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平成 29 年度第１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７月 28 日（金）午後２時 30 分から午後４時 30 分まで 

 

２ 場所 

  静岡県庁西館４階第二会議室 

 

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） 

   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等の算定 

 (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）作成の経過と今後の予定 

 資料３ 静岡県国民健康保険運営方針（案）の概要 

 資料４ 静岡県国民健康保険運営方針（案） 

 資料５ 国民健康保険事業費納付金等の算定 

 資料６ 今後のスケジュール 
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 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 

 

６ 議事等 

 (1) 開会 

【鈴木課長代理（司会）】 

 皆様、お揃いになりましたので、ただ今から平成 29 年度第 1 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、静岡県健康福祉部医療健康局長の石田から御挨拶申し上げます。 

 

【石田医療健康局長】 

 静岡県健康福祉部医療健康局長の石田でございます。 

 本日は、委員の皆様方には、御多用の中、また、この厳しい暑さの中、御出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。また、日頃から、県政の各分野におきまして御

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成 30 年度からの新制度への移行まで、あと８か月余りとなりました。新制

度は、安定した財政運営や効率的な事業が実施できる運営体制を構築することにより、

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国保制度の構築を目指し

ております。県では、市町との協議を重ね、円滑な移行に向けて準備作業を進めている

ところであります。 

準備作業の中でも、本日、御審議いただきます国保運営方針の作成と国保事業費納付

金等の算定につきましては、特に重要な案件と捉えております。 

 国保運営方針につきましては、国民健康保険法に基づきまして、平成 30 年度から３

年間の基本的な考え方について、市町と協議の上、原案を取りまとめたところでござい

ます。 

また、国保事業費納付金等の算定につきましては、国が示すガイドラインに基づきま

して、現在、試算を始めたところであり、精度の高いものとなるよう進めているところ

であります。 

前回の２月 10 日の協議会におきまして、諮問をいたしましたけれども、本日の御議

論を踏まえた上で、秋には御答申をいただきたいと考えております。皆様方におかれま

しては、本日は忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げまして、私の御挨拶と

いたします。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 資料１の運営協議会委員名簿を御覧ください。本協議会は、２月 10 日の開催に続き、

２回目の開催となりますが、新任の委員を御紹介申し上げます。保険医又は保険薬剤師

代表の山田秀司委員です。山田委員よろしくお願いいたします。 
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【山田委員】 

前任者の山田徹の後任として参加いたします山田秀司です。静岡県歯科医師会の医療

保険部の部長となっております。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

 本日は委員全員が出席いただいております。なお、本協議会は公開で行われることを

申し添えます。 

 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、髙橋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〕 

 

【東野会長】 

 後日、会議録の署名について、髙橋委員よろしくお願いいたします。 

 

(2) 議事 

【東野会長】 

 まず、静岡県国民健康保険運営方針の作成について、皆様に御議論いただくこととな

っております。 

事務局から、経過や概要、運営方針案の全体の説明を行い、その後に、ある程度、章

をまとめて皆様から御意見、御質問等をいただく形で進めていきたいと思います。 

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。 

配付しております資料２を御覧ください。ここでは、運営方針案の作成の経過と今後

の予定を説明いたします。 

平成 28 年４月に県と市町の協議の場となる静岡県国保運営方針連携会議を開催し、

協議の体制を整えました。その後、厚生労働省から運営方針の策定要領が発出されてお

ります。平成 28 年８月及び平成 29 年１月に連携会議を開催し、納付金等の算定方法や

国保運営方針の記載項目について具体的な協議を行いまして、骨子案をまとめました。

平成 29 年２月 10 日に開催しました前回の初の会議となる協議会では、国保運営方針の

作成、国保事業費納付金の徴収を諮問し、骨子案を報告しております。平成 29 年６月

の平成 29 年度第１回の連携会議におきましては、市町と記載事項を協議し、本日の協
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議会を開催する運びとなっております。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開催し、詳細な議論を行うととも

に、市長会、町村会の会議などの場で、市長、町長への報告を随時、行ってまいりまし

た。 

 今後の予定につきましては、パブリックコメントや国保法に基づく市町への意見聴取

を行い、運営方針の決定、公表に向け、次回の協議会では答申に向けた御審議をいただ

きたいと考えております。 

 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。この国保法第 82 条の２の第２項、第３項を運営方針の大きな柱としてい

るところでございます。 

 続きまして、資料３を御覧ください。運営方針案の概要でございます。 

 全９章で構成しております。第 1章では、趣旨、対象期間などの基本的事項を定めて

おります。 

 第２章では、現状等の統計資料を示しながら、赤字解消・削減の取組などの財政関係

の事項を定めております。 

 第３章では、当面の納付金等の算定方法を定めるとともに、保険料水準についての考

え方などを定めております。 

 第４章では、収納率目標を設定し、収納対策の取組を定めております。 

 第５章では、療養費の支給の適正化やレセプト点検の充実強化などを定めております。 

 第６章では、医療費通知の実施、後発医薬品の普及促進、特定健診の受診率の向上な

ど、医療費の適正化の取組を定めております。 

 第７章では、被保険者証及び高齢受給者証の一体化をはじめ、広域的、また効率的運

営をするための取組を定めております。 

 第８章では、データ分析システムを活用した健康課題の把握や健康づくりの取組、地

域包括ケアの推進を定めております。 

 後の章として、第９章では、継続して市町との協議を行うことやＰＤＣＡサイクル

の実施、他の医療保険者、関係団体との連携、他計画との整合、保険者努力支援制度の

活用などを定めております。 

 これらは、国保法に基づきまして、国の策定要領を参考として、案を作成してまいり

ましたが、本県独自の記載方法として、取組に関して記載している各項目では「現状等」

を記載した上で、「取組」や評価指標を掲げた「目標」を設定しまして、評価ができる

ような案を作成しております。 

 概要については以上でございますが、資料４のとおり、市町と協議しながら運営方針

案を作成しております。この内容について御説明を申し上げます。 

 資料４の１頁を御覧ください。 

 ここでは、「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」という趣旨と法的な位置付け、そして、対象期間を平成 30 年４月１日から平成 33
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年３月 31 日までの３か年とすること定めております。 

