師が保健指導の対象者の方に個別訪問を昨年度初めて実施しています。 

これにより、実施率の向上に繋がったものと認識しています。 

なお、この個別訪問を実施することで対象者自身の市民の方が保健師と対面で行うことによ

る内容の理解であったり、その保健指導の実際に取り組んでいく納得性の部分であったりな

どの部分が、得て動機づけになっているということと、一方で保健師の職員についても、実

際に対象者の市民の方に個別訪問を実施することでこの事業自体のやりがいなどといった部

分でも、双方にメリットがあるものと認識しています。 

次に、若年健康診査につきましては、10.2％と前年度に比べ、0.3 ポイント減少しています。 

今年度につきましては、受診環境を整備するために、受診期間を 4 月からの通年に変更して

います。 

次に、昨年度から新規事業として実施しました重複多剤投与者に対する取り組みにつきまし

て、ご説明させていただく前にこの項目説明の 19 ページの（4）の重複多剤投与者に対する
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取り組みの部分ですが、表現に誤りの方がございました。 

下から 2 行目のところで 12 に該当する 47 人にというところですが、これが①と②、上にあ

る、①の重複投薬リストの①と、②の多剤投リスト。これが①と②と表記しなければならな

いところ、1 と 2 という誤った表記になっていますので、直ちに今この場で修正をしていただ

ければ幸いでございます。 

続きまして事業内容についてご説明させていただきます。 

令和元年 5 月から 7 月までの受診診療分の KDB のデータから同一成分の薬剤を 2 施設以上の

医療機関で処方されたなどの重複投薬された被保険者や 2 施設以上の医療機関から 10 剤以上

の処方された多剤投与された被保険者 472 名の方に、個別に案内、服薬情報、こういった形

の服薬をされていますという情報を、個別に案内させていただくとともに、その内の上位の

39 名の方に対しては、お電話を差し上げて、電話面談もしくは対面による面談を 2 名実施し

ています。 

また、この受託業者の方がこの対象者を KDB データから抽出するにあたり一部の抽出のプロ

グラムに誤りがございまして、その誤りに伴って、個別に対象者の方へ薬剤師の方に訪問い

ただいて内容の訂正と、面談をその場で実施したというのが 14 名おられます。 

効果検証につきましては、令和元年度の方の事業については、効果検証の事業化を予定して

いなかったため実施していません。 

ただし、今年度につきましては、実際に案内送った後の受診分のデータについては、効果検

証をしたいというふうに考えておりますので、分析表も今年度については、追加し実施する

予定でございます。 

次に、昨年度から同じく新規事業として実施しました糖尿病性腎症の重症化予防につきまし

ては、糖尿病性腎症は重症化すると、人工透析に至り、本人の身体的な負担をもちろんのこ

と、医療費は 1 人年間 600 万円かかるとも言われています。 

こちらにつきましては、糖尿病性を含めた腎不全にかかる医療費を、本市の国保の医療費の

7％を占めている状況から、昨年度から取り組んでいるものでございます。 

また、実際の内容につきましては、令和元年度の特定健診の結果に基づきまして、糖尿病性

腎症の高いリスクがある方に対して、空腹時血糖が 126 以上または HbAlc が 6.5％以上かつ

リスクの高い方を抽出し、電話等により医療機関への受診を促し、42 名の方の糖尿病に関し

ての医療機関への受療を確認するとともに、受療されていない方につきましては、医療機関

での受療の勧奨を行うとともに、保健指導を実施しているところでございます。 

令和２年度につきましては、このレセプトを活用しながら、糖尿病の治療中断者への医療機

関への受診勧奨を実施する予定としています。保健事業につきましては以上となります。 
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〇事務局 

