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第１章 基本的事項 

 

１ 国民健康保険運営方針の趣旨 

静岡県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）は、県が市町とともに行

う国民健康保険（以下「国保」という。）の安定的な財政運営並びに国保事業の広域化

及び効率化の推進を図るために、県が策定する国保事業の運営に関する方針である。 

平成 30 年度以降は、県が財政運営の責任主体として中心的な役割を担い、市町が地

域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料(地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）の規定による保険税を含む。第３章３を除き、以下同じ。)率の決定、保険料

の賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされ

ている。 

県と市町が各々の立場から役割分担しつつ、被保険者の公平性を確保する観点を踏

まえ、保険者としての事務を共通認識の下で実施するため、運営方針では、「国保の医

療に要する費用及び財政の見通し」「保険料の標準的な算定方法」「保険料の徴収の適

正な実施」「保険給付の適正な実施」「医療に要する費用の適正化の取組」「国保事業の

広域的及び効率的な運営」「保健医療サービスに関する施策等との連携」「関係市町相

互間の連絡調整等」について定めることとする。 

県は市町とともに、運営方針を基に、平成 30 年度からの新たな国保制度を将来にわ

たって持続可能で、県民が安心して医療を受けられる制度とするよう取り組む。 

 

２ 運営方針の位置付け 

運営方針は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号。以下「国保法」という。）

第 82 条の２に基づくものである。 

 

３ 対象期間等 

（１）対象期間 

   運営方針の対象期間は、平成 30年４月１日から平成 33年３月 31日までとする。

ただし、対象期間中であっても、国保の状況等を勘案し、必要に応じて見直しを行

うものとする。 

 

（２）策定年月日 

   平成○年○月○日策定 
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第２章 国保の医療に要する費用及び財政の見通し 

 

 国保財政の健全化に取り組むため、本章では、国保の財政収支の基礎となる情報であ

る医療費等の見通しや県及び市町の財政収支に係る事項などを定める。 

 

１ 被保険者等の状況、医療費の動向及び見通し 

（１）被保険者等の状況 

  ア 国保世帯数、被保険者数及び国保加入率の推移 

平成 27 年度の県内の国保加入世帯数は約 57 万世帯、被保険者数は約 95 万人で

あり、本県の人口に占める国保加入率は 25.7％となっており、いずれも近年は減

少傾向となっている。 

 

 
 

※ 「本県人口に占める国保加入率」の算出に使用した各年度の本県人口は、統計センターしずおか「静

岡県人口推計」の各翌年度４月１日現在の推計値。 

※ 各数値とも年度末現在。 
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  イ 被保険者の年齢別構成の推移 

前期高齢者である 65 歳から 74 歳までの被保険者が占める割合は、平成 27 年度

は約 42％と増加する一方、０歳から 14 歳までの被保険者が占める割合は約 7.3％

と減少している。 

  
ウ 国保世帯主（75 歳未満）の職業別構成割合の年次推移 

    被保険者の世帯主の職業は、年金受給者などの無職者が も多く、次いで非正

規労働者などの被用者となっている。 
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（２）医療費の動向 

  ア 国保の医療費の年次推移 

    国保の医療費総額及び一人当たり医療費は、毎年増加している。平成 27 年度の

医療費総額は約 3,294 億円となった。 
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イ 都道府県別及び市町別一人当たり医療費 

    平成 27 年度の本県の一人当たり医療費は 337,356 円となっており、全国平均の

349,697 円を下回っている。平成 27 年度の県内市町別の一人当たり医療費は、

高（377,002 円）が 低（306,166 円）の約 1.23 倍となった。 
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  ウ 年齢階層別医療費 

    平成 27 年度の５歳階層別の一人当たり医療費は、15 歳から 19 歳が も低く、

その後、年齢の上昇とともに高くなり、前期高齢者である 65 歳以上は 40 万円を

超える医療費となっている。また、平成 27 年度の年齢階層別の医療費割合では、

前期高齢者が全体の約 62％を占めている。 
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  エ 医療費指数 

     各市町の一人当たり医療費（注）（給付費ベース・過去３か年）の過去３か年に

ついて、市町ごとの年齢構成の差異を補正し、全国平均を１として指数化したもの

が医療費指数である。本県の平成 25 年度から平成 27 年度までの３か年平均では、

33 市町が１（全国平均）以下となっている。 
  (注) 医療費指数に用いる医療費は、国ガイドラインが定める積算方法による費用(出産育

児一時金及び葬祭費を除く保険給付費ベースの費用) 

 

 

(修正経過等) 
基礎となる費用の根拠を
明確化 
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（３）医療費の見通し 

   後期高齢者医療制度への異動者の増加等により、被保険者数は減少していくが、

一人当たり医療費は、高年齢層の増加等に伴い、増加していくことが想定されるこ

とから、医療費は横ばいで推移することが見込まれる。 

  ア 被保険者数の推計 

 
 （推計方法） 
  ・平成 25～28 年度実績は年間平均被保険者数(３～２月)、平成 29 年度の数値は４月～６月の

平均被保険者数 
  ・平成 30 年度以降の数値は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口の伸び率等を基

として年齢階層別に推計 

  イ 一人当たり医療費の推計 

 
 （推計方法） 
  ・平成 29 年度以降の数値は年齢階層別に高額薬剤による影響を受けない年度（H23～H26）

の伸び率を基に推計 

  ウ 医療費の推計 

 

 （推計方法） 
   ・平成 29 年度以降の数値は「年齢階層ごとの被保険者推計」に「年齢階層ごとの一人当た

り医療費」を乗じ、それぞれを合算して推計 
 ※ 年齢階層ごと:「未就学児（０～６歳）」「70 歳未満（７～69 歳）」 
         「70 歳以上一般（70～74 歳）」「70歳以上現役並み所得（70～74 歳）」 

(修正経過等) 
最新値を基に推計 
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２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 

  国保財政を安定的に運営していくためには、原則として必要な支出を保険料や国庫

負担金などで賄うことにより、国保特別会計において収支均衡を図る必要がある。 

  県国保特別会計において、県は、市町の事業運営の健全化を念頭に、繰越金等を必

要以上に確保することのないよう適切に運営する。 

 市町国保特別会計において、市町は、保険料率の適正な設定、収納率向上対策、医

療費適正化等の実施により、単年度の収支の均衡に努める。 

 

３ 赤字解消・削減の取組 

 県では、市町における要因分析と制度移行後の市町の決算状況を踏まえ、県内市町

における赤字繰入れ解消・削減の取組、目標年次等の取組方針を定める。 

 決算補填等を目的とする一般会計からの繰入れ（以下「赤字繰入れ」という。）を

行っている市町においては、県の定める取組方針を踏まえ、赤字繰入れを解消・削減

する計画を速やかに策定することとする。 

 

年度(目途) 県 赤字繰入れのある市町 

平成 30 年度 取組方針（案）を提示 
初年度の状況を踏まえ、赤字繰入

れの要因分析の上、県へ報告 

平成 31 年度

～ 

平成 32 年度

市町の分析結果と制度移行後の

市町の決算状況を踏まえ、解消・

削減の取組、目標年次等のを示し

た取組方針を決定 

県の定める取組方針を踏まえ、 

計画を策定（平成 32 年度以降） 

 

（参考）市町の財政状況（平成 28 年度決算） 

赤字繰入れあり 22 市町 

赤字繰入れなし 13 市町 

 

４ 財政安定化基金の活用 

 国民健康保険財政安定化基金（以下「基金」という。）は、給付増、保険料収納不

足の場合に活用する基金（以下「通常基金」という。）と新制度移行に伴う保険料の

激変緩和措置のために国の補助金により積み立てた基金（以下「特例基金」という。）

に区分される。 

 