 ２頁、３頁を御覧ください。被保険者の状況といたしましては、高齢化が進んでおり、

後期高齢者医療制度への異動者が多いことなどから、被保険者数は減少傾向にあること

が分かります。 

 ４頁を御覧ください。医療費の動向を掲載しておりますけれども、一人当たり医療費

は年々増加しております。 

５頁の都道府県別及び市町別一人当たり医療費では、本県は平均を下回っているとい

うことが分かります。また、市町ごとの状況を御覧いただくことができます。 

 ６頁の年齢階層別では、未就学児が高いことと年齢の上昇とともに医療費が高くなる

状況が御覧いただくことができます。 

 ７頁では、年齢構成の差異を補正し、全国平均を１とした医療費指数を示しておりま

す。市町ごとの医療費水準の差異を見ていただくことができます。 

 ８頁では、ここは、精査中としておりますが、医療費の見通しを記載するところでご

ざいます。現在、平成 28 年度の医療費等の実績を集計中でございます。 新の数値を

基に、今後推計を実施し、記載してまいります。 

 ９頁では、国保特別会計におきまして、収支均衡を図る財政収支の改善に係る基本的

な考え方を定めた上で赤字解消・削減の取組を定めております。 

赤字解消・削減の取組としましては、新制度が始まってみないと各市町においても状

況が明らかにならないということがございます。このため、市町でしっかりとした計画

を立てるための方法を定めることといたしました。表にありますとおり、平成 30 年度

に県で一定の方針案を示し、赤字繰入れをしている市町で要因分析をしていただきまし

て、県に報告をしていただきます。そして、平成 31 年度から 32 年度の間で、県が市町

の状況を踏まえて、取組の方針を決め、その方針に基づき、市町で計画を策定すること

を定めております。 

 次に、財政安定化基金の活用では、国庫補助金で積み立てた基金について、県、市町

の特別会計に貸付や交付をする規定を定めておりますけれども、今後、国から示される

準則などの基に、要綱等を定め、それに合わせ、この運営方針も修正する場合がありま

すので、御承知ください。 

 11 頁からの第３章では、納付金等の算定方法と保険料水準の考え方等を定めておりま

す。 

納付金及び標準保険料率の算定方法は、国ガイドラインに基づきまして、算定するこ

ととしております。平成 30年度から平成 32年度における算定方法として、医療費水準、

所得水準を反映する係数などを定めております。 

 12 頁には算定方法に関して記載しております。こちら、後ほど資料５の国民健康保険

事業費納付金等の算定において説明することといたします。 

 13 頁の保険料水準についての考え方は、前回の本協議会でも説明し、市町とも時間を

掛けて協議してきた事項でございます。その結果として、「本県では、医療費適正化の

取組、賦課方式の統一の取組、収納率向上の取組、赤字繰入れの解消・削減の取組など
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を段階的に行い、保険料水準の統一を目指す。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」とすることといたしました。 

 市町との協議の中では、どのような条件が整ったら統一できるのか、そのために、ど

のように段階的な取組をするのかということが、課題となりました。条件については、

直ぐには決められないことでございますので、制度移行後の運営状況などを踏まえ、し

っかり議論していくこととしました。 

 取組については、この運営方針で定めるところや賦課方式の目指すところに向け、各

市町が取り組んでいくこととしました。 

 なお、平成 32 年度までの間、取組が滞らないよう、県が進捗管理をしながら、各市

町において取り組んでいくこととして協議を進めているところであります。 

 14 頁を御覧ください。こちらは前回、説明いたしました保険料水準の統一に向けた考

え方のイメージでございます。 

また、その下の保険料・保険税方式でございますが、県内では、３市にて保険料方式、

32 市町におきまして保険税方式が採用されております。徴収の時効期間の違いなどがご

ざいます。前回の会議において、委員からの御指摘もあり、市町と協議してきたところ

ですけれども、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こといたしました。 

15 頁からの第４章の保険料の徴収の適正な実施では、収納率目標と収納率向上の取組

を定めました。 

 収納率は年々向上していることが御覧いただけると思いますけれども、収納率目標と

しましては、あまり高いところを目指すより、クリアすべき数値を全市町で超えること

が重要でございます。現在、運用している静岡県国民健康保険広域化等支援方針の収納

率目標を引き継ぎまして、掲載のとおりの目標値とすることといたしました。 

16 頁を御覧ください。収納対策の取組として、現在も国保連とともに、収納率向上対

策研修会を開催するなど、様々な取組を行っているところですけれども、記載の取組の

とおり、県と市町、そして国保連で、適切に取り組んでいくことを定めました。目標と

して、収納率目標を全ての市町が達成することを掲げております。 

 17 頁でございます。第５章の保険給付の適正な実施では、保険給付について、法令に

基づき確実に事務を行うための取組や効率化するための取組を定めております。 

療養費の支給の適正化については、本県は、先駆的に療養費等の手引きを作成してい

るところでございます。県は、この手引きを改定し、充実するとともに、治療用装具な

どに関して必要な手引きを新規に作成してまいります。市町では、この手引きを活用し、

支給適正化に向けた取組を進めることを定めております。 

レセプト点検の充実強化につきましては、現状、市町は、国保連への委託や点検員の

直接雇用により実施しているところです。県においても、研修会の開催や専門員による

巡回指導を行っておりますけれども、18 頁の取組のとおり、県が、内容点検について、

標準点検項目リストを作成しまして、市町は、それに基づいて、精度の高い点検を実施
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するということを定めております。 

交通事故などの第三者行為求償事務の強化に資する取組につきましては、本県では、

全市町が事案把握のため、交通事故に係る損保関係団体との覚書を締結し、また、県は

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ところであります。 

 これらをさらに強化するため、ここでは、県や国保連がさらなる市町支援を行うこと

などを定めたところです。 

19 頁の高額療養費の多数回該当の取扱いでございます。国から正式通知が発出されて

いないところですけれども、国が示す全国・標準的な取扱いを踏まえて対応してまいり

ます。 

20 頁をお願いいたします。県による保険給付の点検では、平成 30 年度以降、市町が

行った保険給付の点検等を行うことが可能となります。国が進める事務処理システムの

開発状況を踏まえまして、システムの環境が整い次第、市町が行った保険給付の点検を

行うこととし、市町は、保険給付の主体として点検を引き続き行うことを定めました。 

不正請求に係る費用の返還を求める取組に関してですけれども、平成 30 年度から、

県が、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ります。

受託による回収を行う体制を整えることを定めております。 

続いて21頁でございます。第６章 医療に要する費用の適正化の取組です。ここでは、

適正化の取組を定め、特定健康診査の受診率等の向上、また、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ことを定めました。 

医療費通知の実施、後発医薬品の普及促進につきましては、県と市町が取組をさらに

進めていくことを定めております。 

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につきましては、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し、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、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こととしております。 

22 頁をお願いいたします。重複服薬者等に対する取組につきまして、まず、重複服薬

者・重複受診者に対するアプローチでございますが、記載のとおりの取組を進めます。

全市町で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ことを目標としてお

ります。 

 次の薬剤使用の適正化に係る取組につきましては、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等において、かかりつけ薬剤師・薬局に対する周知を図り、