21 ページをご覧ください。 

(1)未収入額等の状況につきまして、令和元年度国民健康保険料収入済み額は現年度分で

9,657 万 9 千円。滞納繰越分で 7,737 万 7 千円となり、3,851 万 9 千円を不納欠損処分とした

ため、繰越未収入額は 2 億 1,535 万 3 千円となりました。 

(2)現年度徴収につきましては、令和元年度は督促状送付の取り組みとして督促状を 11,790 件

を送付し、督促手数料を 51 万 4,176 円、延滞金 1,234 万 7,928 円を徴収いたしました。 

コールセンターによる催告として 3,392 件の架電を行い、796 万 6,276 円の納付がございまし

た。なお納付書等投函業務員として 347 件を訪問し、385 万 8,642 円の納付がございました。 

平日に来庁が困難な方に対し、休日納付相談を 8 回実施いたしました。 

続きまして、22 ページをご覧ください。 

(3)滞納処分の実施につきましては、財産差し押さえとして、令和元年度に 240 件 6,308 万

6,841 円を差し押さえ、納付額は 1,857 万 2,540 円となっています。 

差し押さえ債権の内容といたしまして、預貯金、給与、年金、生命保険等があり、本市で初

めて、仮想通貨も差し押さえいたしました。 

交付要求として、令和元年度に 9 件、90 万 9,931 円の配当及び 2 件、104,760 円の個人納付

がございました。公売状況として、1 件の公売を行い、6 万 2,497 円。 

続きまして、23 ページをご覧ください。 

(4)大阪府域地方税徴収機構につきましては、令和元年度は市税と合わせて 152 件を引き継ぎ、

完結件数が 28 件でございます。国民健康保険料収入分は 2,145 万 525 円でございます。以上

で徴収対策課についての説明を終わらせていただきます。 

 

〇会長 

はい、ありがとうございました。 

令和元年度の決算見込みについてご意見がありましたら挙手でお願いします。 

はい、B 委員どうぞ。 

 

〇B 委員 

はい。何点か質問含めてお聞きしたいと思います。 

まず 15 ページの保険料減免の状況につきまして、先ほど令和元年度に 3 件増で金額も 120％

増えているということをお聞きしましたが、その一番の要因を教えていただけますでしょう

か。 
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〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

対前年度比の増加理由につきましてでございます。 

前年度で主要な増加要因といたしましては、所得減少という減免項目でございまして、 

対前年比で 22 件、金額にいたしまして約 700 万円増加したことが主な要因と考えています。 

 

〇会長 

 はい。B 委員。 

 

〇B 委員 

はい。ありがとうございます。 

令和元年度のということは令和元年 3 月までということなので、今回のこのコロナ禍におい

ての所得減少はかなり増えてくると思います。そういったことも考えると、今コロナの関係

では、国の財政支援が 100％あるとお聞きしましたが、コロナの関係で収入減になった方とい

うことは、今後もこの国の支援がなければ、ずっと続いてしまうと思います。 

今は国の財政支援があるので、コロナの方は、その補填をしてくださることができると思い

ますが、今後減少する方が増えるとなると、国の支援がないとなると、他の対策を何か考え

ておられるのかお伺いいたします。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

今、委員にお話いただいておりますように、この度のコロナ感染症の影響に伴います収入減

少の減免対応につきましては今年度限りということで国の方から通知があり、その減免額に

つきましては全額国から補填という形になってございますが、所得減少に伴います減免につ

きましては、対前年中の所得から 30％以上減少した方に対しましては、現状も、減免規定の

中に対応する項目がございますので、そちらで申請をいただいて、審査のうえ、減免の対象

となった方につきましては、対応していくという考えでございます。 

 

〇会長 

 はい。B 委員。 
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〇B 委員 

大変厳しい状況の方がかなり増えると思いますので、またしっかりと市民の皆様に、減免の

対策も引き続きしていますと周知の徹底をお願いしたいと思います。 

続きまして、先ほどの 19 ページで重複多剤投与者に対する取り組みということで、お伺いし

ました。 

これは令和元年度から事業を開始したということで、昨年は実施しておられないということ

なんですが、この取り組みに対して、具体的なことは先ほどお聞きしましたが、どういった

効果が出せるかやどういう風な効果が出ているのか、お聞きしたいと思います。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