（１）通常基金の活用 

  ア 貸付 

   県において、国保事業費納付金（以下「納付金」という。）の算定時の見込みか

ら保険給付費が増大した場合等に県国保特別会計へ貸付けを行う。 

(修正経過等) 
運営協議会意見、パブコメ、
国方針等を踏まえ、連携会議
にて協議し修正 
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   市町において、保険料必要額に対して、収納率の低下等により収納額不足が見込

まれる場合に市町国保特別会計へ貸付けを行う。 

 

  イ 交付 

   市町において、次に掲げる特別な事情が生じたと認められる場合に市町特別会計

へ交付する。 

   なお、市町補填分については、当該交付を受けた市町が負担する。 

  (ア) 災害（地震、台風、噴火など）により、多数の被保険者に著しい影響が生じ

た場合 

  (イ) 地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅に下落するなどにより、多数の被保

険者に著しい影響が生じた場合 

  (ウ) その他、上記に類すると知事の認める事象により、多数の被保険者に著しい

影響が生じた場合 

 

（２）特例基金の活用 

   平成 30 年度から平成 35 年度までの特例として設置される特例基金については、

制度の円滑な施行のため、保険料の激変緩和措置として計画的に活用する。 

 

 

 



 

 
第３章 保険料の標準的な算定方法 

11 

第３章 保険料の標準的な算定方法 

 

 平成 30 年度以降、県が市町から納付金を徴収するとともに、市町に標準保険料率を

示すこととされていることから、本章では、納付金及び標準保険料率の算定方法と保険

料水準の考え方等を定める。 

 

１ 納付金及び標準保険料率の算定方法 

  県は、「国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定方法について（平成 28

年４月 28 日付け保発 0428 第 17 号厚生労働省保険局長通知）」（以下、「国ガイドライ

ン」という。）に基づき、市町から徴収する納付金を算定し、市町が保険料率を定める

際に参考とする標準保険料率を算定する。 

  運営方針の対象期間（平成 30 年度～平成 32 年度）の算定に使用する係数等は次の

とおりとする。 

 

（１）算定に用いる医療費指数反映係数αの設定 

  各市町の医療費水準を反映した保険料水準とするため、医療費水準を反映する 

 「α＝１」とする。 

 

（２）算定に用いる所得係数βの設定 

  本県の所得水準を反映するため、「β＝県平均の１人当たり所得／全国平均の１人

当たり所得」とする。 

 

（３）算定に用いる保険料算定方式（賦課方式）等 

 医療給付費分及び後期高齢者支援金分は３方式（所得割、被保険者均等割、世帯

別平等割）、後期高齢者支援金分は３方式、介護納付金分は２方式（所得割、被保

険者均等割）で算定する。 

 また、「応能割合：応益割合」を「所得係数β：１」とした上で、３方式の場合

の応益部分の「被保険者均等割：世帯別平等割」を「0.7：0.3」とする。 

  （参考） 
応益割合 

１ 
応能割合 

β 
（所得割） 

（被保険者均等割） 
0.7 

(世帯別平等割)
0.3 

 

（４）算定に用いる収納率 

 実態に合わせた収納率とするため、県内保険者規模別（第４章１の収納率目標の

区分と同じ。）の平均収納率（過去５か年）とする。 

 

(修正経過等) 
パブコメを踏まえ、誤解のない
よう参考等を追加、修正 
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（５）その他算定方法に係る事項 

  ア 高額医療費を共同で負担するための調整 

  納付金の算定に当たって市町ごとの医療費水準を反映する算定方法とすることか

ら、高額医療費を共同で負担するための調整は行わず、発生状況に応じて高額医療

費負担金、特別高額医療費共同事業負担金を各市町の納付金から差し引く。 

 

  イ 保健事業や付加給付等の納付金への加算 

 保健事業や付加給付等の実施について市町ごとに差があるため、これらを納付金

に加算しないこととする。 

 

  ウ 算定に用いる賦課限度額 

   算定処理を行う年度の国保法施行令第 29 条の７による額とする。 

  （参考）平成 29 年度賦課限度額 

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

賦課限度額 54 万円 19 万円 16 万円 

 

  エ 激変緩和措置 

   納付金の算定結果を踏まえ、国ガイドラインに基づき、都道府県繰入金等による

激変緩和措置を活用する。 

 

（参考）納付金算定（医療分）の仕組みを数式にした場合(イメージ) 

 

市町の納付金の額＝（県の必要総額）×{α×（年齢調整後の医療費指数－１）＋１} 

       ×{β×（所得(応能)のシェア）＋（人数(応益)のシェア）}／（１＋β）} 

       ×γ 

       － 高額医療費負担金調整 ＋ 地方単独事業の減額調整分 

       ＋財政安定化基金の返済分・補填分 等 

 

※ αは医療費指数をどの程度反映させるかを調整する係数（０≦α≦１） 

  α＝１のとき、医療費水準を納付金額に全て反映 

  α＝０のとき、医療費水準を納付金額に全く反映させない（県内統一の保険料水準時） 

 

※ βは所得のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数であり、都道府県の所得

水準に応じて設定が原則 

 

※ γは市町の納付金額の総額を県の必要総額に合わせるための調整係数 

 

(修正経過等) 
国調整交付金が活用可能とされ
たことから「等」を追加
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２ 保険料水準についての考え方 

 本県では、医療費適正化の取組、保険料算定方式（以下「賦課方式」という。）の

統一の取組、収納率向上の取組、赤字繰入れの解消・削減の取組などを段階的に行い、

保険料水準の統一（標準保険料率の一本化）を目指す。 

 統一の目標時期の設定に当たっては、制度移行後の市町の運営状況や全国的な状況

などを踏まえ、平成 32 年度までに十分に県と市町との協議を行う。 

 

 （取 組） 

 ・ 医療費適正化の取組 

   第６章に定めるところなどにより取り組む。 

 ・ 賦課方式の統一の取組 

医療給付費分は３方式（所得割、被保険者均等割、世帯別平等割）とし、後期高

齢者支援金分、介護納付金分とも資産割は使用しないことを目標とする。 

なお、制度施行後の状況や保険料水準の統一に関する検討に併せ、後期高齢者支

援金分、介護納付金分の県内統一方式について検討する。 

  ＜賦課方式の現状＞                    （平成 28 年度） 

区分 ２方式(均等割、所得割) ３方式（２方式＋世帯割） ４方式（３方式＋資産割）

医療分 ０市町 ５市町 30 市町 

後期分 ４市町 10 市町 21 市町 

介護分 13 市町 ４市町 18 市町 

 ・ 収納率向上の取組 

   第４章に定めるところなどにより取り組む。 

 ・ 赤字繰入れの解消・削減の取組 

   第２章３に定めるところにより取り組む。 

 ・ その他必要と認める事項 

   その他、静岡県国保運営方針連携会議において、必要と認めるところにより取り

組む。 
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（参考）保険料水準についての考え方（イメージ） 

 

 

 
     

     

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

    

 

 

 

 

 

３ 「保険料」「保険税」方式 

  県内では、３市にて保険料方式、32 市町にて保険税方式が採用されており、徴収の

時効期間の違いなどがある。料・税の統一に当たっては、組織体制や費用など移行す

る市町の負担が大きいことから、全国的な状況を踏まえての今後の検討課題とする。 

制
度
改
革
前 

 

制
度
改
革
（
段
階
的
取
組
） 

H30 年度～ 

目 

標 

医療費水準の差 

医療体制の違い 

適正化取組の差 

 

