
平成 29 年度第２回静岡県国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１ 日時 

  平成 29 年 11 月 27 日（月）午後３時 00 分から午後４時 15 分まで 

 

２ 場所 

  静岡県庁西館４階第一会議室Ｃ 

 

３ 出席者 

 (1) 委員 

  ア 被保険者代表委員 

    髙橋和生、河村良枝、木村芳子 

  イ 保険医又は保険薬剤師代表委員 

    菅沼明人、山田秀司、山口宜子 

  ウ 公益代表委員 

    東野定律（会長） 

鈴木みちえ、鈴木素子 

  エ 被用者保険等保険者代表委員 

    長野豊、加藤信雄 

 (2) 事務局（県職員） 

   山口重則健康福祉部長、石田貴医療健康局長、土屋厚子健康福祉部理事、 

   小嶋由美健康増進課長、赤堀正美国民健康保険課長、 

   鈴木藤生国民健康保険課課長代理 ほか 

    

４ 会議に付した事項 

 (1) 開会 

 (2) 議事 

  ア 静岡県国民健康保険運営方針の作成 

  イ 国民健康保険事業費納付金の徴収 

 (3) 今後のスケジュール 

 (4) 閉会 

 

５ 配付資料 

  資料１ 静岡県国民健康保険運営協議会委員名簿 

  資料２ 静岡県国民健康保険運営方針（案）作成の経過 

  資料３ 前回協議会での委員意見要旨 

  資料４ 県民意見提出手続（パブリックコメント）の結果 

  資料５ 国民健康保険法に基づく市町からの意見聴取の結果 
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  資料６ 静岡県国民健康保険運営方針（案）の概要 

  資料７-１ 静岡県国民健康保険運営方針（案） 

  資料７-２ 静岡県国民健康保険運営方針（案）（見え消し修正版） 

  資料８ 国民健康保険事業費納付金等の算定方法 

  資料９ 国民健康保険事業費納付金の試算 

  資料 10 今後のスケジュール 

  参考資料１ 静岡県国民健康保険運営協議会条例 

  参考資料２ 静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱 

  参考資料３ 諮問書（写） 

  参考資料４ 保険者努力支援制度に係る各市町の取組状況 

  参考資料５ しずおか茶っとシステムの概要 

 

６ 議事等 

 (1) 開会 

【鈴木課長代理（司会）】 

 定刻となりましたので、ただ今から「平成 29 年度第２回静岡県国民健康保険運営協

議会」を開会いたします。私は、司会を務めます静岡県健康福祉部医療健康局国民健康

保険課課長代理の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 

 開会に当たりまして、静岡県健康福祉部長の山口から御挨拶申し上げます。 

 

【山口健康福祉部長】 

 静岡県健康福祉部長の山口です。 

 本日は、委員の皆様方には、御多忙の中、御出席いただき誠にありがとうございます。 

 また、日頃から、医療健康行政をはじめ、県行政の各分野におきまして、御理解と御

協力を賜り、この場をお借りいたしまして改めて感謝を申し上げます。 

 来年４月の新制度への移行まで、あと４か月余りとなりました。移行への準備作業は、

大変重要な様々な取決めを定める、決定の段階を迎えているところでございます。 

 県では、新たな国民健康保険制度が、将来にわたって、県民が安心して医療を受けら

れる、持続可能な制度となるように、安定した財政運営や効率的な事業を実施する運営

体制の構築に向けまして、準備を進めているところでございます。 

 今年２月には、県は、本協議会に対しまして、保険料の算定方法から健康づくりの取

組に至るまで、幅広い事項を定めることとなる運営方針などにつきまして、諮問したと

ころでございます。 

 これまで、それぞれのお立場から貴重な御意見を賜り、熱心な御審議をいただいたこ

とに対しまして、厚く御礼申し上げます。 

 県では、委員の皆様方からいただいた御意見や県民からいただきました御意見などを

十分に考慮させていただき、県、市町、国民健康保険団体連合会で構成する連携会議な

どにおきまして、運営方針の内容や事業費納付金の算定などにつきまして、協議を重ね
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ているところでございます。 