市町は、被保険者に対するお薬手帳の活用の呼びかけなどにより、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ことを定めております。 

23 頁の糖尿病性腎症重症化予防の取組でございます。平成 29 年度に、静岡県版予防

プログラムの策定を予定しております。県は、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してまいります。市町は、このプログラムの実

施主体として取組を進めていくことを定めております。 
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データヘルス計画の活用でございます。県、市町、国保連が連携して、ＰＤＣＡサイ

クルに沿った事業運営を推進することを定めております。 

24 頁の保健事業の先進的事例の横展開につきましては、現在、先進的な事例について、

事例発表などを行っているところでありますけれども、県は、より取組が進むよう情報

提供を行い、また情報共有を促し、市町は、積極的に参加し、先進的事例を参考にして

保健事業を行うと定めています。 

次に 25 頁をお願いいたします。第７章 国保事業の広域的及び効率的な運営でござい

ます。 

 被保険者証及び高齢受給者証の一体化につきましては、被保険者の利便性を第一に考

え、国が推進するマイナンバーの仕組みを鑑み、取り組んでまいります。 

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、国保連が

委託できる体制をとることによりまして、市町の事務が効率的になる事項でございます。

実施可能になるよう取り組むことを定めております。 

26 頁の保険料の減免基準の標準化と 27 頁の一部負担金の減免基準の標準化につきま

しては、県が基本的な考え方などを提示しまして、標準化に努めていくことを定めてお

ります。 

 28 頁の保険者共同処理事務の推進につきましては、現在も国保連でこちら表のとおり

委託等が可能な事務を実施しております。市町は、それぞれの実情に応じて、事業を国

保連へ委託をしている状況でございます。ここでは、国保連の共同処理事務を活用し、

事務の効率化を促進することを定めております。 

 次に 29頁の第８章 保健医療サービスに関する施策等との連携についてでございます。 

しずおか茶っとシステム、ＫＤＢシステムを活用した健康課題の把握では、現状にお

いてもシステムが稼動しております。今後とも、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、分析を行うと定めることにより、有効な活用をしていこうという

ものでございます。 

30 頁の被保険者の健康づくりに向けたインセンティブの提供につきましては、本県で

は、ふじのくに健康マイレージ事業を推進しているところございます。これをさらに推

進しようということでございます。 

31 頁の地域包括ケアシステムの推進についてですけれども、地域包括ケアシステムは、

県や市町が地域の自主性や主体性に基づきまして、地域の特性に応じて作り上げていく

ことが求められております。市町では、地域包括ケアの推進に関する会議などに市町の

国保部局が参画するなどの取組が行われているところでございます。そこで、県は、情

報提供や国が創設した保険者努力支援制度の活用などによりまして、市町の行う地域包

括ケアの推進を支援し、市町は、地域包括ケアの推進のため、こちらに掲げた取組を進

めることを定めております。この取組につきましては、保険者努力支援制度の評価指標

となっております。取組をしている市町には、国から点数に応じて一定の助成がされる

ものでございます。平成 28 年度に前倒しとして評価したところ 35 市町中 19 市町がい

ずれかを実施していたところでございます。目標としては全市町が実施することとして
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おります。 

次に 32 頁の第９章 関係市町相互間の連絡調整等でございます。この章では、「静岡

県国保運営方針連携会議の開催」、「運営方針の見直し」、「ＰＤＣＡサイクルの実施」、「他

の医療保険者、関係団体等との連携」、「他計画との関係」及び「保険者努力支援制度の

活用」について定めております。 

 なお、34頁から 39頁まで用語解説を掲載しております。40頁以降はデータ編として、

各市町の状況等を掲載することとしております。本文中のデータやデータ編のデータは、

運営方針の決定時まで 新のものに更新していくこととなりますので、御了承ください。 

 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】 

 ただいま、説明のありました運営方針について、御意見をいただくに当たり、第２章

から第４章の国保の財政や保険料に関係する事項と第５章から第８章の保険給付や健

康づくりの取組などの事項に分けてお聞きしたいと思います。ただし、第５章から第８

章の取組が、第２章から第４章の国保の財政面や保険料に関わってくるものと考えられ

ますので、御意見をいただきながら、関連する内容を踏まえて協議を進めてまいります。 

それでは、前半部分の第１章を含め、第２章から第４章に関して、御意見、御質問な

どはございますか。 

 

【髙橋委員】 

 第３章の 13 頁、賦課方式について４方式の市町がたくさんある現状で今回、方針と

して資産割をとらないということになっておりますが、一番多いところをとらないで、

どうしてこうなったのか説明してください。 

 

【事務局】 

 資産割の廃止でございますが、資産割につきましては、様々な考え方があるという指

摘があり、固定資産税の評価額を基に国民健康保険料・税が計算されることから、固定

資産を比較的たくさんお持ちの方からすると、二重払いのような捉え方をされるという

御指摘もあります。お住いの自治体以外に固定資産をお持ちの場合には、賦課の対象に

はならないということもあり、不公平感の指摘があるところでもあります。そういった

事情を踏まえ、今回の案となったところです。いつ頃の時期にするかいうことについて

は、時間を掛けて、様子を見てということになります。 

 

【髙橋委員】 

 市町の意見を受けて決定されたということですね。 

 

【赤堀課長】 

 そのとおりです。運営方針につきましては、市町と協議をして案を作成しております。 
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【河村委員】 

 関連するところで質問をいたします。資産割がなくなるということは、住んでいる家

などの所得を生まない資産に対しての課税という意味では、私たち年金世代には朗報に

なりますが、そのうち何割かが現役世代の負担になるということであれば、影響があり

ますので、この方針については、なるべく早く公表していただきたいと思います。 

 そこをどうやって埋めるのかが課題となります。均等割、所得割に割り振られていく

ことになるので、４方式でやっていた 30 市町を変えるわけですから、十分な説明がな

いとなかなか納得してもらえないのかなという感じがしました。東京では、何年か前か

ら２方式でやっているようですが、若い人たちへの負担や今後のことを考え、中山間地

の市町の運営が難しくならないような御配慮をいただきたいと思っております。 

 