賦課方式(2･3･
4 方式)の違い 

 

収納率の差 

 
保険料上昇抑制

目的の赤字繰
入れの有無 

要 因 (例) 

賦課方式の統一

(資産割を廃止）

収納率高水準 

での平準化 

赤字繰入の 

削減・解消 

医療費水準の 

平準化 

･医療費適正化
の取組推進 
･医療サービス
の均質化

市町ごとに独自に設定していることから保険料の差が大きい 

制度開始時は、県内市町の保険料率を急激に変動させないよう 

年齢構成調整後の医療費水準を反映して市町ごとに異なる標準保険料率を提示
        （α＝１） 

保険料水準の統一(標準保険料率の一本化) 

 

平成30年度

制度施行３年後(H32 年度)まで統一の目標時期等協議 

～H29 年度

＜納付金算定方法＞ 

・医療費水準を反映しない（α＝０） 

・納付金総額に保健事業や付加給付等を含め算定

・市町ごとの収納率実績を納付金額に反映 など 
(修正経過等) 
Ｐ12（５）イとの整合 
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第４章 保険料の徴収の適正な実施 

 

 保険料収入の確保は、国保の安定的な財政運営の前提となるものである。本章では、

収納率目標を設定し、収納率の向上の取組を定める。 

 

１ 収納率目標 

（現状等） 

県内市町全体の収納率は、近年上昇傾向にあるものの、市町ごとに見た場合、収納

率の差は大きい状況にある。（参考資料 データ編 表８参照） 

 
（目標設定） 

 県は、各市町の収納率向上の観点から、「静岡県国民健康保険広域化等支援方針（平

成 27 年度～平成 29 年度）」の収納率目標の達成状況（９市町未達成）を鑑み、運営方

針の対象期間（平成 30 年度～平成 32 年度）の保険者規模別の収納率目標を次のとお

り定める。 

 ただし、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。 

 なお、収納率目標は、滞納繰越分を除く一般被保険者の現年分とする。 

 ○保険者規模別収納率目標 

保 険 者 規 模 収納率目標 

        １万人未満 ９２．００％ 

１万人以上   ５万人未満 ９１．００％ 

５万人以上   10 万人未満 ９０．００％ 

10 万人以上 ８９．００％ 

   ※ 保険者規模は、年間平均被保険者数（１月から 12 月までの一般被保険者数の平均）による。 

(修正経過等) 
運営協議会意見、パブコメを
踏まえ、連携会議にて協議し
追加、修正 
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（参考） 

保険者努力支援制度の加点となる収納率（平成 27 年度実績・現年、退職含む） 

保 険 者 規 模 加点となる収納率 

        １万人未満 ９５．４３％ 

１万人以上   ５万人未満 ９３．０２％ 

５万人以上   10 万人未満 ９０．５０％ 

10 万人以上 ９０．３９％ 

 

２ 収納対策の取組 

 （現状等） 

  収納率の向上を目的として、県は静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」

という。)とともに、収納率向上対策研修会を開催し、国保連広報事務委員会（県、市

町、国保連で構成）で市町の意見を聴き、納付啓発ポスターを作成している。 

 

 （取 組） 

  県は、国保連とともに引き続き収納率向上対策研修会を開催するとともに、国保連

広報事務委員会にて、納付啓発ポスターの作成など収納率向上のための啓発について

協議・実施する。また、県は、収納率目標を達成していない市町に対し、書面又は実

地による検査を行い、必要な指導助言を行うとともに、滞納繰越分の収納率の向上に

ついても指導助言を行う。 

  市町は、口座振替の促進、コンビニ収納や休日、夜間の納付相談、短期被保険者証・

被保険者資格証明書の活用、資力のある滞納者への滞納処分の実施など収納率の向上

に資する取組を行う。また、納付相談体制の充実や住民への相談窓口の周知を行う。 

  なお、収納率目標を達成していない市町は、目標未達成の原因を分析し、必要な取

組を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H27） 目標（H32） 

規模別収納率目標達成市町 26/35 35/35 

 

(修正経過等) 
運営協議会意見、パブコメを
踏まえ、連携会議にて協議し
修正 
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第５章 保険給付の適正な実施 

 

 被保険者が保険医療機関等を受診した場合などになされる保険給付は、国保事業の基

本事業であり、法令に基づき事務が行われている。本章では、法令に基づき確実に実務

を行うための取組や広域的な対応により効率化するための取組などを定める。 

 

１ 療養費の支給の適正化 

 （現状等） 

 療養費については、支給決定に際し、判断が困難な場合があることから、本県では、

療養費の支給の適正化のため、平成 25 年度から順次、手引きを作成している。 

 

 （取 組） 

 県は、「柔道整復師の施術の療養費の手引き」「はり・きゅう、あん摩・マッサージ・

指圧師の施術に係る療養費の手引き」「海外療養費の手引き」を改定し、「治療用装具」

「移送費」「生血代」の手引きを策定する。また、これらの手引きに基づく療養費の

支給についての指導、助言を行う。 

 市町は、手引きを活用し、事務の標準化を図るとともに、支給適正化に向けた取組

を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H29） 目標（H32） 

手引きの作成数 

３ 
｢柔道整復師の施術の療養費の手引き｣｢は

り・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧師

の施術に係る療養費の手引き｣｢海外療養費

の手引き｣ 

６ 
（作成予定） 

「治療用装具」「移送費」「生血代」の手引き

 

２ 診療報酬明細書（レセプト）点検の充実強化 

 （現状等） 

市町が行う診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）点検について、資格点検

は全市町が国保連に委託し実施している。一方で、内容点検は、国保連への委託又は

レセプト点検員の直接雇用により実施している。 

県は、資格点検については、市町に対する実地検査により実施状況を確認し、内容

点検については、レセプト点検研修会を通じた市町への指導・助言や、レセプト点検

員の直接雇用により実施している市町に対して医療給付専門員による巡回指導を行

っている。 
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資格点検 内容点検 
レセプト点検の 

実施状況 

（平成 28 年度） 

国保連委託 35 市町 
＊国保連は各市町に「診
療報酬明細書資格確認
結果表」を提供 

・国保連委託         19 市町

・レセプト点検員の直接雇用  13 市町

・国保連委託及びレセプト点検員の直接雇用  ３市町

医療給付専門員に

よる巡回指導 

（平成 28 年度） 

16 市町（レセプト点検員の直接雇用で実施している市町） 

 

 （取 組） 

県は、資格点検について、引き続き、市町が適正かつ効率的に行うよう指導する。

また、内容点検について、市町の点検項目を統一するため、「標準点検の項目リスト」

を作成し、点検の充実強化を支援する。 

市町は、資格点検について、引き続き、適正かつ効率的に実施する。また、内容点

検について、県の作成する「標準点検の項目リスト」に基づき、精度の高い点検を実

施する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状(H28) 目標(H32) 

標準点検の項目リストに基づき点検を行う市町 

（レセプト点検員直接雇用又は外部委託による点検）
－ 

35 市町 

（全市町） 

 

３ 第三者行為求償事務の強化に資する取組 

 （現状等） 

 交通事故や犬咬みなどの第三者の不法行為によって生じる第三者行為求償事務の

対象となる事案について、市町は被保険者からの届出により把握している。しかし、

被保険者は交通事故等による受傷であっても届出しないことがある。平成 28 年４月、

県内の全市町は、第三者行為の事案把握のため、交通事故に係る損保関係団体との覚

書を締結した。また、県では、平成 28 年度、消防長会に対し、市町への救急搬送記

録の提供を依頼している。 

  なお、全市町において、交通事故のみについて保険会社等に対する損害賠償請求

を国保連に委託している。 

 