 本日の協議会におきましては、７月の第１回協議会の後に修正いたしました運営方針

案や事業費納付金に対しまして、御審議をいただきたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見を賜りますように、お願い申し上

げまして、甚だ簡単ではございますが、開会に当たっての挨拶といたします。 

 本日の御審議、よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 健康福祉部長は所用がございますので、ここで退席させていただきます。 

 「資料１」として運営協議会委員名簿を掲載しております。本日は委員全員が出席し

ていただいております。それでは、ここからは東野会長に議長をお願いいたします。 

 

【東野会長】 

それでは、議事に入ってまいります。 

始めに、静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱第４条第１項による会議録署名委員

に、長野委員を指名させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

 後日、会議録の署名について、長野委員よろしくお願いいたします。 

 

 (2) 議事 

【東野会長】 

 前回、協議会においては、委員の皆様方から様々な御意見を賜りましたが、県では、

御意見を踏まえて市町などと調整してきたということでございますことから、本日は答

申に向けた御審議をいただきますので、進行について御協力ください。 

 まず、静岡県国民健康保険運営方針の作成について、皆様方に御審議いただくことと

なっております。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

【赤堀課長】 

 国民健康保険課長の赤堀でございます。 

 まず、運営方針案の作成の経過を説明いたしますので、「資料２」を御覧ください。 

 前回、７月の会議におきましても、報告しましたとおり、昨年４月以降、市町との協

議を重ね、２月 10 日及び７月 28 日に本協議会を開催し、審議をいただいたところでご

ざいます。８月 15 日から９月 15 日まで、パブリックコメントを実施し、県民からの御

意見をいただきました。また、10 月２日から 10 月 20 日まで、国民健康保険法に基づく

市町への意見聴取を実施しております。 
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 これらを踏まえまして、10 月 25 日の平成 29 年度第２回の連携会議において、市町と