【長野委員】 

 賦課方式の話が出ましたので、私からも意見を言わせていただくと、医療分は４方式

の市町が多いという現状において、３方式への統一を早々と決めてしまうのが、いいの

かと思っています。国保の被保険者への影響を考慮すると固定資産もなくて、年金だけ

が頼りの方もいらっしゃいます。そういう方にとっては、３方式に切り替えられた途端

に、所得割の保険料が急に上がってしまう可能性が出てくるので、そういう方にも十分

配慮をして、時間を掛けて、段階的に資産割の廃止を目指していくということが現実的

でないのかと思いました。 

 14 頁に保険料水準についての考え方がございます。標準保険料率の一本化を 終的に

目指すということは、あるべき姿として当然だろうと私も思いますけれども、現在、保

険料の一人当たりの調定額を見ると、 低と 高の市町の間でかなり大きな開きがある

中で簡単にいかないのではないかという印象を持っております。しかし、これも次期運

営方針には、実施時期を明記していただきたいと思いました。 

 第２章の９頁の赤字解消・削減の取組ですが、赤字繰入れのある市町について、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）とありますけれども、私の

感想としては、対応が少し遅すぎるのではないかとの印象を持っております。市町ごと

に大幅な保険料の引上げというのは避けたいという事情はよく分かりますけれども、前

回も申し上げたとおり、赤字解消までの間、被用者保険の被保険者は、保険料の二重払

いをすることになります。御存知のように、私ども協会けんぽ加入者の大半は、中小企

業、もしくは、もっと小規模な零細企業の従業員とその御家族が大半でございます。被

保険者 10 人未満の事業所が８割以上を占めています。今でも厳しい保険料負担を強い

られているということは、前回も申し上げたところです。加入者や高齢者の医療費を負

担するというのはやむを得ないにしても、本来、国保の保険料の引上げで賄われるべき

費用まで長期間、税金で肩代わりをさせられるということについては、我々としては、

申し訳ないですが、到底、容認できるものではありません。少なくとも次期運営方針の

策定の際には、個々の市町単位で具体的な計画内容を記載することができるようにスピ

ード感を持って検討を進めていただくよう改めてお願いを申し上げます。 
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それから、第４章の 15 頁の収納率について、現在の収納率の水準は、国保特有の事

情があるのは承知しておりますけれども、それでもやはり低いと言わざるを得ないと思

います。平成 27 年度の法律改正で、国保において、保険料の軽減対象者が拡大されて

います。全国的に、これに伴う多額の追加公費が投入されたというように承知していま

す。軽減制度の拡充で、収納率が上がっていくと考えるのが自然だと思いますので、各

市町にはこれからも頑張っていただきたいと思います。それから、目標の収納率に関し

て、感覚的に言わせていただきますと、今回の提案の基準は目標というより、低い市町

に実質的に配慮して、「この数字以下では駄目でしょう。」と、 低ラインを引いたよう

に見えます。目標と言うからには、もう少し高めに設定すべきではないだろうかという

感じを持ちました。 

 

【加藤委員】 

第４章、保険料の収納率目標についてお話させてください。まず、この表のとおり、

国保の収納率が年々上昇しており、各市町の取組については、御努力されていると感じ

ております。しかし、国保の保険料の算定方法においては、保険料として確保しなけれ

ばならない額を、予定されている収納率で割って賦課する総額を決めていると思ってお

ります。つまり、未納により不足する額を始めから想定して、保険料を納める人の数の

割合で賦課総額を決めていると承知しております。逆に言い換えれば、保険料を納めて

いる被保険者の方が余計に納めなければならないということになっていると思ってお

ります。国保の財政につきましては、財政の大半は被用者保険からの前期高齢者交付金、

国庫支出金、保険料に求めております。このように保険料が十分に確保されているかが、

財政健全化の決め手になると思いますので、引き続きこの収納率目標についてはより一

層の御努力をお願いしたいと考えております。また、48 頁、こちらに収納率の表が出て

おりますけれども、先ほど、長野委員も申し上げましたが、この表を見ると目標を超え

ている市町が多数あろうかと思います。やはり、この目標の数字というのは、もっと引

上げをして、対応していただくのが良いのではないかと、このように考えているところ

でございます。また、15 頁に滞納繰越額を除く現年度分とする文言がございます。90％

の収納率で想定すると年間 100 万円とした場合、毎年 10 万円は繰り越されることにな

ります。これも大きな問題だと思っております。過年度分の収納率、これも目標にして

いくべきではないかと私は考えるところでございます。 

 

【東野会長】 

ありがとうございます。徴収する方式と収納率の件について御意見を賜りましたが、

事務局の考え方としてはいかがでしょうか。 

 

【赤堀課長】 

御意見を踏まえて、市町と協議してまいります。 
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【河村委員】 

被保険者の立場から申し上げさせていただきたいと思います。私達、被保険者も保険

という性質上、自分が払わないということが、他の市民に負担を掛けてしまうのだとい

うことを、やはり心する必要があると思います。ただし、なかなか状況が表に出にくい

ことであり、払いたくても払えない方もいらっしゃると思いますので、そういう方々の

相談窓口というのをしっかりと確保し、そして啓発をしていただきたいと思います。一

旦払えなくなってしまうと、国保の窓口と接点を持とうとしなくなってしまう傾向があ

ると聞いています。是非、啓発、窓口の確保をよろしくお願いしたいと思います。一方

で払えるのに払わない方がいるというのもやはり不公平感がありますので、見極めをし

っかりとして、払えるのに払わない方には毅然とした方法も、一方でしていただく必要

があると思います。私達も保険であることを、納付金で賄われていることを、私達一人

一人が感じなければならないと思っております。 

 

【髙橋委員】 

私は、会社に勤めていた時期がありました。市町村国保、国保組合、共済組合やいろ

いろな健康保険団体があると思います。若い人たちのことを考えると、もう皆一緒でい

ろいろな保険ではなくて、健康保険はこれしかありませんというような思い切った考え

方をしないと解決しないと思います。それぞれの立場や保険制度の歴史があり、それぞ

れの言い分が多々あると思うので、そういうことを踏まえ、根本的に考えなければいけ

ないと思います。 

生活の中で、年金などのもらえるお金は決まっていて、その中から食事代や、医療費

や医療保険料、介護保険料とかいろいろと取られていきます。私の知り合いのところで、

督促状がたまっていたので、「これ何」と言ったら、払えないので督促状が来てから、

払おうとしていたもので、その人は「いや、こうじゃないと生活できない」と言ってい

ました。何人かからそういう話を聞いており、厳しい状況にある人も私の周りにいます。

私も、年金生活をしていますけれども、同級会をやってもそういう話ばかりで、これか

ら若い人たちがどうなっていくのかと考えると、市町村国保とか健保組合などいろいろ

な保険制度がありますけれども、思い切って考えを変えていただければと個人的には思

っております。 

 