 （取 組） 

県は、各市町の数値目標や取組事例を収集し、市町との情報共有を図る。また、

対象となる事案の情報を有する機関に対し、市町への提供を依頼するなどにより、

市町が行う求償事務の取組を支援する。 

市町は、早期にかつ的確に第三者行為の事案を把握した上で、個別の求償事務に

(修正経過等) 
表記方法の変更 
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取り組む。 

国保連は、実施体制を検証しつつ、現在求償事務を受託している案件以外の案件

についても受託できる体制を整えるとともに、県と協力して研修会を実施するなど、

市町への支援を強化する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標(H32) 

必須指標（※）の目標数値を達成した

市町数 
調査中 3/35 18/35（半数以上） 

※①被害届の自主的な提出率、②被害届受理日までの平均日数 についての年度ごとの目標 

 

４ 高額療養費の多数回該当の取扱い 

 （現状等） 

平成29年度までは、他市町村に転居した場合、転居前の高額療養費の多数回該当に

係る該当回数は、転居後に通算されなかったが、平成30年度以降、県内で住所の異動

があり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合は、多数回該当に係る該当回数につ

いて、前住所地から通算することとなる。 

 

 （取 組） 

  判定基準は、「    について（平成 29 年○月○日付け厚生労働省○○通知）」（未

発出）に基づく国の示す基準とする。 

  県は、判定基準によっても判断が困難な事例についての市町の判断結果を県内市町

で共有するための周知を行い、県内統一の取扱いとなるよう努める。 

市町は、判定基準に基づく判定を行い、判定基準によっても判断が困難な事例につ

いては、県と協議した上で取扱いを判断する。 

  国保連は、市町からの委託を受けて、「国保情報集約システム」により、市町にお

ける資格管理情報や高額療養費の該当情報等を県単位で集約・管理を行う。 

 

  ○ 判定基準（現在の国の案） 
  １ 一つの世帯のみで完結する住所異動の場合、家計の同一性や世帯の連続性があ

るものとして、世帯の継続性を認める。なお、「一つの世帯で完結する住所異動」
とは、次のいずれかに該当するものとする。 

   (1) 他の世帯と関わらず、当該世帯の構成員が変わらない場合の住所異動 
   (2) 他の世帯と関わらず、資格取得・喪失による当該世帯内の国保加入者数の増

加又は減少を伴う場合の住所異動 
  ２ 世帯分離や世帯合併による一つの世帯で完結しない住所異動の場合、継続性を

認める世帯については、次のいずれかに該当するものとする。 
   (1) 世帯主と住所の両方に変更がない世帯 
   (2) 住所異動前の世帯主が主宰する世帯 

(修正経過等) 
国通知が未発出であることから
修正 
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（目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H32） 

判定基準に従った運用を行う市町 ― 35／35 

 

５ 県による保険給付の点検 

 （現状等） 

 市町は、保険給付の主体として点検を行っており、県は、保険者ではないため保険

給付の点検等を行うことができない。 

 

 （取 組） 

県は、平成 30 年度以降、国保法第 75 条の３から６までの規定に基づき、市町が行

った保険給付の点検等を行うことが可能となるため、国が進める事務処理システムの

開発状況を踏まえ、環境が整い次第、広域的又は医療に関する専門的見地から、市町

が行った保険給付の点検を行う。 

市町は、保険給付の主体として点検を引き続き行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 
目標（国による事務処

理システムの開発後）

県による保険給付の点検実施市町 ― 35／35 

 

６ 不正請求に係る費用の返還を求める取組 

 （現状等） 

 保険医療機関等による不正が発覚した場合、各市町は、当該保険医療機関等に対し、

自ら診療報酬の不正請求に係る費用返還を求めている。 

 

 （取 組） 

県は、国保法第 65 条第４項に基づき、市町の委託を受けて、不正請求に係る費用返

還を求めることが可能となるため、受託による回収を行う体制を整える。 
 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H30） 

県委託が可能な市町 ― 35／35 
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第６章 医療に要する費用の適正化の取組 

 

 国保財政の安定的な運営を図るため、本章では、「支出面」の中心である医療費につ

いて、適正化の取組を定める。また、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率

の向上や糖尿病性腎症重症化予防の取組などにより県民の健康寿命の延伸に努める。 

 

１ 医療費通知の実施、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進 

 （現状等） 

医療費通知については、県内全市町が実施し、うち21市町は年間12か月を対象期間

としており、14市町は６か月としている。 

後発医薬品については、７市において後発医薬品使用状況を年齢別等に類型化し、

把握した上で、事業目標を立て、使用促進の取組を行っている。 

 

 （取 組） 

  県は、医療費通知が各保険者市町において統一的に行われるよう実施方法等を通知

する。また、後発医薬品の普及に向け、市町による取組を促進する。 

  市町は、医療費通知の全月網羅での実施及び後発医薬品の差額通知やパンフレット

配布などを行い、健康や医療に関する情報提供を充実する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H32）

年間 12 か月を対象とした医療費通知実施市町数 21/35 35/35 

後発医薬品使用促進の取組について、使用状況を年齢別等

に類型化し、把握した上で事業目標を立てている市町数 
7/35 3518/35（半数以上）

 

２ 特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率の向上 

（現状等） 

  メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少を図るため、平成 20 年度から

特定健康診査・特定保健指導を実施している。 

 

 （取 組） 

  県及び国保連は、各種広報媒体を活用して制度周知のための啓発活動や、受診率及

び実施率の向上のための研修会を開催するなどして、市町による取組を促進する。ま

た、県は、特定健康診査に関するデータを市町別に分析して、県民に分かりやすく周

知する。 

  市町は、未受診者への受診勧奨、がん検診との同時実施、歯周疾患検診等との連携、

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携
会議にて協議し目標値を修正 

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携
会議にて協議し追加、修正 
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受診者への分かりやすい情報提供等の受診率及び実施率の向上を図る取組を推進する。 

  また、県及び市町は、たばこの健康への影響についての正しい知識の普及やたばこ

をやめたい人に対して治療方法等の情報を提供する等の喫煙者を減らす取組を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H26H27 法定報告値） 目標（H35） 

特定健康診査実施率 36.3%37.6％ 

特定保健指導実施率 27.9%30.7％ 

60％（予定）静岡県医療費適

正化計画の市町国保の目標値

※静岡県医療費適正化計画の市町国保の目標値と整合 

 

３ 重複服薬者等に対する取組 

（１）重複服薬者・重複受診者に対するアプローチ 

（現状等） 

  重複服薬者・重複受診者に対する訪問指導に係る取組状況は市町によって異なる。 

＜重複受診者に対する訪問指導（平成2728年度）＞ 

選定有、訪問有 選定有、訪問無 選定無、訪問無 

1924市町 ２１市町 1410市町 

 

 （取 組） 

  県は、他市町の優れた取組に関する情報を提供するなどして市町による取組を促進

する。 

  市町は、各々の事情を考慮して対象者を選定し、かかりつけ医と連携して、アプロ

ーチを行う。 

  国保連は、被保険者の健康状況や生活状況などを確認する必要性が極めて高い重複

服薬者・重複受診者のリストを作成し、市町に提供する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H32） 

国保連提供リストを基に訪問指導等の

アプローチを行う市町の数 
― 35／35 

 

（２）薬剤使用の適正化に係る取組 

（現状等） 

  平成 28 年度の調剤報酬改定で、「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包

括管理料」が新設された。薬剤使用の適正化のため、「かかりつけ薬剤師」による服薬

情報の一元的・継続的把握等が可能となるよう環境整備を進める必要がある。 
 ※ 平成 28年度診療報酬改定で、かかりつけ薬剤師指導料（70点）、「かかりつけ薬剤師包括管理