事業自体が重複多剤で特に高齢者の方が様々な医療機関に通っておられ同じ成分でもそれぞ

れの医療機関ではそれぞれの方にあった処方をされていると思いますが、高齢者の方はその

他の医療機関も他の診療科目で通われている方もいらっしゃり、それぞれの医療機関で先生

から処方されているものは服用されているんですが、トータルで医療機関から処方されてい

るお薬を規則正しくルール通りに飲まれている内容や薬情報を KDB データで分析頂くと同じ

成分のお薬があったり似たようなお薬をそれぞれで処方され、結局色々なところで重複して

いるお薬を飲んでいる状況が本人にとって良いか悪いかの助言やこのような形で投薬されて

いるという情報も含めてお知らせする。 

お知らせすることにより、その方が 2 施設以上の医療機関で通われているリストを服薬情報

としてお渡ししているので自分がかかっている医療機関の数やどのお薬を処方されているか

を一覧化しています。 

それを含めてかかりつけ医の先生方に相談していただくなどといった直接的な効果があると 

認識しています。 

 

〇会長 

B 委員どうぞ。 

 

〇B 委員 

この重複投薬リストというのは、保健センターで見れるようになっているのですか。 
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〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

業務委託でさせていただいておりますので、国保連合会の KDB データが、こちらの方に端末

でオンラインで届いています。 

その情報を例えば先ほど申し上げましたように令和元年度 5 月から 7 月までの 3 か月分の受

信の情報を集約し、リスト化され、受託業者で分析していただき個別に A 病院 B 病院 C 病院

で同じような成分でこのような形で処方されているという案内を作成し、ご本人様に案内申

し上げたのが 437 名いらっしゃいましたという啓発するような事業になっています。 

 

〇会長 

B 委員どうぞ。 

 

〇B 委員 

それは特に個人情報でとか問題にはならなかったのか、ちょっと心配になりますけど大丈夫

なんですか。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

個人情報といいましても、その方自身の KDB データで受診の情報になります。 

その方自身が受けた履歴になります。先ほど申し上げた受託業者の抽出の誤りにつきまして

は、個人情報が特定されない抽出結果でしたので個人情報の漏えい事故にはあたりませんで

した。 

 

〇会長 

 B 委員どうぞ。 

 

〇B 委員 

はい。わかりました。知られたくない情報もあるのかなと思うのでちょっと気になったので

お伺いしました。 

先ほどの特定健康診査の件に関しまして、例年でしたら 3 月に駆け込みで増加するとお聞き
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しましたが、5 月 25 日からまたスタートしたということでかなり減っていると思いますが、

ここでもまた個別訪問で、受診してくださる方が増えておられるということもお聞きしまし

たが、今回コロナの関係でなかなか対面しにくい状況にあるのかと思いますが、増やしてい

く対策として、保健センターで考えられている取り組みがあればお聞きしたいと思います。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

基本的にはコロナ禍における個別検診に関しては、5 月 25 日に受診券を発送しましたが、必

ず事前に医療機関に電話して予約してくださいと確認をしています。 

なぜかといいますと、感染拡大する観点からお願いを申し上げているのと、今ご質問頂いた

ように受診勧奨につきましては、先ほど申し上げましたように未受診者の方を中心に受診勧 

奨をしています。 

また、先ほど申し上げましたように受診勧奨につきましては、例年 9 月下旬頃に過去 7 年間

のデータの受信履歴、もしくは受診結果等を踏まえてデータ分析した中で、毎回受診すると

いうことが習慣化されている方は、安心して受診していただき、飛び飛びで受診されたり、

全く受診されないなど色々なタイプの方がいらっしゃいますので、5 つに分類分けしレイアウ

トを変化させながら受診勧奨は例年通り今年度も引き続き、行うとともにそれに加え、今年

度は同じ業者で一貫性を持たせる意味で電話の受診勧奨も加えますので、ご指摘いただいた

ように受診率向上に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

 

〇会長 

 はい。B 委員どうぞ。 

 