【鈴木素子委員】 

御説明いただきました資料の内容につきましては、皆様御指摘のとおりの厳しい現実

があるということを、十分理解した上で、また、複雑なそれぞれの事情、経緯のあるそ

れぞれの市町の実情を数々の会議の中で聞き取りを行っていただいた中で、今後の可能

性のある方向性を残しつつ検討し、取りまとめているのではないかなと私は感じました。 

内容的に、今後いろいろな部分を「協議していく。協議していく。」という表現です

ので、来年度以降、現実の部分を踏まえてスタートを切る上で、前向きな検討ができれ

ばいいのかなというように考えています。 
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その中で、私が気づいた点は、資料２で御説明のいろいろな部分を取りまとめたとこ

ろかと思いますが、まず、第２章におきましては、やはり財政の収支に関わる事項の問

題点を開示して見直していこう、そして、県民の皆様に理解していただきながら、持続

可能な制度として、県の方で策定していこうという意欲の中で、３番目の赤字解消・削

減の取組という部分、これは非常に重要ではないかと思っております。今後、検討して

いく中で、改善の方向性のあるべき姿が、県民それぞれ皆様がイメージできる数値化が

可能であるならば、表現していただくとか、それに向けて頑張らなくてはいけないとい

う気持ちに持っていっていただけるような表現があっても良いのかなというように感

じました。 

そして、第３章では、当面の納付金の算定方法となりますが、αやβと書いてありま

すけれども、どのくらいの規模の予算が必要になるのか具体的にイメージできないもの

ですから、今後は、現実を確認した中で、透明性を確保し、県民の理解が得られ、また、

医療弱者への対応や受療機会が平等に確保できるような体制づくりという部分を踏ま

え、さらに検討を深めていただければというように思っています。 

それから 13 頁の保険料水準についての考え方や賦課方式の現状分析は、現状が良く

分かりまして、現実こんなにバラバラで大変だなっていうことと、この先、その２方式

に移行する方向性なのかな、その中で具体的に検討していただくのだなというイメージ

はできましたので、来年度以降、移行した中で、検討結果や実績などをお知らせいただ

きながら、理解を得られる方向性で検討していただければいいのではないかなと思いま

す。保険料水準についての考え方という表現は非常に良く出来ているというか、平成 32

年度までに十分に県と市町との協議を行う、これに全部集約されているのかなというよ

うに理解いたしました。 

34 頁のイメージ図も、非常に細かく現実を踏まえて書いていただいてありますので、

引き続き、計画的な進行が必要でないかなというように思います。現実を上手に表現し

てくださっていますから、これを踏まえて、引き続き調整をよろしくお願いしたいと思

います。 

 

【東野会長】 

ありがとうございます。事務局からはいかがですか。 

 

【赤堀課長】 

御意見を踏まえ検討するとともに、また、まだ分かりにくいところがあるかと思いま

すので、工夫できるところは、改善してまいります。 

 

【東野会長】 

他に何かございますか。それでは、第９章を含めまして、第５章から８章までの後半

部分に関しましての御意見、御質問等をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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【鈴木素子委員】 

29 頁の第８章では様々なシステムの活用が書かれていると理解しているのですが、こ

のしずおか茶っとシステムが、どういうものか理解しにくいので、説明をお願いします。 

 

【事務局】 

しずおか茶っとシステムというのは、静岡県国民健康保険団体連合会が、独自に開発

した医療費の分析システムでございます。現在の保険者である市町、国保組合におきま

して、例えば、自分のところが、どんな医療費、どんな疾病分類の部分が、高くなって

いるのかということを他の保険者、あるいは県平均などとの比較において、自分のとこ

ろの特徴を把握することが可能な医療費のビックデータを可視化できるような仕組み

となっております。それが可能になることによりまして、自分の市町の健康課題を把握

して、そこに重点的に対策を打っていくというようなことが可能になるものでございま

す。こちらについて様々な帳票が用意されておりますが、市町によって、取組の濃淡が

若干見られるという指摘がありますので、全体としての底上げを図っていきたいという

ことで、今回、記載をしたということでございます。 

 

【土屋理事】 

補足いたします。しずおか茶っとシステムでは、例えば、特定健診を受けて、要治療

になるような、治療しなければならないような方達のレセプトが分かり、しっかりと治

療していないというようなものを見ることが出来ます。その未治療者の方達の年齢とか、

お名前とか、住所とかが分かるものですから、それに基づいて保健師が活動することに

なっております。そして、統計的にその健康課題、他の市に比べて例えば高血圧の人が

多いとかが年代ごとに分かるものですから対策が取りやすくなるというものでありま

す。 

 

【鈴木素子委員】 

ありがとうございます。システム自体は、分かりましたけれども、これに掛かる管理

運営の費用など、どの位の費用が掛かっているのか、費用対効果ではないですけれども、

メリット・デメリットという部分が分かるような表現を付け足していただけますと助か

ります。 

 

【事務局】 

詳細を確認いたしまして、次回までに整理したいと思います。 

 

【鈴木みちえ委員】 

以前に市町の国保運営協議会の委員をやっておりましたが、先ほどの収納率のことは

いつも問題になっており、収納率を高めるためにどうしたら良いかということが、議論

されておりました。重要な課題であると受け止めております。 
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鈴木素子委員から医療費分析システムのことが出ましたけれども、私の立場からは、