料」（270 点）が算定可能となった。 

(修正経過等) 
現状を最新数値に更新し、目標を医療費適正化計画と整合

(修正経過等) 
最新数値に更新 

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携
会議にて協議し追加、修正 
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 （取 組） 

 県は、新規指定保険薬局・保険薬剤師を対象とした集団指導（東海北陸厚生局静岡

事務所と共同実施）等において、「かかりつけ薬剤師・薬局」に対する評価を含む調剤

報酬制度の説明を行い、周知を図る。また、県民に対し、「かかりつけ薬剤師・薬局」

の活用について広報する。 
 

 市町は、被保険者に対する「お薬手帳の活用」の呼びかけ、薬剤使用の適正化に関

する情報提供の充実などにより、かかりつけ薬剤師等による服薬情報の一元的・継続

的把握等の取組を支援する。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H29） 目標（H32） 

かかりつけ薬剤師等による服薬情報の一元

的・継続的把握等の取組を支援する市町数 
７/35 3518/35（半数以上）

 

４ 糖尿病性腎症重症化予防の取組 

 （現状等） 

  「糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定について（平成 28 年４月 20 日付け保

発 0420 第４号厚生労働省保険局長通知）」が発出され、平成 28 年度には、静岡県糖

尿病等重症化予防対策検討会を開催し、平成 29 年度には県版糖尿病性腎症重症化予

防プログラムの策定を予定している。 

  本県では、23市町が糖尿病性腎症重症化予防事業に取り組んでいる（平成28年度）。 

 

 （取 組） 

  県は、市町による取組の実施状況を把握し、するとともに、糖尿病性腎症重症化予

防事業を効果的に推進できる人材を養成するなど、必要な支援を行う等により、市町

が行う県版予防プログラムに沿った取組を促進する。 

  市町は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムに沿った取組を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H32） 

県版予防プログラムに沿った取組をする市町 － 35／35 

 

５ 保健事業の実施計画（データヘルス計画）の活用 

（現状等） 

 「日本再興戦略（平成 25 年６月 14 日閣議決定）」を踏まえ、平成 26 年３月、「国民

健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が改正され、各市町は、レセプ

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携会議にて協議し追加、修正

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携会議に
て協議し追加、修正 
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ト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「デ

ータヘルス計画」を策定した上で、保健事業の実施、評価及び見直しを行うこととさ

れた。 

 

（取 組） 

 県及び国保連は、市町が行うデータヘルス計画のＰＤＣＡサイクルに沿った事業運

営について、国保連が設置する保健事業支援・評価委員会の活用などにより、必要な

助言及び支援を行う。を行い、広域的な調整や支援に努める。 

 市町は、毎年度、計画の目的、目標の達成状況を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルに沿っ

て事業運営を行い、計画年度終了後は次期以降も策定し、保健事業の実施及び評価を

行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標 

データヘルス計画策定市町 33／35 35／35（H30） 

第三者から評価を受けＰＤＣＡサイクル

に沿って事業運営を行う市町数 
― 35／35（H32） 

 

６ 保健事業の先進的事例の横展開 

 （現状等） 

先進的な事例について、次のとおり事例発表などを行っている。 

行 事 名 開催時期 内  容 

特定健診・特定保健指導実践者育成研修会（計画・評価編） 

（県と保険者協議会の主催） 
毎年６月頃 事例発表等 

保健事業研修会（国保連主催） 毎年６月頃 保健事業事例紹介等 

保健事業情報交換会（国保連主催） 毎年８月頃 事例紹介等 

 

 （取 組） 

県及び国保連は、特定健診・特定保健指導実践者育成研修会、保健事業研修会など

の各種研修会を開催し、先進的事例等の情報提供に努める。 

また、県は、市町の国保部門と保健部門の間で連携が取れるよう、両部門での情報

共有を促す。 

  市町は、研修会等に積極的に参加し、先進的事例を参考にして保健事業を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H32） 

各種会議・研修に参加する市町 ― 35／35 

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携会議に
て協議し追加、修正 
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第７章 国保事業の広域的及び効率的な運営 

 

 市町が行う事務には、国保連への委託などにより共同で事務を実施することや県が基

準等を示すことにより、経費の削減や事務処理の迅速化が図られるものがある。本章で

は、広域的及び効率的な国保事業の運営をするための取組を定める。 

 

１ 被保険者証及び高齢受給者証の一体化 

 （現状等） 

  被保険者証については、全市町で更新時期や背景色、サイズ（カード化）が統一さ

れている。一方、高齢受給者証については、このような取扱いはされていない。 

種類 更新時期 背景色 カード化 

被保険者証 10 月 １年ごとに、うぐいす色、クリーム色、藤色の順に変更 35 市町 

高齢受給者証 ８月 ― ０市町 

 

 （取 組） 

 県は、被保険者や保険医療機関等の利便性の向上のため、被保険者証及び高齢受給

者証の一体化に向けて、国が推進するマイナンバーを活用したオンライン資格確認の

仕組みと整合する取組の方向性を示す。 

 市町は、県の示す取組の方向性に留意して必要なシステム変更、体制整備等の準備

を進める。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標(H32) 

被保険者証、高齢受給者証を一体化した

市町数 
なし 18/35（半数以上） 

 

２ 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 

 （現状等） 

  レセプトの資格情報に疑義のある場合、市町はそれぞれで運用しているシステム

（以下「自庁システム」という。）の資格情報を基に保険医療機関等への受診日照会を

行っている。市町は、資格過誤による返戻があった場合は、国保総合システムの過誤

登録及び自庁システムの給付情報等の修正を行っている。 

 

 （取 組） 

  国保連は、保険医療機関等への受診日照会及び過誤登録について、市町から受託で

きる体制を整え、市町が担っている資格確認事務の効率化及び医療費の適正化に取り

組む。 

(修正経過等) 
連携会議にて国保連から再検
討依頼（オンラインの資格確認の
開発工程変更等）があり削除
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  〈事務フロー〉 

  ① 該当レセプト抽出  → ② 受診日照会  → ③ 過誤登録  → ④ 自庁システム修正  

※ ①～③を国保連、④を市町で行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標(H32) 

国保連への委託市町数 ― 35/35 

 

３２ 保険料の減免基準の標準化 

 （現状等） 

  保険料の減免については、国保法第 77 条、地方税法 717 条（天災その他特別な事

情がある場合、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別な事情のあ

る者に限り減免）において、条例の定めるところにより市町村長が行うとされており、

市町ごとにその取扱いが異なっている。 

 ＜減免に係る県内市町の状況（平成 28 年度）＞       （単位：市町） 

減 免 事 由   

 

 

区 分 
災害 病気 失業 収入減 低所得 

うち生保基準
特別事情

保険料 3 3 3 1 3 1 1

保険税 32 24 23 3 28 3 25

合計 35 27 26 4 31 4 26

 

 （取 組） 

  県は、市町の事情に配慮しつつ、基本的な考え方を整理して市町に提示する。 

 市町は、被保険者の実態に応じたきめ細かな対応が必要であるため、県が提示した

基本的な考え方を参考に、必要に応じてそれぞれの地域事情を踏まえた基準の設定及

び運用を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H32） 

県が提示した基本的な考え方を参考として 

減免基準を設けている市町数 
― 35/35 
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４３ 一部負担金の減免基準の標準化 