〇B 委員 

はい、ありがとうございます。 

今回、三密を避けてということなので、本当に気を使いながらしてくださって本当にありが

とうございます。最後に、徴収対策課の中で、コールセンターにてお電話をしていただいて

いると思いますが、今回、皆さんに国民健康保険料を払うという内容の中に、コロナ禍にお

いて収入が減少した方宛てにプリントが入っていたのを私も確認させていただきましたが、

確認していない方は、窓口に来ないと、延滞金が発生しますよね。収入が減少してる方にお

いて、手続きをしなければ、発生しますよね。 

そのようなことに関してもこのコールセンターで、お声掛けしていただきながら、今年度は
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増えると思いますが、対策も考えておられるのか、お伺いいたします。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

コールセンターにつきましては、あくまでも現年で滞納されている方に対して、「お忘れで

はないでしょうか。」というご案内をしていただいているのが現状でございます。 

その中で、仰っていただいているようにコロナ禍のことに伴ってという方につきましては、

当然そのようなお話の中で出てきた場合、保険年金課等々話し合いながら対策を講じていき

たいと考えています。 

 

〇会長 

 はい。B 委員どうぞ。 

 

〇B 委員 

この制度を知らない方もいらっしゃるかと思うので一言このような制度もあることをお伝え

していただけたらと思います。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

国民健康保険料の滞納されてる方に対しての電話に関しましては、声掛けしていくというの

も、良い結果に繋がると思いますので、コールセンターとの調整をさせていただきながら、

状況を確認し対応していきたいと考えております。 

 

〇会長 

 はい。B 委員どうぞ。 

 

〇B 委員 

よろしくお願いします。ありがとうございました。質問は以上です。 

 

〇会長 
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他にございませんでしょうか。はい。C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

保健事業についてもう少しお伺いしたのですが、特定健康診査と特定保健指導の受診率と利

用率を拝見していますが、私、健康保険組合連合会の代表で来ていますが、我々の健保で目

標にしているのは、大体 60%くらいで受診率は 90%ぐらいとしています。四條畷市の実施計

画と謳われていますが、計画の中で目標の数値はありますでしょうか。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

ご指摘いただきましたデータヘルス計画におきまして、国に準じて、平成 35 年の 60％を目

標にしています。また、国に準じた形に目標設定はさせていただいております。 

ただ、実際のところ、受診率、実施率は申し上げましたようにかなり乖離しています。 

特に保健指導については、府の平均より下回っています。 

特定健診については、ようやく府の平均を超えたという形になっていますので、他市と比べ

ると遅いですが、確実に伸ばしていきたいと考えています。 

 

〇会長 

 はい。C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

ありがとうございます。 

不勉強で申し訳ないのですが、特定健康診査の目標、受診率目標値というのは幾らですか。 

保健指導が 60％と仰っておられましたよね。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

特定検診の受診率が 60％となってます。平成 31 年度で 40％で、その当時平成 35 年度で国計

画の 60％に 5％刻みで上げていくっていう計画をしていますが、実際のところようやく府の

平均を超えてきたとなっています。 
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〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

それは診査の方ですか。健診の方ですか 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

健診の方です。 

 

〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

そうですか。 

保健指導の目標値っていうのは。 

 

〇小寺会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

保健指導も同様に平成 35 年度に 60％を目標にしていますが、こちらの部分につきましては、

欄合計していますので、ようやく昨年度、先ほど申し上げましたように、実施率のＶ字回復

みたいな形にしていますが、平成 30 年度で 10％の目標で最終的には平成 35 年度で同じ 60％

の目標を掲げています。 

保健指導の部分については、府の平均を下回ってる部分がありますので強化していく必要性

を感じています。 

 