運営方針案の作成を協議し、本日の協議会を開催する運びとなりました。 

 なお、掲載はしておりませんが、連携会議の開催の前には市町の担当者レベルで構成

する作業部会を行いまして、詳細な議論を行っております。 

 裏面、２頁には参考までに、運営方針策定の根拠として、国民健康保険法等を掲載し

ております。 

 「資料３」の前回協議会での委員意見要旨を御覧ください。 

 第２章関係では、赤字解消・削減の取組、第３章関係では、算定方法等の透明性や周

知に関すること、また保険料水準の統一の実施時期に関することなどの御意見をいただ

きました。第４章関係では、収納率目標、収納対策の取組、第５章関係では、保険給付

の適正実施に関することについて御意見をいただいたところです。第６章関係では、特

定健診の受診率向上をはじめ、予防の重要性などの御意見をいただきました。 

 裏面の２頁にまいりまして、第７章関係から第９章関係までにおきましても、減免基

準や地域包括ケア、ＰＤＣＡサイクル、広報・啓発の実施などについて、御意見をいた

だいたところでございます。 

 「資料４」のパブリックコメント、県民の皆様からの御意見の結果を御覧ください。 

 ８月 15 日から９月 15 日までパブリックコメントを実施しました。20 個人・団体から

御意見をいただいております。 

 第１章関係では、国保が社会保障の一環であること、国保の構造的な問題に対する認

識などについての御意見がありました。第２章関係では、赤字解消・削減の計画策定を

しないよう求める御意見や国からの財政支援を要望することを求める御意見などがあ

りました。第３章関係では、賦課方式に関する御意見や保険料水準の統一を慎重に検討

するように求める御意見がありました。第４章関係では、収納率目標は、市町の裁量と

すべきという御意見や短期証・資格証に関する御意見、保険料を厳しく徴収をしないよ

う求める御意見などがありました。第５章、第６章関係では、レセプト点検の強化充実

や特定健診などに関することに対する御意見がありました。第７章関係では、被保険者

証と高齢受給者証の一体化に関することや保険料及び一部負担金の減免基準の拡充を

求める御意見をいただくとともに、国保連の活用についても御要望いただいたところで

あります。第８章、第９章関係では、地域包括ケアシステムの推進に期待する御意見、

また、情報公開に関する御意見をいただきました。 

 詳細につきましては、御覧のとおりでございますが、本協議会の答申を経て、運営方

針を決定の上、公表した後に、「県の考え方」を添えまして、県ホームページにおいて

公表する予定でございます。 

 「資料５」国民健康保険法に基づく市町からの意見聴取の結果を御覧ください。 

 10 月２日から 10 月 20 日まで、国保法に基づく市町からの意見聴取を行い、４市町か

ら御意見をいただきました。保険料水準の早期統一、賦課方式に関すること、国へのさ

らなる支援の要望、医療費適正化事業の推進、激変緩和措置に関することなど、御覧の

とおりの御意見をいただいたところでございます。 
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 以上、「資料３」「資料４」「資料５」のとおり、協議会委員の御意見、県民の皆様の