今回のこのような統一化、公平化の中で、被保険者が病気を予防していくというような

考え方を併せてやっていかなくてはいけないということで、第５章から後半のところで

意見を申し上げます。 

前回も発言させていただきましたけれども、この医療費の問題を被保険者自身も共通

認識を持ち、一緒にやっていかなければならないと思います。日本の国民皆保険制度っ

てどうなるのだろうという中で、第６章の一番下の啓発活動については、様々な活動が

されています。私は、県中部の非常に積極的に健康づくりを推進されていて、特定健康

診査の受診率も高いというような市町で特定保健指導の対象になった方にアンケート

調査をさせていただいた経験があります。その中でメタボリックシンドロームという言

葉の認知率は非常に高いという結果でした。国の健康日本 21 の 終評価による「認知

率 90％以上で目標達成」と同様でした。しかし、メタボリックシンドロームが生活習慣

病と関連があることを知っている人は４割くらい、生活習慣病とメタボリックシンドロ

ームの診断基準が違うことを知っている人は２割くらいでした。特定保健指導の対象者

であっても、メタボリックシンドロームについて十分理解できていないのが現実です。

市町の健診を受けて、「あなたは特定保健指導の対象者です」という通知が来ると、前

期高齢者くらいの年代では、かかりつけのお医者さんに、これは大変と飛んでいくこと

になるかと思います。受診することが悪い訳ではなくて、受診すると「まだ、大丈夫だ

よ。生活習慣を変えることが大事だね。」とアドバイスを受けて帰ることになります。

その後の方法が分からないとなかなか改善できないということになります。分かりやす

い情報提供が重要になります。これが、医療費の問題と併せて重要だと思っています。 

現在、啓発ポスターの活用など、いろいろなことをされていますが、その評価は十分

されていないように思います。有効な啓発をすることが重要です。 

次の糖尿病性腎症重症化予防への取組のところでも、静岡県はそれなりに広く、地域

の実情も非常に違う、地域によっては専門的な医療機関が少ないなどの現状があります。

広域的に県の立場でソフトの部分として、人材の確保であったり、人材の育成であった

り、そういうことが必要かと思います。糖尿病性腎症重症化予防への取組の中で、いろ

いろなところに県は必要な支援を行うという文言が出てくるのですが、具体的に表現し

ていただけたらと思います。いろいろなことを進めていくのは小規模市町も含めて市町

が主体になってくるという状況の中で、県としては広域的に必要な支援を行うというこ

とが具体的な文言で入ると良いかと思います。 

先ほど鈴木素子委員が話されましたデータの活用方法についても、活用しますでは変

わりません。データヘルス計画も各市町で作成していると思いますが、それをどう活用

していくか、評価していくかについては、いわゆるＰＤＣＡと一言で表現されています。

技術の支援であるとか、展開方法の支援のところなど、広域的な取組について、どこか

に文言を入れ、「県としてもこんなことをしていきます。人材確保はこうしていきます。」

ということを加えていただけると良いのではないかとを思いました。 
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【長野委員】 

資料の 21 頁になります。医療に要する費用の適正化の取組についての後発医薬品の

関係ですが、県の医療費適正化計画に、今回から新たに数値目標が示されるということ

になっております。政府の目標にも、平成 32 年度までに 80％以上と明記されておりま

すので、われわれ保険者としても、真剣に取り組む必要があるのかなと思っています。

それにしては、県の中心となるはずの国保において、積極的に取り組まれる市町の数が

現状で７つ。平成 32 年度でも半数 18 ということで、数が少ないのがいささか心許ない

な、ちょっと心細いなというのが、私の率直な感想であります。国保にやる気があれば

当然、我々も元気にやれるということで、新たに保険者となられる県のリーダーシップ

を是非、期待したいと思います。 

それから、保険給付と医療費適正化の取組全般に言えることですけれども、第三者行

為求償事務とかレセプトの内容点検、それから柔整療養費の適正化支援などの業務を、

国保連合会に委託するというやり方は、実態を踏まえた効率的で現実的な方法だと思い

ます。被用者保険との共存共栄の観点から、先ほど加藤委員からお話がありましたけれ

ども、前期高齢者の医療費については、私どもが前期高齢者納付金を支払っていますの

で、前期高齢者の医療費のレセプトの内容点検も積極的にやっていただきたい。例えば、

それを実施した市町は県から何らかのインセンティブを付与するとか、出来るかどうか

分かりませんけれども、そういう配慮を県にはお願いしたいと思っています。 

 また、平成 28 年度までに、前倒しで実施された保険者努力支援制度について県内で

の実施結果と特別調整交付金等の交付状況が分かる資料をいただきたいと思っており

ます。これは、市町別項目別に提供いただけると非常にありがたいと思っています。市

町の国保財政というのは、基本的には医療費と所得とのバランスで成り立っているわけ

です。赤字だからといって、保険者の努力が不足しているわけではないと思っています。

しかし、保険者としてあらゆる努力をした上での赤字なのか、もっと改善する余地があ

るのか、そういうところを、我々委員として冷静な目で、判断をしなくてはいけないの

ではないかと思います。資料の提供について、是非前向きな検討をお願いします。 

 

【加藤委員】 

第６章、21 頁に特定健診受診率及び特定保健指導実施率について、記載されておりま

すけれども、この実施率を向上させることが多くの健診データの集中につながってまい

ります。そのことによってレセプトや健診結果、このデータを分析して各被保険者の健

康課題を見つけ出すことができることになります。これに沿った保健事業を効果的にも

実施できますので、是非ともこの実施率の向上、22 頁に 60％という目標が出ておりま

すけれども、これを超えていくような形で是非、取組をお願いしたいと思います。 

それともう一点、特定保健指導と喫煙の関係、喫煙対策でございます。特定健診でリ

スクが高い方、これが特定保健指導の該当者となってまいります。喫煙されている方に

ついては、これもリスクの一つとなってまいります。この積極的支援の該当者を減らす

意味でも、喫煙対策は重要だと考えております。この喫煙対策についても、どこかに記



 17

載していただけると大変ありがたいと考えるところでございます。喫煙していることに

より、特定保健指導において動機付け支援対象から積極的支援対象になることもあり、

これはコスト面から見ても、動機付け支援の県の金額で消費税抜き１万円、積極的支援

で３万円の経費が掛かりますことから、この喫煙対策は非常に重要だと考えております。

是非この取組も御検討いただけたらと思っております。 

 

【木村委員】 

私は国保審査会の委員をやっておりました。このように県と市町の制度になるという

ことが決まっておりますので、それはそれでこのように進めていくことかと思いますが、

一言で言うと、分かりづらい、ということがあります。 

娘が、今年の４月から働き始めまして、自分で保険料と税金を払うようになりました。

給料明細を貰ってきたときに、「ああ、こんなに保険料を払うのだね。」という話があっ

て、保険料を払うという意識がまだなかったのですね。大学とか企業でも、説明されな

いのかなと思いました。今の 10 代 20 代の若者の方々はこういうことだと思います。私

も全然分からなく、被保険者として決まっているお金なので払うということになるので

すけど、やはり、若い方々に「こうだよ。」という納得してもらうような機会を増やし

ていくと、若い方々も納得をしながら、払うことになると思います。今日も新聞に載っ

ていましたけど、世界で長寿国２位になったという日本のこの高齢化社会にとって、多

額の医療費が掛かるのだよとか、アドバイス的なことを若い方々に教えていただくと納

得して納める方々も増えるのかもしれないと思います。企業ではお話してくれていると

は思いますけれど、若い方々に高校を卒業すると同時ぐらいの時期とか、大学とかで、

教育の時間を増やすなど、詳しく教えてくれるような形を取ってもらえればと思います。 

 