〇会長 

 はい。C 委員どうぞ。 
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〇C 委員 

実施者数が令和元年で 39 人ということですからここ欄で合計するのは無理はないかなと 

思います。数人変わったらすごく変わってしまいますもんね。 

対象者数は 8,964 人いまして最終的に指導に至ったまでなんですが、対象者が何人というの

はいろいろあると思うんです。それが 39 人ということなので全体を見ると、ちょっと低いか

なあという。 

それは自治体おしなべてそうという風には今理解しましたが、それに対する対策的な話は B

委員の方から質問があり、詳しく教えていただいたんですけどもただお伺いしていると、か

なり力を入れておられる印象があったんですが、逆に言うとかなり力を入れてるにもかかわ

らず、あまり数字上がっていないという感じがするんです。さらなる対策みたいなものは何

かお考えなんでしょうか。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

昨年度から保健事業については、これまで特定健診については保険年金課で、保健指導につ

いては保健センターで、二股に分かれる形で実施していました。昨年度から保健センターで、

この保健事業も一元的に実施して一体的な実施をしていこうということで、事業の移管、集

約することになっています。 

昨年度から始まりまして、保健師が特定健診の受診率の状況もわかってきます。 

尚且つ、その結果の対象者の方に、実際に出向いて保健指導を対面で行っていく、一元化す

ることのメリットとしましては今からスタートです。 

そのため一体管理する効果検証については経年を立つ事によって保健師のスキルも上がって

くる尚且つ、地域の実情というのはわかってくると思いますので、今、仰っていただいたよ

うに強化しながら、数値を上げれるようにコロナ禍ですが努力していきたいと思ってます。 

 

〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

ご丁寧にありがとうございます。特定保健指導を保健師に個別訪問してもらい、対面で説明

して納得してもらい、指導したというようなお話しがございまして、専門部署を一元化とい

いますか、そういう話でしたね。それは追加したんですか。保健師をそのために増やしたと
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いうことですか。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

 

〇事務局 

今年度もそうですが、特定保健指導を担当する保健師を雇ったり、実際の地区担当の保健師

がいてますので、その保健師に保健指導も担っていただく、どちらかというと保健センター

の業務は防止保健の方が結構中心になりがちですが、今回、特定健診も保健センターの集約

することによって、保健指導のも、その地区担当として、高齢者の方、40 歳以上の方の特定

健診の保健師の対象者の方にも訪問することを昨年度から初めて実施した状況です。 

 

〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

実質的に 1 人増えたとか 2 人増えたそういうものでもないんですか。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

昨年度は既存の業務だけを移管する形で担当保健師が 1 名、保険年金課から保健センターに

移動してきただけでしたが、今年度につきましては、新たに特定保健指導を担う方を 1 人雇

い一緒に保健指導の業務についていただいてるような状況です。 

 

〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇委員 

ありがとうございます相当工夫されているのがよくわかります。 

人件費となると決算に戻ってしましますが、保健事業費が 400 万ほど上がった話でしたが、 

4,400 万が 4,800 万で 109％、約 400 万の増で説明の中ではデータヘルス事業の増と仰ってま
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したが、人件費と無縁の世界ですねこれは。 

データヘルス事業の増というと具体的に例えばどんなことが増えたんですか。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

昨年度、令和元年度につきましては、データヘルス関係については、糖尿病性腎症であった

り、新たに先ほどの重複多剤の部分であったり、事業で強化することについてはフォローア

ップ事業の方、引き続きやっていますのでその部分の若干の微増は、あろうかと思います。 

今年度につきましては、人件費の方も人を雇い保健師を強化して参りますので、今年度の決

算については、人件費も上がってくる予想をしております。 

 

〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

保健師さんの人件費のここに含まれるんですか。含まれてないですよね。 

はい。わかりました。 

いろいろありがとうございます。それと最後にもう一つだけ、これ実は昨年も同じ質問をし

ましたがこちらで謳われてるジェネリックですよね。ジェネリックについてコメントがあり

ませんが、保健センターの管轄ではないということが謳われていますが、こちらも同様に実

績といいますか結果といいますか、わかってましたら教えていただきたいんですがよろしい

でしょうか。 

 

〇会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

ジェネリック医薬品の普及状況でございますが、令和元年度の年度平均 4 月調剤から 3 月調

剤といたしまして、本市は 72.02％。府内平均は 72.71％ですので、府内平均よりは少し低い

状況になりますが、昨年度 30 年度の平均 69.22％と比べますと、2.8 ポイント増加している状

況でございます。 
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〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