御意見、また、市町からの意見を踏まえ、連携会議などにおいて協議、調整を行ってま

いりました。 

 そこで、「資料６」の静岡県国民健康保険運営方針案の概要を御覧ください。 

 前回の協議会で、全体像を説明しているところですけれども、新たに第９章の一番右

側の「広報、啓発」を追加しております。 

 「資料７－１」に静岡県国民健康保険運営方針（案）を添付しておりますが、こちら

は、修正部分の溶け込み版となっています。 

 「資料７－２」に前回お示ししたものからの修正部分が分かるように見え消し版を掲

載しております。「資料７－２」で御意見を受けて修正した部分を説明してまいります。 

 なお、表現方法や字句の修正につきましては、説明を省略いたします。 

 「資料７－２」の８頁を御覧ください。医療費の見通しとして、被保険者数推計、一

人当たり医療費推計、医療費推計を掲載したものでございます。国ガイドラインや他県

の事例を参考にして、国立社会保障人口問題研究所の推計人口などを用いて推計してお

ります。被保険者数の減少、一人当たりの医療費の増加が見込まれるところであります。 

 ９頁を御覧ください。赤字解消・削減の取組については、運営協議会の御意見、パブ

リックコメント、国の方針など、方向の異なるところを鑑みまして、「速やかに」を入

れ、「平成 32 年度以降」を削除するなどの修正をいたしました。 

 11 頁を御覧ください。(3)の応能割合、応益割合に関する記述が分かりにくく、誤解

のないよう参考を書き加えております。 

 15 頁を御覧ください。運営協議会の意見、パブリックコメントを受け、収納率目標の

設定について、時間を掛けて協議をしてまいりました。市町との協議の結果としては、

現在の収納率目標を維持するものの「制度移行後の市町の運営状況を確認した上で、収

納率目標を上げていくように、県と市町の協議を行う」ことといたしました。 

 運営方針は、対象期間でありましても見直しを可能としているところでございますの

で、このことにつきましては、平成 31 年度の新たな目標設定に向けて検討していくと

いうことでございます。 

 また、既にこの収納率目標を達成している市町につきましては、16 頁の参考といたし

ました保険者努力支援制度の加点となる収納率を目安としていただくことになります。 

 16 頁の収納対策の取組につきましては、運営協議会の御意見、パブリックコメントを

踏まえまして、滞納繰越分の収納率、納付相談窓口に関しての記載を加えたところでご

ざいます。 

 21 頁を御覧ください。医療費通知の実施、後発医薬品の普及促進について、後発医薬

品の使用促進に関する目標の市町数について、運営協議会の御意見を踏まえ、市町と協

議し、目標数値を修正いたしました。 

 特定健診の受診率等の向上の取組につきましては、運営協議会委員の意見を踏まえ、

県民への分かりやすい周知や 22 頁のたばこの健康への影響に関する取組について記載

したところでございます。 

 5



 22 頁３（2）の薬剤使用の適正化に係る取組につきましても、運営協議会の御意見を

踏まえまして、23 頁上段のように広報に関して記載を追加しております。 

 糖尿病性腎症重症化予防の取組につきましても、人材養成に係る事項を追加している

ところです。データヘルス計画の活用につきましても、24 頁のとおり広域的な調整や支

援に努めることを追加しております。 

 25 頁の保険医療機関等への受診日照会及び過誤登録の国保連実施につきましては、連

携会議の協議にて、国保連からの意見もありまして、オンライン資格確認の仕組みづく

りが始まっており、方向性が変わって来たことから削除したところであります。 

 29 頁のしずおか茶っとシステムなどを活用した健康課題の把握につきましては、「参

考資料５」を御覧ください。茶っとシステムは、国保連が開発し、運用しているシステ

ムで、国保連の所持する国保、後期高齢者、特定健診及び介護保険のデータを各市町に

おいて分析できるシステムです。裏面２頁のとおり、このシステムを活用することによ

り、健康寿命の延伸にも寄与するものと思います。 

 31 頁の地域包括ケアシステムの推進については、運営協議会委員の意見を受け、県の

取組を追加したところであります。また、市町の取組は、国の保険者努力支援制度での

評価指標としておりますことから、一部追加で記載しております。 

 32 頁のＰＤＣＡサイクルの実施については、運営協議会委員の意見を踏まえ、具体的

な記載とするように修正しております。 

 33 頁の広報、啓発につきましては、運営協議会の意見を踏まえ、市町と協議し、追加

したところでございます。 

 保険者努力支援制度の関係では、前回の協議会におきまして、市町の取組に関する御

質問をいただきましたので、「参考資料４」として、各市町の取組状況を掲載しており

ます。 

 さらに、34 頁からの用語解説についても、パブリックコメントなどを踏まえ修正して

おります。データ編につきましては、「資料７－１」に掲載しておりますが、公表がで

きる 新のデータを記載しております。 

 説明につきましては以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【東野会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から説明のありましたとおり、本協議会の意見、パブリックコメン

ト及び市町の意見を踏まえて、案を作成したということでございます。 

 前回の協議会の意見を踏まえ、良く調整していただいたように思います。皆様からの

御意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか 

 

【鈴木素子委員】 

 概ね前回の意見を踏まえて、完璧に取りまとめていただいているのではないかと思い

ます。改めてここで、意見ということではないのですが、提案させていただいた、また、
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改善していただきたい項目について、網羅的、総合的に羅列し、対応されていますので、

数値目標を目指して取組が進んでいけば、良いスタートができるのではないかと期待し

ています。 

 一点、確認したいのですが、資料６の運営方針案の概要については、会議用としてま

とめられているのか、諮問に対する答申とされるものなのか教えていただけますか。 

 

【赤堀課長】 

 諮問に対する答申としていただくものとしては、資料７－１の運営方針案となります。 

 方針案の概要については、パブリックコメントなどにて県民に分かりやすく示すため、

また、会議資料のためのものとして作成しております。 

 

【鈴木素子委員】 

 今回、「広報、啓発」の項目を記載していただきました。不公平感を払拭し、納得で

きる仕組みがスムーズに進む上では、県民の皆様の理解が必要であると思います。ここ

で、認識していることを示しておりますので、私としては、運営方針案は問題ないと考

えます。 

 

【長野委員】 

 資料を拝見し、調整に御苦労されたということが分かりました。良くできた内容と思

います。運営方針については、これで良いと思いますが、何点か気が付いたことがあり

ますので申し上げます。 

 ９頁の赤字解消・削減の取組ですが、今回の修正で平成 32 年度までに市町で計画を

策定することにされたことについては、評価をしたいと思います。 近、新聞で、厚生

労働省は赤字繰入れを容認するというような記事を読んだのですが、基本的には広く税

金で集めたお金を国保のためだけに使うことについては、慎重でなくてはならないと思

います。市町によっては、保険料の急激な引上げで被保険者が負担に耐えられない所が

ありますので、例外なく赤字繰入れが、駄目だと言うつもりはありません。ただし、赤

字繰入れや保険料の引上げ状況、そして、決算を見ながら個々の市町ごとに判断すべき

であって、他の市町に便乗して行うことはやめていただきたいということを一言、申し

上げておきます。赤字繰入れの計画的解消については、計画にブレが生じないように、

引き続き県でも十分な指導と分析をお願いします。 

 15 頁の保険料の収納率の関係では、収納率目標が据置きになったことについては、少

し残念な気持ちがしますけれど、16 頁で参考とされている保険者努力支援制度の加点と

なる収納率を目指して頑張っていただくことを市町に対してお願いいたします。 

 保険者努力支援制度に関しての資料提供をありがとうございました。この場では個々

の市町についてコメントをすることは控えたいと思いますけれど、平成 30 年度以降、

交付額が全国で約 1,000 億円に増えますので、この制度は大変重要だと思っています。

この制度は、保険者努力として頑張った市町へのインセンティブですので、県にはその
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趣旨を踏まえた制度の有効な活用と厳格な運用をお願いしたいと思います。 