 （現状等） 

  「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについ

ての一部改正について（平成 22 年９月 13 日付け厚生労働省保険局長通知）」による

厚生労働省の基準を受け、県として「一部負担金の減免及び徴収猶予基準（標準）（平

成 23 年３月 30 日付け県国民健康保険課長通知）」（以下「県標準」という。）を通知

した。（平成 29 年１月、県標準改正） 

  県内全市町において、減免に関する基準を定めているが、独自に要件を設定してい

る市町もある。 

 ＜県内市町の状況（平成 27 年度）＞ 

国基準より広い 
要件 

区分 

国基準 

どおり 
収入基準

拡大 

預貯金額

基準拡大

独自基準

設定
入院＋通院 

減免期間

拡大 

国基準 

より狭い

市町数 29 ５ ５ ２ １ ４ ３ １ 

 

 （取 組） 

  県は、引き続き厚生労働省の基準等を踏まえ、県標準を改定し市町に通知する。 

  市町は、被保険者の実態に応じたきめ細かな対応が必要であるため、それぞれの地

域事情を踏まえた減免基準（県標準を満たすもの）の設定及び運用を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H27） 目標（H32） 

県標準を満たす減免基準を設けている市町数 34/35 35/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(修正経過等) 
表区分の修正 
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５４ 保険者共同処理事務の推進 

 （現状等） 

  市町は、次の保険者共同処理事務等をそれぞれの実情に応じ、個別に国保連へ委託

をしている。 

＜国保連における保険者共同処理事務等一覧＞ 

通知等の 

作成 

被保険者台帳、高額療養費の申請勧奨通知、療養費支給決

定帳票、高額療養費支給・決定帳票、高額療養費通知、医

療費通知、後発医薬品差額通知書、後発医薬品調剤実績・

削減効果実績、特定健診受診券、特定保健指導利用券 

計算処理 
高額療養費支給額計算処理、高額介護合算療養費支給額計

算処理、退職被保険者の適正化電算処理 

統計資料 
医療費分析システムを活用した疾病統計等、事業月報・年

報による各種統計資料、重複・頻回受診者リスト 

保険者事務

の共同実施 

資格・給付
被保険者台帳の作成、資格異動処理、診療報酬明細書の資

格確認、給付記録管理業務 

医療費適正化の共同実施

点数表改定説明会の開催、レセプト二次点検及び再審査申

出事務、第三者行為求償事務、第三者行為疑いレセプトの

抽出・調査及び書類作成、医療費分析システムを用いた医

療費分析、柔整療養費適正化支援 

収納対策の共同実施 「国民健康保険料（税）収納率向上対策研修会」の開催 

保健事業の共同実施 
特定健診・特定保健指導等に係る各種研修会や意見交換会

の開催、特定保健指導の共通プログラムの作成 

特定健診・特定保健指導

データ管理、共同処理 
費用決済処理、データ管理及び法定報告 

広報事業 

資格喪失時の届出勧奨（ポスター、チラシの作成）、特定健診受

診促進（テレビＣＭ、ラジオＣＭ、ポスター、啓発グッズ）、国保料納付啓発

（新聞広告、ポスター）、第三者行為届出勧奨（ポスター） 

 

 （取 組） 

  県は、市町及び国保連と協議、調整を行い、共同処理による事務の効率化を促進す

る。 

  市町は、国保連の保険者共同処理事務等を活用し、事務の効率化に努める。 

  国保連は、全市町から受託することにより効率的となる業務又は統一化を進める必

要のある事務処理について、市町が委託しやすい体制を整える。 

 

 （目 標） 

  国保連における保険者共同処理事務の市町からの受託数の増加
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第８章 保健医療サービスに関する施策等との連携 

 

 地域の自主性や主体性に基づき、地域包括ケアシステムを構築するため、国保部門と

保健医療サービスに関する施策等との連携を進める。本章では、健康・医療情報を活用

した地域ごとの健康課題の把握や被保険者の健康づくりに向けた取組、地域包括ケアシ

ステムの推進などを定める。 

 

１ しずおか茶っとシステム、国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した健康課

題の把握 

 （現状等） 

  医療費分析システムとして、国民健康保険中央会が運営する「国保データベース（Ｋ

ＤＢ）システム」や国保連が独自に運用するものとして分析データの可視化に向けて

独自に開発し運用する分析データを即座に可視化できる「しずおか茶っとシステム」

（国保連運営）があり、市町は地域ごとの健康課題などの把握が可能である。 

   

 （取 組） 

  県は、実地検査や医療費分析システムにより、市町の健康課題の把握に係る取組の

状況を確認し、必要な助言を行う。 

  国保連は、医療費分析システムの操作方法、分析方法等の支援を行う。 

  市町は、経年データの比較分析等が容易にできる医療費分析システムの特徴を活か

し、国保部門と保健部門が協力して各地域の健康課題等の把握、分析を行う。 

 

 （目 標） 

評価指標 現状（H28） 目標（H32） 

システムを活用して健康課題の把握を行う

市町数 
31／35 35／35 

 

 ※ 国保データベース（ＫＤＢ）システム【国民健康保険中央会運営】･･･国及び同

規模保険者と比較できる73帳票が収載され、生活習慣病では、個人単位で治療の状

況や疾病の重なり等の確認が可能。（平成27年３月稼動） 

 ※ しずおか茶っとシステム【国保連運営】…医療費諸率や疾病統計などの、経年推

移や県内保険者との比較を可視化でき、医療費分析のための統計資料や保健指導等

に必要な資料を簡単に作成することができる。また、特定保健指導実施者等のデー

タの推移など、保健事業の評価を行うことも可能。（平成24年３月稼動） 

 

 

(修正経過等) 
現状等の記載内容の変更 
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２ 被保険者の健康づくりに向けたインセンティブの提供 

（現状等） 

本県では、日々の運動や食事、休養などの目標を達成できた場合や、健康診断の

受診、健康講座やスポーツ教室等に参加した場合にポイントを付与し、一定のポイ

ントを達成した人には、「ふじのくに健康いきいきカード」を発行し、「ふじのくに

健康いきいきカード協力店」でサービスが受けられる「ふじのくに健康マイレージ」

事業を推進している。 

  H28.12 末時点のカード発行枚数は 30,668 枚、協力店舗数 866 店 

  H29.７末時点のカード発行枚数は 36,636 枚、協力店舗数 941 店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取 組） 

 県は、参加者や協力店の増加に努め、市町への情報提供等を行うことにより、市町

が行う「ふじのくに健康マイレージ」などの事業の取組を促進する。 

 市町は、広報活動等により、「ふじのくに健康マイレージ」などの参加者や協力店

の増加に取り組むとともに、効果検証を行い事業の改善に努める。 

 

（目 標） 

評価指標 現状（H2829） 目標（H32） 

ふじのくに健康マイレージなどの 

インセンティブの提供を行う市町 
2427／35 

35／35 

（検討中） 

  ※ふじのくに健康増進計画の目標値と整合 

 

 

 

 

 

 

(修正経過等) 
最新数値に更新 
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３ 地域包括ケアシステムの推進 

（現状等） 

 地域包括ケアシステム（以下「地域包括ケア」という。）は、県や市町が地域の自

主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要とされており、

市町では、地域包括ケアの推進に関する会議などに国保部局が参画するなどの取組が

行われている。 

 