【山口委員】 

今のお話で、啓蒙するのは非常に大事だと思います。薬剤師として医療に関わってい

る立場ですが、保険料率、収納率という財政面のお金の部分で、それを掛からないよう

にしていくにはどうしたらいいかというのを私たちは日々考えているのですけど、やは

りそれも啓蒙が大事だと思っています。予防医学と言って、予防が大事だと 近は言わ

れていると思うのですけど、先ほど鈴木みちえ委員がおっしゃったように、それをどこ

で教えてくれるかというとなかなか見当たりません。どうしたら予防になるかは、とて

も大事です。病院に行く方のほとんどの意識は、何か具合が悪いから行くということに

なります。しかし、具合が悪くならないようにしていくことが特定健診であると思いま

す。そこのところが、よく分かっていない方が多く、「特定健診に行きましょうね。」と

私たちも薬局の中で説明をしますけど、「まだ元気だから良いよ。」と言う方が多いです。

何のために健診をするのかを啓蒙してもらうと良いのかなと思います。啓蒙はされてい

るとは思うのですけど、本当に分かっていない方が多いことを、日々感じています。 

22 頁で、薬剤使用の適正化に係る取組に、かかりつけ薬剤師のことが書いてあります。

かかりつけ薬剤師のこともなかなか分かってもらえない部分がありまして、一元的に継
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続的な把握をしましょうということで、一生懸命に説明して、かかりつけ薬剤師の同意

を得ていただいても、あっちこっちの薬局へ行ってしまう方がいらっしゃいます。やは

り、場所によっては自宅へ帰るほうが早かったりすることがあるので、なかなか難しい

のですけれども、かかりつけ薬剤師を、私たち薬剤師会としても啓蒙は一生懸命してい

るのですが、もう少し皆さんが知ってくれると上手に利用していただいて、先ほど言っ

た予防の部分でも役に立てるかなと思っています。何かあったときには、「こういう風

にするといいよ。」ということや、後は受診勧奨もしています。禁煙のことでも受診勧

奨など、薬剤師会としても、一生懸命やっています。できれば予防の部分がどこかに入

ってくると良いのかということを感じました。 

 

【山田委員】 

診療者代表の歯科医師としては、適正化、適正化と言われるとちょっと厳しいところ

があるのですけれども、歯科においても今は予防ということがかなり言われています。

自分の歯が多く保たれている方は寿命が長いというのは、昔から言われているのですけ

れども、 近、東北大で出された研究結果では、健康寿命が長くて、要介護が短かった

という結果が出ました。健康寿命を延伸しているのですね。これは医療費の削減になる

と歯科としては自負しております。また、歯がない方というのは転倒リスクが高まると

か、認知症の発症リスクが高まるという研究結果も出ております。例えば、歯が無くな

っても、歯を入れてしっかり両方、噛めるようにすると、それだけで、転倒リスクや認

知症のリスクが削減できるという研究結果も出ておりますので、歯科としてはそういう

ところをアピールしていけたらと思っております。 

 

【菅沼委員】 

特定健診というのは、健保では家族まで対象になっているので、特定健診の実施率や

保健指導の実施率の数字だけを見て、やっていないということではないことを理解しな

くてはいけません。 

以前、大東町で健康づくりに何年か携わったときに、ウォーキングマップや手帳、マ

ニュアルを作って、体力測定もして、３年かけて医療費が下がったのですね。やり方に

よっては達成します。糖尿病を減らすというだけではなく、違う意味でモチベーション

を上げることが一つの方法ではないかと思います。 

健診というのは、悪いところを見つけるのが健診でなくて、去年と同じで良かったね

という安心するために健診をするということをきちっとやらないといけません。重箱の

隅をつつくように、治せ、治せと言っても、皆やらないわけで、去年と同じで良かった

ねということをきちっとフォローしてあげると健診率が上がって、去年と同じで良かっ

たね、少し悪いけどちょっと下がったねというところをやっていけば良いと思います。

何をやったかと言って、あれやれこれやれ、あちこち動け、これを食べるのはダメだと

言っても人によって違うということです。 

もう１点は、健康面で県は西高東低で、生活習慣病の割合は東部が高く、西部が低い
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という傾向があり、市町に任せるとなかなか動かないということが実情なので、国保が

県単位化されるときに、プロジェクトチームを県から派遣して何かやるとかなど、きち

っとしたところを入れておかないと、これだけでは言葉が弱いかなという感じがします。

この中にあるように研修会を開催しても、やった気になって３日後に忘れることもある

ので、何かのプロジェクト、何かをやりたいというところ、例えばデータを基にして県

からアプローチして一緒になって考えようということくらいまで入れた方がいいかな

という感じがしています。 

 

【東野会長】 

ありがとうございます。全体を通していかがでしょうか。 

 

【鈴木素子委員】 

先ほどから、委員の皆様が必要な部分で発言されています啓蒙という部分、予防をし

て、病気になったら病院へ行けば良いというその習慣を断ち切る部分の仕組みづくりも

必要なのかなと思います。自助努力も含めて。そういう意味の部分を情報発信するのか、

その場を提供するのか、教育というのか啓蒙というのか、今後の医療の適正化の取組に

対する一つの切り口として必要ではないかなと思います。 

その一つとして、昔ながらの知恵ではないですけど、塩分、糖分に着目するような食

育というものも大切なポイントではないかというように思います。食育というところに

喫煙と飲酒とかが入るのか分かりませんが、医療の費用の適正化に対する取組の一つと

して是非御検討いただけたらと思います。 

それから、第８章のシステムについてですが、しずおか茶っとシステムやＫＤＢシス

テムを有効活用して、費用倒れにならないように、費用対効果を検証しつつも有効活用

していただきたいと思います。ただ、その受診率、受診結果が分かるだけで、現行課題

を把握すればいいということではない気がします。その効果が、保険料の低減につなが

るのかを追求する捉え方に意味があると思います。 

それから、第８章の２番目に、被保険者の健康づくりに向けたインセンティブの提供

があるのですが、これも、病気にならないで保険料を使わなかった人は、たくさん保険

料を払いすぎているわけですから、それは頑張ったねということで、皆様が健康でいる

ことに対して、これだけのメリットがあるのだということを実感できるような何かイン

センティブが必要なのではないかなと思います。 

地域包括ケアシステムの推進につきまして、31 頁にありますとおり、「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

いて、これは本当に人が生きていく上で大変大切な部分であり、健康維持、ひいては保

険料軽減にも、つながるところでもありますので、もう少し掘り下げた中で、県として、

今まで市町でできなかったことも含めて、こういうことをやっていきますということを

もう一つプラスアルファをしていただけると良いと思います。私も具体的に、今何がで

きるというのはいろいろな予算や事情がありますので、申し上げられないのですけれど
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も、何か大切な部分をもう少し、より大切に理解していただけるような表現を検討して