 広報、啓発の関係では、広報に関して県全体で啓蒙意識の向上を図ることや若者に対

して医療費や保険制度の教育、啓発を行うことが追加されたことは私も良いことだと思

っています。 

 若者への啓発に関してですが、私ども協会けんぽのデータによると静岡県の外来医療

費は概ね全国平均並みで、入院医療費は低くなっています。これは国保も同様と思いま

す。外来医療費を年齢別に見ますと 15 歳以上は概ね全国平均より下回っています。乳

幼児を除く 14 歳以下の外来医療費は、全国平均より５％以上高くなっています。これ

について考えてみますと、原因としては、一つはこども医療費の無料化が影響し、患者

負担がないことに起因していると考えられます。保険者負担分の７割を国保が負担して

いて、残りの３割を市町が公費、つまり税金で負担しています。本人が払っていないだ

けで医療費は実際にはかかっております。私は、こども医療費の無料化が悪いと言って

いる訳でないので、誤解のないようにお願いしたいのですけれど、自己負担を無料にす

ると医療費が膨らむことは常識の話です。対象年齢を高校生まで引き上げる市町もあり

ます。県や市町の広報、あるいは、県で実施している出前講座などを活用して、こども

の親に対しても、広報、啓発活動を行っていただきたいと思います。医療資源は無限で

はなく、有限ですので大切に使いましょうと広報していただきたい。また、この年代に

限って言いますと、自己負担が無料であることから、後発医薬品の使用割合が低くなっ

ております。全国平均より低くなっておりますので、後発医薬品の使用を希望してもら

うなどの働き掛けを県と市町で進めていただきたいと感じました。 

 

【山口委員】 

 前回の協議会での意見を反映していただき、うれしく思いました。かかりつけ薬剤

師・薬局に関しての広報についての記載をいただき、ありがとうございました。 

 長野委員のおっしゃっていたことともつながりますが、自分で何とかなるところは、

自分でやりましょうとしていかないと医療費は膨らみます。33 頁に広報、啓発というこ

とで新たに記載していただきましたので、医療費が増えるということは、負担が増える

ことにつながるという趣旨の広報もしっかりしていただきたいと思います。 

 

【山田委員】 

 委員の皆さんの意見がしっかり反映されていると思いました。 

 

【東野会長】 

 菅沼委員、いかがでしょうか。 

 

【菅沼委員】 

 特にコメントはありません。 
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【鈴木みちえ委員】 

 これまでこの場に参加し、医療費について自分のこととして考えることが大事だとい

うことをお話しさせていただき、33 頁の広報、啓発として記載されたということがうれ

しく思います。 

 平成 28 年 12 月に「みんなで取り組む健康長寿条例」が公布されています。本日、参

加するに当たって、７月に出された条例に基づく報告書を見てきました。先ほど、長野

委員からお話がありましたが、こどもも含めて啓発していくということが報告書に書か

れていました。 

 医療機関や人材の面では、全国の中で高い順位ではありませんが、健康長寿の県であ

るということで「ふじさん運動」の時代から始めてきたことが医療費の問題とも相まっ

て静岡県の強みになりながら、バランスよく進んで行ってほしいと思います。 

 

【東野会長】 

 被保険者代表の委員、いかがでしょうか。 

 

【河村委員】 

 広報、啓発については重要だと思っていましたので、記載していただいたのは良かっ

たと思います。ただし、広報したいこと、啓発したいことが盛り沢山となっているため

に、保険料を知らせる通知に同封されるパンフレットで、あまりにも多い内容が入って

くるために読みきれないということがあります。特に、高齢になってくると読みきれな

いということが多くなりますので、広報、啓発の目的に添って、丁寧に広報するための

工夫が大事だと思います。 

 保険料の収納に関してのこと、健康においては内科・歯科の面などそれぞれに関する

ことなど、重点を置きながら、広報していただきたい。茶っとシステムを見ながらの保

健師さんたちの活動がとても大事になってきますので、広報、啓発の在り方を十分検討

していただきたいと思いました。啓発しているけれど周知できないということにならな

いようにお願いします。 

 