転換率ってやつですか。転換できるものの中で、転換した割合ということですね。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

はい、こちらの数値は国保連合会から提供されているものでございまして、おっしゃるとお

り後発医薬品有りの医薬品の中での後発医薬品割合となります。 

 

〇会長 

 C 委員どうぞ。 

 

〇C 委員 

わかりました。ありがとうございます。以上です。 

 

〇会長 

他にございませんでしょうか。A 委員。 

 

〇A 委員 

決算見込みについては、以前は資料に今日説明していただいたような何がいくつで何％増と

いうのも、文書で載っていましたがそれは必要ないと思いますが、国保の資料は表だけなの

で表の内で、大きく変わった点や、或いは注意がいる点のコメントを上げていただくと見た

ときにわかりやすいと思いますのでその点をご検討いただきたいと思います。 

次に 12 ページですが説明がございませんでしたが額は小さいですが財産収入が 39,000 円か

ら 297,000 円に増えていますが、おそらく基金の利子だと思いますが、約 7 倍に増えてるの

は何故かという疑問です。 

おそらくこの額が高いのは、基金の額が大幅に増えていないのであとは利率の運用してる利

息の額が増えたのかなと思いますが、その点掴んでおられたらわからなければ結構です。ま

た見ていただけたらと思います。 

それから、14 ページですが保険料率の状況ということで、医療分と支援金分と介護分という
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ことで、所得割均等割といろいろと書いていただいてますが、見る時には、特に所得割率が

トータルでいくらになってどう変化したのかが知りたいです。この合計欄、介護は別に、あ

る人とない人がいるのであれば、すべての人にある医療分と支援金分を足した額で、料率が

どう変化しているのか表にされることをまた検討していただけたらと思います。 

15 ページですが(4)の収納率の状況です。 

これまた先ほども説明ありましたが、全部増えておりびっくりしています。 

いわゆる国保の職員と収納担当収税の方の徴収対策の方の努力の結果かなということで、驚

いています。よう頑張ってくれてるなという感じで見てます。ただこの努力っていうのは、

一度力を抜くと落ちるので引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

もう 1 点、昔は徴収の努力をすれば、今は制度が変わっているかもしれませんが、国の補助

で、特典があるというようなことがありましたが、また、資料を用意していただいき、どの

ようになっているか現況で結構です。結果こんなに繋がっているということをこういう場で

教えていただけたらと思います。 

それから、16 ページですが対前年度比が額的には減になっているのに対し、1 人当たり費用

額が増えていますが、対象者が減っているからと思いますが、確認をお願いしたいと思いま

す。 

保健事業については、元年度から今、次長からいろいろと説明いただいて、やりたかったこ

とをやってくれたので感謝していますが、1 点は、重複多剤については、ここ連合会のレセプ

トの資料に基づいて抽出しているということだと思いますが、糖尿病のヘモグロビンＡ1c と

いうのは、検診の検査結果で見ないとわからないのにどのように対象者抽出をしているのか

教えて欲しいと思います。 

よくやっていただいていると思いますので。 

糖尿病の件でもう 1 点疑問に思ったことは、ヘモグロビンＡ1c の、対象者は 7％以上という

ような計画が上がっていましてここが 6.5%だったので、本来は、少し下げて 6％以上はおそ

らく糖尿病の対象者と思いますので、下げて広く対象を絞り込んでやっていくべきなのかな

と思いますので、その辺がどうかを聞かせていただきたいです。はい。以上です。 

 

〇会長 

はい。事務局お願いします。 

 

〇事務局 

2 点、ご質問頂きまして、糖尿病性腎症の部分について重症化予防については、先ほど申し上

げましたように特定健診の結果、令和元年の特定健診の結果に基づいて、そのＫDＢデータか

ら引っ張ってくる流れにしています。2 点目の 7 と 6.5 については、事業自体が、糖尿病性腎
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症の重症化予防については 6.5 の設定をかけています。今ご指摘いただいた 7％については、