（取 組） 

  県は、情報提供や保険者努力支援制度の活用などにより、市町のが行う地域包括ケ

アの推進を支援する。取組を促進する。また、市町のＰＤＣＡサイクルの実施に当た

り、事業実施(Do)を十分に把握し、人材育成・人材確保、広域調整などによる支援を

行う。 

  市町は、地域包括ケアの推進のため、次のような取組を進める。 

  ・地域包括ケアの構築に向けた医療、介護、保健、福祉、住まいなど部局横断的な

議論の場への国保部局の参画（庁内での連携） 

  ・地域包括ケアに資する地域のネットワークへの国保部局の参画又は個々の国保被

保険者に対する保健活動・保健事業の実施状況について、地域の医療・介護・保

健・福祉サービス関係者との情報共有の仕組みづくり（外部組織との連携） 

  ・しずおか茶っとシステム、国保データベース（ＫＤＢ）システムなどにより、レ

セプトデータを活用した健康事業・介護予防・生活支援の対象となる被保険者の

抽出 

  ・国保被保険者を含む高齢者などの居場所・拠点、コミュニティ、生きがい、自立、

健康づくりにつながる住民主体の地域活動の国保部局としての支援の実施 

  ・国保直営診療施設、公立病院などと連携した地域包括ケアの推進に向けた取組の

実施 

  ・後期高齢者医療制度又は介護保険制度と連携した保健事業の実施 

 

（目 標） 

評価指標 
現状（H28） 

※保険者努力支援制度 
 前倒し分の状況 

目標（H32） 

保険者努力支援制度における「地域包括ケ

アの推進の取組」の評価で加点がある市町
19／35 35／35 

 

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携会議に
て協議し追加、修正 
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第９章 関係市町相互間の連絡調整等 

 

 本章では、県と市町の協議を継続して行うことやＰＤＣＡサイクルの実施など、運営

方針に基づく施策実施に必要な事項を定める。 

 

１ 静岡県国保運営方針連携会議の開催 

 国保事業を健全に運営するに当たり、県、市町、国保連その他関係者の連携を図る

ため、県と市町の協議の場として、静岡県国保運営方針連携会議（平成 28 年３月２日

設置）を引き続き開催し、同会議における意見等を反映した事項を静岡県国民健康保

険運営協議会（以下「県国保運営協議会」という。）に諮ることとする。 

 

２ 運営方針の見直し 

 運営方針については、３年ごと検証し、見直しを行う。ただし、対象期間中であっ

ても、必要があるときは見直しを行う。 

 

３ ＰＤＣＡサイクルの実施 

  県と市町は、運営方針により取組、目標を設定し、国保事業の安定的な財政運営や

市町の担う事業の運営方針に沿った取組を実施する。 

  市町は、国保事業の実施に当たって、広域的・効率的な運営に向け、運営方針に掲

げる事項について取組状況を県に報告する。 

  県は、定期的（毎年度）に取組状況を把握し、県国保運営協議会に評価についての

意見を聴いた上で、評価を実施する。また、市町に対して随時、指導・助言を行う。 

  さらに、県と市町は、目標を達成していない項目については、評価に基づき、課題

の抽出と分析、改善策の検討を行い、取組を強化する。また、必要に応じて、目標を

達成した項目を含め、実施目標の見直しを行う。 

行動者 
区 分 内 容 

県 市町

Ｐlan（計画） 

   ↓ 
運営方針により取組、目標を設定 ○ ○ 

Ｄo（実施） 

   ↓ 
運営方針に基づいた取組を実施 ○ ○ 

取組状況を評価し県へ報告 ― ○ Ｃheck（評価） 

   ↓ 県国保運営協議会の意見聴取、目標の取組状況評価 ○ ― 

課題の抽出と分析、改善策の検討、取組強化 ○ ○ 

市町の実施状況に対する指導・助言（国保法第４条第２項） ○ ― 

 

Ａction（改善）

実施目標の見直し ○ ○ 

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携会議に
て協議し追加、修正 
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４ 広報、啓発 

  国保に加入している方々（被保険者）に対して、予防や健康づくりなどにより自身

の健康の維持に努めること、保険料を確実に納めること、医療機関への適正な受診を

心掛けることなどを意識していただくことは、国保財政の安定化につながり重要であ

る。 

  そこで、県、市町及び国保連は、連携を取りながら、被保険者への広報、啓発活動

を実施する。特に若年層の被保険者に対し、国保制度の周知をはじめ、十分な理解を

得るよう努める。また、現状の保険制度では、ほとんどの県民がいずれは国保の被保

険者になることから、被保険者以外の県民に対する広報、啓発活動も行うこととする。 

 

５ 他の医療保険者、関係団体等との連携 

  運営方針の実施に当たっては、他の医療保険者、関係団体等との連携を図る。 

 

６ 他計画との関係 

  運営方針の実施又は見直しに当たっては、静岡県医療費適正化計画、静岡県保健医

療計画、ふじのくに健康増進計画などの関連する計画と整合性を図る。 

 

７ 保険者努力支援制度の活用 

県及び市町の保健事業等の取組へのインセンティブを高めるため、保険者努力支援

制度が創設された。運営方針に掲げた取組については、同制度の評価指標として示さ

れたものが多く含まれており、同制度を活用してこれらの取組を促進する。 

(修正経過等) 
運営協議会意見を踏まえ、連携会議に
て協議し追加 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白 紙 
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用語解説 

 

 

 

○ 赤字繰入れ（Ｐ９） 

  国保特別会計において、保険料及び公費等の収入分だけでは保険給付費等の支出分

を賄えない場合に、不足分を一般会計から国保特別会計へ繰り入れることである。 

  国保特別会計における解消・削減すべき赤字は、決算補填等目的の「法定外一般会

計繰入額」と「繰上充用金の増加額」の合算額である。（繰上充用とは、会計年度経

過後その会計年度の歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げてその会

計年度の歳入に充てること。） 

 

○ インセンティブ（Ｐ30） 

やる気を引き出す誘因のことである。 

 

○ 応能割合（Ｐ11） 

能力に応じることである。国保の保険料算定に用いる応能割合とは、所得、資産な

どの被保険者の負担能力に応じて負担する部分のことである。 

国保の保険料の応能割合は所得割（さ行参照）及び資産割（さ行参照）である。 

 

○ 応益割合（Ｐ11） 

利益の程度に応じることである。国保の保険料算定に用いる応益割合とは、一世帯

当たりに課せられる一定額又は被保険者一人当たりに課せられる一定額であり、保険

給付の利益を受ける分に比例して負担する部分のことである。 

国保の保険料の応益割合は被保険者均等割（は行参照）及び世帯別平等割（さ行参

照）である。 

 

○ お薬手帳（Ｐ23） 

保険医療機関又は保険薬局で処方された医療用の薬の名称、服用(使用)量、服用(使

用)回数等を記録するための手帳のことである。 

地域によって名称が異なる場合がある。 

 

 

 

○ 海外療養費（Ｐ17） 

被保険者が海外渡航中の傷病により、海外の医療機関等で治療を受けて医療費を支

払った場合、申請により審査を経て支給される療養費のことである。 

あ行 

か行 

(修正経過等) 
パブコメ、本文の修正等を踏ま
え修正 
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支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定さ

れる。 

 

○ 介護納付金（Ｐ11） 

被保険者が納める保険料のうち、介護保険制度の保険給付に充てるための納付金と

して徴収されている部分である。被保険者のうち、介護保険第２号被保険者(40 歳以

上 65 歳未満)が納付の義務を負う。 

 

○ 均等割（Ｐ11） 

  →「被保険者均等割 (は行参照)」 

 

○ 後期高齢者医療制度（Ｐ31）  

75 歳以上の方又は 65 歳以上 74 歳以下で一定の障害があったり、寝たきりとなって

いる方を対象とする独立した医療保険制度のことである。 

保険者は各都道府県に設置される後期高齢者医療広域連合である。 

 