【髙橋委員】 

 新しい制度になるときには、痛みを分け合わなければならないものと思います。2025

年には、保険制度がどう変わっていくのだろうと考えています。2025 年問題として、医

療費や年金の問題などありますが、弱い人たちにも目を向けられるような制度にしてほ

しいと思います。 

 セルフメディケーションのことですが、風邪をひいたときには、薬局に行って風邪薬

を買って治します。自分でできることをやりながら、お医者さんに行きなさいというこ

とになれば、開業医に行くというようにセルフメディケーションの考え方も広報、啓発

していただければと思います。 
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【木村委員】 

 若い方への啓発など、前回述べた意見が記載されておりまして、ありがとうございま

す。隣の市では、18 歳まで医療費が無料化されていました。つい 近、それを知って財

政面で大丈夫なのかという心配もしました。私が住んでいる所では、私が子育てをした

ときには、幼稚園までが無料化されていたところ、今は、15 歳まで無料となっています。

長野委員の意見を聞くと、財政が厳しい中、医療費の面からもこの傾向はいいのかと不

安に思ったところです。私自身も、この協議会の委員になって、医療費のポスターを見

ると以前より意識するようになっており、啓発されるということを感じました。 

 

【東野会長】 

 加藤委員、前回の御意見を踏まえて、いかがでしょうか。 

 

【加藤委員】 

 前回の協議会での我々委員の意見、パブリックコメント等、数多くの意見をいただい

た中で、県と市町でしっかりまとめていただきましてありがとうございます。大変でご

ざいました。その中で、運営方針は平成 30 年度にスタートすることになりますが、こ

れで終わりではないので、引き続き検討していただき、より良いものにしていただくよ

うにお願いいたしまして意見といたします。 

 

【東野会長】 

 広報、啓発についての御意見が多かったように思います。 

 今までは、ネガティブな所を明らかにして、啓発を図ることが多かったのですが、い

かに静岡県が良い部分を持っているのかというポジティブな思考に変えて啓発してい

くのも良いのかと思っています。 

 他の地域と比べて、静岡県は良い物を持っていて、例えば先ほどお話のあった入院医

療費が全国平均に比べて低いということから、頑張り次第では外来医療費ももっと低く

なるのではといったように、プラスの部分を表に出していってほしいと思います。健康

長寿は浸透しつつありますが、県民の皆さんが、意外に知らないことが多いのではない

かと感じております。 

 医療費のことを知ることによって、費用が掛かっているのはなぜだろうとなるので、

啓発の中で、納得のいく保険料とすることをつくっていけば、収納率も変わってくるの

かという思いもあります。 

 

【鈴木素子委員】 

 色々な問題を抱え、各種の意見がある中でスタートしなくてはいけないということで、

取りまとめていただきました。一番良いことが、対象期間中であっても見直しを行うこ

とができるとされていることかと思います。スタートした後に、問題も出てくるかと思

いますので、英知を集約して新たな取組をしていただきければと思います。 
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 私も含めて、広報、啓発の重要性や取組の意見が多かったのですが、各項目で数値目

標が設定されている中、広報、啓発に数値目標がないことについてはいかがでしょうか。

今後、検討していただければと思います。 

 

【赤堀課長】 

 スタートして、見直しを検討してまいります。 

 

【東野会長】 

 御意見を受け賜わったところでございますが、今後、留意していただきたいという意

見はありましたが、修正すべき点はございませんでしたので、当協議会での審議の結果

としては、この静岡県国民健康保険運営方針（案）のとおり作成することが適当として

答申することといたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

異議なしということでございます。ありがとうございました。 

 