もう一つの事業で、特定健診フォローアップ事業というのがございましてこちらについては、

高血圧の方と糖尿病の方という二つのくくりの部分で、対象者をフォローアップ事業させて

いただいており、計画の令和 2 年度にも記載させていただいてますように糖尿病については、

7％以上の方を対象にするという形で、制定のかけさせていただいていますがそういった事業

があるのでパーセンテージの設定も、違うという形でご了承いただきたいと思っております。 

 

〇会長 

 A 委員どうぞ。 

 

〇A 委員 

はい。了解しました。前の分、回答ありましたらお願いします。 

 

〇会長 

先ほどの質問で、この場でお答えできるものがあればお願いしたいんですが。 

はい。事務局。 

 

〇事務局 

まずご質問いただきました財産収入の対前年度費の増でございますが、委員お話しの通り、国

民健康保険財政安定化基金を管理する上で、担当の会計課において利率条件の良い公金運用を

図ったことにより、財産収入が増加したものでございます。預け入れた利子の利率が良いとこ

ろに預けたということでございます。 

次に収納率のお話で、収納率の増によって、交付金的なものでというお話の趣旨だったかと思

いますが、まず以前、平成 29 年度までは調整交付金というものが市町村単位でございまして、

市町村間の財政力の不均衡を調整するための普通調整交付金と、市町村の個々の事情により交

付される特別徴収特別調整交付金がございます。指摘のあった収納率が関係する部分で言いま

すと、特別調整交付金の中で、その中でも、その他特別事情経営努力分という項目がございま

して、例えば、収納率は前年より向上したとか、財政状況が黒字であるとか、基金をいくら保

有してるとか、特定健診の受診率がどうかとか、いろんな項目がございまして、その項目のポ

イントをつけまして、大阪府で上位 3 分の 1 に入りますと大阪府から推薦され、国から特別調

整交付金特別事情分として一定交付があったものはございます。こちらの方は平成 29 年度ま

での制度ですので平成 30 年度以降は、国保制度改革によって都道府県単位の運営になりまし

たので、この交付金というものはございません。ただ平成 30 年以降保険者努力支援制度とい

う、新たな交付金の中で、収納率上昇に取り組みが別の制度として項目になっている部分はご
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ざいます。以上でございます。 

 

〇会長 

はい、ありがとうございます。はい。A 委員。 

 

 

〇A 委員 

ありがとうございます。 

どれだけの効果といいますか、そういったことがあったかどうかわかればまた調べていただ

けましたら教えてもらいたいと思います。 

徴収率の増によって算定できるのであれば調整交付金で昔はありましたがなくなったかもし

れませんが、保険者の努力で、どれだけの補助金なりが、反映されているのかわかれば教え

てもらいたいと思います。 

 

〇会長 

はい。他にございませんでしょうか。はい。A 委員。 

 

〇A 委員 

先ほども申し上げましたが、保険料限度額と軽減基準の法令準拠ということで、4 年後に変わ

ってしまうため変えなくてもいいかもしれませんが、国が施行令を改正すれば国の基準でそ

のまま適用できる取り組みを検討してくれたらどうかとおもいます。 

次の 6 年度以降に考えるのか、そのあたりを教えていただきたいです。 

また、今年度の基金の積み立てですが先ほども積み立てるということで返還金を除いた分を

積み立てる予定とお聞きしましたが、計画では一億円ずつ保険料軽減のために使う計画にな

っていますが、今回の黒字のため、その分が基金に積みあがりますので 2 年度はいいですが、

3 年度は計画通りであれば、その分、今回積み上げた分をプラスして保険料軽減に繋げたらと

考えていますが、その点はいかがでしょうか。 

その 2 点をお願いします。 

 

〇会長 

はい。どちらから。事務局。 

 

〇事務局 

条例改正で賦課限度額につきましては、大阪府が事業費納付金及び市町村標準保険料率の通
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知を 1 月に行うことから、算定にあたっては前年度に改正された国民健康保険法施行令の賦