○ 後期高齢者支援金（Ｐ11） 

後期高齢者医療制度の被保険者への保険給付費分を賄うために、国保等の各医療保

険の保険者が被保険者から徴収した保険料の一部を、社会保険診療報酬支払基金に納

める納付金のことである。 

社会保険診療報酬支払基金は、各保険者から納められた支援金を後期高齢者医療広

域連合に後期高齢者交付金として交付する。 

 

○ 高額医療費（Ｐ1112） 

  診療報酬請求書 (レセプト)１件当たりの総医療費のうち、80 万円を超えた部分に

相当する医療費のことである。 

 

○ 高額療養費（Ｐ19） 

被保険者が保険医療機関等で支払った一部負担金のうち、自己負担限度額を超えた

部分を保険者が後日支給する保険給付のことである。給付には被保険者からの申請が

必要である。 

 

○ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）（Ｐ21） 

先発医薬品の特許期間終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等である

ものとして、厚生労働大臣が製造販売を承認した医薬品のことである。 

一般的に研究開発費用等が抑えられることから、先発医薬品よりも薬価が安くなっ

ている。



36 

○ 国保事業費納付金（Ｐ９） 

都道府県の国保特別会計において負担する国保保険給付費等交付金の交付に要す

る費用その他の国保事業に要する費用に充てるため、市町村が都道府県に納める納付

金のことである。 

国保保険給付費等交付金とは、市町村の国保特別会計において負担する療養の給付

等に要する費用その他の国保事業に要する費用に充てるため、都道府県が市町村に交

付する交付金のことである。 

 

○ 国保情報集約システム（Ｐ19） 

被保険者の資格情報及び給付情報を都道府県単位で管理し、市町村と情報連携させ

るシステムのことである。 

 

○ 国保特別会計（Ｐ９） 

  国保事業の経理を行う会計のことであり、一般会計と区別されている。 

平成 29 年度までは市町村にのみ国保特別会計が設置されていたが、平成 30 年度か

らは、都道府県と市町村がともに国保の運営を担うため、都道府県にも国保特別会計

が設置される。 

 

 

 

○ 資格過誤による返戻（Ｐ25） 

審査支払機関で審査された診療報酬明細書 (レセプト)が、患者の保険情報の誤り

(資格過誤)により、保険者から保険医療機関等に差し戻されることである。 

 

○ 資産割（Ｐ13） 

一世帯当たりの固定資産税等に応じて算出する保険料のことである。 

 

○ 所得割（Ｐ11） 

  一世帯当たりの国保の被保険者の前年の総所得金額等に応じて算定される保険料

のことである。 

 

○ 診療報酬明細書(レセプト) （Ｐ17） 

診療内容の明細を示したものである。保険医療機関等が患者ごとの各月の診療内容

と診療行為に要した費用を記入するものである。 

 

○ 世帯別平等割（Ｐ11） 

  一世帯当たりに課せられる保険料のことである。 

さ行 
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○ 第三者行為求償（Ｐ18） 

交通事故等の加害者である第三者の不法行為によって生じた保険給付について、保

険者が立て替えた医療費等を加害者に対して損害賠償請求することである。 

 

○ 退職被保険者（Ｐ28） 

満 65 歳未満の老齢厚生年金又は退職共済年金受給者で、厚生年金又は共済年金の

加入期間が 20 年以上又は 40 歳以降の加入期間が 10 年以上ある年金受給者のことで

ある。 

平成 27 年 3 月末で退職者医療制度が廃止されたため、平成 26 年度以前からの国保

の加入者で年金受給権が発生している人が対象となる。 

 

○ 地域包括ケアシステム（Ｐ29） 

団塊世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）を目途に、重度な要介護状態とな

っても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを 期まで続けることができるよう、住ま

い・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するシステムのことである。 

 

○ 地方単独事業の減額調整（Ｐ12） 

市町村が医療費助成事業等の地方単独事業を現物給付方式で行っている場合に、国

庫負担金を減額することである。 

こども医療費助成などの地方単独事業により、被保険者が保険医療機関等で支払う

一部負担金が法定割合より軽減されると、結果的に保険者が負担する医療費が増加す

ると考えられている。この増加分については保険者が負担すべきものとして、国庫負

担分が減額される。 

 

○ データヘルス計画（Ｐ23） 

診療報酬明細書 (レセプト)、健康診査情報等のデータ分析に基づく、効率的かつ

効果的な保健事業を PDCA サイクルで実施するための事業計画のことである。 

データヘルス計画では、Plan(計画)においてデータ分析に基づく事業の立案を行い、

Do(実行)において保健事業を実施し、Check(評価)においてデータ分析に基づく効果

測定及び評価を行い、Action(改善)において評価結果に基づき事業内容を見直し、次

の Plan(計画)に活かしていく。 

た行 
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○ 特定健康診査（特定健診）（Ｐ21） 

保険者が 40歳以上 74歳以下の被保険者及び被扶養者に対して実施することとされ

ている、内臓脂肪の蓄積に起因する生活習慣病に関する健康診査のことである。 

 

○ 特定保健指導（Ｐ21） 

特定健康診査の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して保険者が実施する

こととされている、生活習慣の改善のための保健指導のことである。 

 

○ 都道府県繰入金（Ｐ12） 

  国保法第 72 条の２第 1 項の規定により、保険給付費等の 100 分の９に相当する額

を都道府県の国保特別会計の財源として都道府県の一般会計から繰り入れる公費の

ことである。 

 

 

 

○ 被保険者（Ｐ１） 

  保険給付の利益を受ける一方、他方で保険料の納付義務を負う者のことである。 

 

○ 被保険者均等割（Ｐ11） 

  一世帯当たりの国保の被保険者の人数に応じて算定される保険料のことである。 

 

○ 標準保険料率（Ｐ11） 

  都道府県が毎年度、厚生労働省令で定めるところにより算定した市町村ごとの保険

料率の標準的な水準及び都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表

す数値のことである。 

 

○ 平等割（Ｐ11） 

 →「世帯別平等割 (さ行参照)」 

 

○ 賦課限度額（Ｐ12） 

被保険者に課せられる保険料の負担上限額のことである。 

 

○ 保険給付（Ｐ１） 

保険事故（疾病、負傷、出産又は死亡のこと）の発生により、保険者から支給され

る給付のことである。 

このうち、保険医療機関への受診によって診療を受ける場合は、療養の給付として

現物給付に分類される。他方、療養費等の現金で支給される給付は現金給付に分類さ

は行 
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れる。 

 

○ 保険者（Ｐ１） 

  保険事業の運営主体のことである。 

平成 29 年度までは、市町村国保の保険者は市町村であったが、国保の保険者は、

市町村と国民健康保険組合であったが、平成 30 年度からは、市町村国保において、

都道府県が市町村とともに保険者となる。 

なお、国保の保険者には国民健康保険組合もある。国民健康保険組合は、同種の事

業又は業務に従事する者で組織する団体であり、市町村が行う国保事業の運営に支障

を及ぼさないと認められるときに限り、都道府県知事の認可を受けて設立することが

できる。 

 

○ 保険料・保険税（Ｐ１） 

国保事業に必要な費用を賄うため、市町村保険者が被保険者の世帯主（又は組合員）

から徴収するものである。徴収方法には保険料と保険税がある。両者の賦課方法に大

きく異なる点はないが、徴収するための根拠法が前者は国保法であり、後者は地方税

法である。 

 

 

 

○ 療養費（Ｐ17） 

被保険者が医療機関等を受診したときに一旦掛かった費用の全額を支払った上で、

後日被保険者からの申請により審査を経て保険者から支給される一部負担金相当分

を除いた費用のことである。 

 

ら行 
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【データ編】については最新数値に修正 

（資料７－１のとおり） 

 

 

以降 