【東野会長】 

 続きまして、国民健康保険事業費納付金の徴収について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

【赤堀課長】 

 「資料８」を御覧ください。国民健康保険事業費納付金等の算定方法でございます。 

 現行、保険料率を設定するための算出方法は、市町ごとに異なりますが、一般的には、

市町ごと独自の方法を用いて歳出を見込みます。そこから公費や前期高齢者交付金など

の歳入を見込んだ上で、法定外繰入などを検討し、保険料率を決定しております。 

 制度移行後、既に今年度からの算定することとなりますが、まず、県が推計で保険給

付費を算出いたします。国の係数等を用いて、公費や前期高齢者交付金を加除して、納

付金必要総額を算定します。それを、運営方針で定めるα＝１やβなどの係数を用い、

国ガイドラインの算定方法により、市町ごとの納付金を算定し、お示しするということ

となります。 

 市町が、保険料率を決めるに当たっては、納付金に保健事業費等を足し、市町分公費

や法定外繰入れなどを引いて、保険料必要額を算定した上で、決定することになります。 

 裏面２頁に納付金の算定式を掲載しております。 

 また、市町の負担が、制度が変わることによって急に増えないように、国から激変緩

和措置が示されております。３頁を御覧ください。 

 例としてＡ市を御覧いただきますと、まず、Ａ市の平成 28 年度の決算額から納付金
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を算定するときと同じ費目を拾いまして、平成 28 年度の納付金相当額を算出いたしま

す。この例では、一人当たり 125,000 円としております。Ａ市は制度が変わらなかった

と仮定した場合、医療給付費等が伸びております。1 年当たり 1.285％の伸びがあり、

平成 28年度から平成 30年度の２か年度で 1.285％を二乗した 2.59％の伸びがあったと

見まして、125,000 円に 2.59％分を加えた 128,237 円を医療給付費等の伸びを見込んだ

基準の額とします。 

 平成 30 年度のＡ市の納付金額が一人当たり 145,000 円と算出されたと仮定すると、

145,000円から128,237円を引いた網掛けの16,763円が激変対象となるというルールに

なっております。同様に算定した場合、下のＢ市、Ｃ市では激変緩和の対象にはなりま

せんが、激変緩和財源が余る場合には、定率で全市町に配分することとなります。 

 「資料９」を御覧ください。今回、県が市町から徴収する平成 30 年度国保事業費納

付金を試算しました。市町では、算出された納付金試算額を基に平成 30 年度の各市町

の予算及び保険料率の検討を行うこととなります。 

 先ほど、申し上げましたとおり、納付金額は、保険料必要額とは一致しません。しか

しながら、市町が歳出を検討するに当たっての重要な金額となります。 

  なお、今回はあくまで試算でありますので、今後、診療報酬の改定や国費の交付額な

どを算入した、国提示の確定係数による本算定を１月頃に行います。その後に、市町へ

納付金額を示す予定です。 

 納付金を試算した結果について、３頁の別紙１を御覧ください。平成 28 年度との金

額の比較では、国費の投入や被保険者数の減少などによりまして、約 55 億円の減とな

っております。一人当たりの欄を御覧いただきますと、一人当たりの医療給付費の伸び

がありますことなどから 2,338 円の増となったところです。 

 ４頁から７頁に別紙２-１、-２、-３、-４として掲載しましたとおり、別紙２として

国から示されました方法で、自然増など４パターンの一定割合による激変緩和の試算を

行っております。この激変緩和措置を行うことによりまして、別紙１で 高で一人当た

り 18,412 円増加していたものが、４頁の別紙２-１のパターンの場合、 高で 2,564 円

に抑えられるということとなります。 

 なお、国費などが活用可能な財源になります。激変緩和につきましては、この試算結

果をもって、市町と協議しているところであります。 

 説明につきましては以上でございます。 

 

【東野会長】 

 ただ今の説明について、御意見、御質問はございますか。 

 

【長野委員】 

 別紙２-１、-２、-３、-４の県計が同額になっています。市町別の設定が変わってい

ますが、総額で一致するように設定しているのでしょうか。 
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【石田局長】 

 まず、納付金額の必要額を算出し、激変緩和をそれぞれのパターンごとで行った後で

激変緩和用の財源が余った場合には定率で各市町に配分するという算定をしておりま

す。各パターンで激変緩和の投入額が同じであるため、総額が同じとなっています。 

 