課限度額を用いるので、1 年遅れの条例改正となっております。ただ、令和 6 年度に保険料率

が都道府県内完全統一になりますので、その際には条例改正がそれに向けてそれに合わせた

条例改正が必要になってくるところではございます。また保険料軽減判定基準額については、

国民健康保険法施行令の改正に合わせて、条例改正その都度行っている状況でございます。

以上でございます。 

 

〇会長 

よろしいですか。A 委員。 

 

〇A 委員 

今のはわかっています。それは、国で決めるものですから今の条例で行うのが無理であれば

前年度のものを適用するという条例にしておくと、わざわざ運協に諮ったり、議会にあげな

くとも条例は、1 度改正すると自動的にできるのではないかと言っています。 

早く検討いただき、行うつもりがないのであれば 6 年度で良いが、もう今は完全に国の基準

通りにするため、国の基準の前年度に合わせるとだけ書いておけば済む話では。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

令和 6 年度の保険料府内統一時の条例改正において、どういう形で規定を盛り込めるかを検

討して参りたいと考えております。以上でございます。 

 

〇会長 

はい。よろしくお願いします。 

 

〇事務局 

基金につきましては、今年度は繰越金から国庫負担金等の精算による返還金を除いた額を財

政安定化基金に積み立てる予定としておりますので、今後保険料収納等額について大幅の変

動がなければ、基金については翌年度の保険料引き下げのための基金繰入金として、現在の

ところ、1 億円来年度も繰り入れて保険料の急激な抑制を防止するために使用していきたいと

考えております。以上でございます。 
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〇会長 

 A 委員どうぞ。 

 

〇A 委員 

1 億という計画になっているので、今年も何千万円貯めるため貯めたものを来年使ったらどう

かと思います。もし、赤字になった場合 1 億円だったものを 8,000 万円にしても大丈夫だと

思います。 

そのことを考えたらいかがでしょうか。 

 

〇会長 

 事務局どうぞ。 

 

〇事務局 

現在、1 億円で考えていますがそのときの収支状況により繰入金額の増額も含めて検討して参

りたいと考えています。以上でございます。 

 

〇会長 

他に質疑のある方はございませんか。 

意見も出尽くしたようでございますので案件（2）の「令和元年度国民健康保険特別会計決算

見込み」につきましては、以上で終わらせていただきます。 

次に、案件（3）の「その他」とありますが、事務局から内容説明を願います。 

はい。事務局。 

 

 

案件（3）の「その他」 

 

〇事務局 

案件（3）その他といたしまして、国民健康保険料に係る延滞金の割合の特例につきまして、

ご説明いたします。 

本日、机上に配布させていただきました資料をご覧いただきたいと存じます。 

来月に開会予定の９月定例議会の提出案件として予定している国民健康保険条例の一部改正

になります。 

これは、地方税法等の一部を改正する法律により、延滞金の割合の特例に関する規程につい

て、見直しが行われたことから、これに準じて所要の改正を行うものでございます。 
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改正の概要といたしましては、地方税法等において、従前は「平均貸付割合」に１パーセン

トの割合を加算した割合のことを一律「特例基準割合」と定義しておりましたが、今回の見

直しでは、延滞金の区分ごとの適用対象に応じた固有の特例基準割合の名称が定義されたた

め、条例で用いている「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に用語を改めるものでご

ざいます。 

また、改正後の規程につきましては、令和３年１月１日から施行するものでございます。 

以上につきまして、延滞金に係る用語の変更ではございますが、一部条例改正として次回の

議会案件として予定しておりますので、報告とさせていただきました。 

 

〇会長 

それではですね、これについての質疑という別にないですね、報告だけでいいんですね。 

はい。それでは、今日の案件すべて終了いたしました。 

暑い中お集まりいただきましたけども、ありがとうございました。 

少し早めに終わらせていただきますが、お疲れ様でございました。 

 

閉会 午後３時３０分 

 