【東野会長】 

 別紙１の増減でマイナスが多く、一人当たりでプラスになっていることについて御説

明ください。 

 

【赤堀課長】 

 平成 30 年度を平成 28 年度と比べると被保険者数が減少していることから、金額では

マイナスになりますが、一人当たりでは増加するという傾向になります。 

 一人当たりの増加に関して、激変緩和を行うこととしております。 

 

【鈴木素子委員】 

 運営方針の対象期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までとなっており、激変緩和の

特例基金は６年間となっています。納付金の試算は平成 30 年度の単年度で行われてい

るので、その後、どうなるのかについて教えてください。 

 

【赤堀課長】 

 国の特別調整交付金については、今後毎年度、異なってくることから、毎年度納付金

を試算し、算定していくことになります。今回、お示しした納付金は平成 30 年度単年

度のものとお考えいただきたいと思います。この試算では、特例基金は１年目３億円、

２年目２億円、３年目から６年目は約１億円と想定しているところです。 

 

【東野会長】 

 事業費納付金については、国保運営方針の第３章においても算定方法が書かれている

ところでございます。国の示すガイドラインに基づいて、設定すべき係数などを決めて

算定していくということでございますので、激変緩和を含めしっかりやっていただきた

いということで、「国民健康保険事業費納付金の徴収」については、適当であるという

答申をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

 ありがとうございました。 
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 (3) 今後のスケジュール 

【東野会長】 

 議事については、以上であります。 

 今後のスケジュールについて、事務局からお願いします。 

 

【赤堀課長】 

 「資料 10」を御覧ください。 

 会長から県に答申をいただきますように、日程を調整いたします。 

 そして、１月までには、答申を踏まえ、国保運営方針の決定、公表をする予定でおり

ます。その他、納付金の本算定、関係規程の整備など滞りなく準備を進め、新制度に移

行するように作業を進めてまいります。 

 事務局からは以上です。 

 

【東野会長】 

 今後のスケジュールについて、御意見はありますか。 

 

〔意見、質問なし〕 

 

 それでは、このスケジュールで進めていただきたいと思います。 

 

 (4) 閉会 

【会長】 

 以上で予定の議事は終了いたしました。委員の皆様方には、３回にわたり進行に御協

力をいただきまして、ありがとうございました。おかげをもちまして、円滑な会議の運

営を行うことができまして、答申する運営方針案などの取りまとめまで行うことができ

ましたことに重ねてお礼申し上げます。 

 進行を事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

 

【司会】 

 東野会長、ありがとうございました。閉会に当たり、医療健康局長の石田より御挨拶

申し上げます。 

 

【石田局長】 

 静岡県健康福祉部医療健康局長の石田です。 

 本日は、委員の皆様方には、熱心な御審議をいただき、誠にありがとうございます。 

 これまで３回にわたり御審議いただきましたけれども、３回とも全委員が御出席いた

だいております。改めてお礼申し上げます。 

 冒頭に部長が申し上げましたとおり、来年４月の新制度への移行まで、残り少ない期
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間となっております。県では、円滑な移行に向けた準備に、全力を挙げて取り組み、新

たな国保制度が、将来にわたって、県民が安心して医療を受けられる、持続可能な制度

となるように努めてまいります。 

 本協議会は、条例の改変等がございまして、来年４月から国民健康保険法で規定され

る法定の協議会に衣替えをする予定でございます。 

 国保運営方針につきましても、今後、見直しや改訂を行い、より良いものとしていか

なければならないと思っております。 

 今後とも委員の皆様方にお力をお借りすることもあろうかと思いますので、御協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

 御多用の中、本協議会への御参加について感謝申し上げまして、簡単ではございます

が、お礼の挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

【司会】 

会議録につきまして、発言者のお名前と内容について記録し、ホームページ等で公開

いたします。公開する前に、委員の皆様に誤り等がないか確認いたしますので、御了承

ください。 

 なお、答申につきましては、後日、会長から県へ運営方針案を付して、答申書をお渡

しいただきます。 

 以上をもちまして、平成 29 年度第２回静岡県国民健康保険運営協議会を終了いたし

ます。 

 

 