いただけないかなというように思います。 

後ですが、ＰＤＣＡサイクルになります。32 頁ですが、この改革、県は市町ととも

に将来にわたって、持続可能で県民が安心して医療を受けられる制度を平成 30 年度か

らつくるとしています。そして、３年間で体制をつくるという目標が、目標倒れ、計画

倒れにならないために、なんとしてでも実現するぞっていう強い表現になっているのか

なということがよく分からないので、このＰＤＣＡサイクルの実施について、これは誰

がどうチェックして、確実に実施させていけるのかという部分が、これだとなかなか読

みにくくて、結果として３年経って全然できませんでしたとならないとも限らない表現

になっていないのかなという思いがしますので、もう一度御検討いただければと思いま

す。 

 

【東野会長】 

ありがとうございます。私から議長としてではなくて、委員として一言申し上げます。

第８章の地域包括ケアシステムの推進についてですが、自治体がそれぞれＰＤＣＡで回

し、いろいろな取組が行われているということですけれども、県は支援していくという

ことになっています。地域包括ケアシステム以外の話でもそうなのですけど、いいとこ

ろにはインセンティブを与え、逆に出来てないところに、随時、てこ入れしていくのが、

多分これから県がやっていく役割なのではないかなと思います。よく褒めて、叱って、

子どもの教育でも言いますけど、 近、褒めるほうが多いですけど、出来ない子を叱る

のではなくて、てこ入れしていくという部分をどう担っていくかが大事です。そういう

意味では県の進め方としては Plan(プラン)、Do(ドゥ)、See(シー)、Check(チェック)、

Action(アクション)として、See＝見るっていうことですね。モニターしながら、随時

てこ入れして、随時チェックして、アクションを起こすというようなことをすると良い

と思います。市町はＰＤＣＡでいいですけれども、県としてはプラン、ドゥ、See(シー)

＝見る、常にモニターしていく、見るという視点を入れていただくと面白いのかなと思

います。 

啓蒙については、全市町村、県民に対して広くしていかなくてはならないところであ

ると思いますし、いかに啓蒙の意識を高めていくかということは、県全体で考えていく

べき内容ではないかと思っております。意識が変われば行動も変わってきますし、それ

が行く末は、いろいろな費用の削減と効果を現していくので、そういう意味で第６章か

ら後半の部分ですね、第５章から第８章の部分をやれば必然的に第２章の財政のところ

も解決していきます。そういったところで第２章、３章、４章の話もうまく進んでいく

のではないかというように思うわけでございます。そういったところで、方針の中身を

少し議論していただくことをお願いしたいと思います。 

 

【河村委員】 

第７章の３ 保険料の減免基準の標準化、４ 一部負担金の減免基準の標準化について
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は、それぞれ市町の条例で定めており、今後も条例で定めることになると思います。26

頁にある県内市町の状況を見ますと、減免事由、その理由のところで特別事情や低所得

の根拠というところで、それぞれの市町によって違いがあると思います。一部負担金の

減免基準の標準化においても、国基準を採用しているところが 29 市町で、６市町は国

基準どおりでない別基準を設けているところがあると記載されています。どちらも、市

町により対応が違っていますが、県民が公平に、この制度を享受するような配慮をお願

いしたいと思います。これらは、それぞれの地域により産業構造とか年齢構成とか個別

の事情があってのことだと思いますが、やはり根拠を全体で共有して、なぜこの市には

この制度が必要なのかということを県内どこででも理解できるようなそういう共有体

制を是非とも取っていただききたいというように思っております。 

 

【髙橋委員】 

私の母が 93 歳で、先日特定健診ということで連れて行きました。85 歳くらいから思

っていたのですけど、健診に行ったときに健診すること自体が非常に苦痛であると母が

言いまして、先生に「骨密度、いやそれは先生いいにしましょう。」と申し出ました。

血液検査とかできるものはいいのですけれども、全部トータルでこれをしなさいではな

くて、選択肢があると良いと思います。全項目を検査することになると本人も苦痛にな

ってしまうと痛感したことがあります。そういう選択肢を設けることも一つの方法だと

思いました。 

もう一つ、医療費について、厚生労働省がセルフメディケーションという言葉を使っ

ています。風邪をひいたとか胃腸の具合が悪ければ、とりあえず薬屋さんに行って、相

談して、そこでだめなら先生を紹介するとか大きい病院に紹介するといったシステムが

あると思います。それをすれば、少し医療費の軽減になるのではないかと思います。救

急車を呼べば５万円掛かるアメリカと違って、日本は非常に恵まれた制度になっていま

すけれども、そういうことも頭に入れておかないといけないと思います。薬はタダとい

うことではありませんというように私は思います。 

 

【東野会長】 

貴重な御意見をありがとうございました。御意見を踏まえ、方針の中身を書いていた

だければと思います。それでは、次の議題にまいります。国民健康保険事業費等納付金

の算定でございます。事務局から説明お願いします。 

 

【赤堀課長】 

資料５を御覧ください。国保事業費納付金等の算定について御説明申し上げます。 

まず、改革後の仕組みを説明いたします。 

平成 30 年度以降は、県が財政運営に参画し、国などからの公費と、各市町から徴収

する納付金を財源にしまして、各市町の保険給付に対して財源たる交付金を交付する形

となります。この納付金につきましては、市町の年齢構成や医療費水準、所得水準を考
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慮して、被保険者の規模などに応じ、各市町に割り当て、賦課することになります。ま

た、市町は、納付金を県に納めるため、引き続き、被保険者に保険料を賦課し、徴収す

ることとなります。 

なお、県は、納付金を市町に賦課する際、併せて、標準保険料率を示します。市町は、

それを参考にしながら、個々の判断で、市町の保険料率を決定することとなります。 

次に納付金等算定の工程ですが、７月から９月にかけて、納付金等の試算を行います。

現在、市町から基礎となるデータを収集しておりまして、確認作業等を始めたところで

あります。本番に近い積算となるよう努めてまいります。 

10 月下旬には、国から仮係数が示されます。それに基づき平成 30 年度の納付金等を

推計してまいります。１月から３月にかけましては、12 月末の診療報酬の改定の決定を

経まして、国から確定係数が示され、平成 30 年度の納付金の額等の 終的な算定を行

います。そして、１月下旬には、各市町にお知らせする予定でおります。市町において

は、試算の結果を参考にして、平成 30 年度の保険料率の設定の準備をしていくように

なっております。 

 ２頁を御覧ください。納付金等の算定方法の概要でございます。 

 まず、県全体の納付金算定の欄を御覧ください。市町の階層区分ごとの給付費や被保

険者数などの過去実績を積み上げていきまして、県全体の保険給付費を推計いたします。 

 県全体の保険給付費の推計から、前期高齢者交付金や国費などの公費を引くなどして、

県全体の納付金総額を算出いたします。ここでの「Ｃ」が前頁のイメージ図・改革後の

県国保特別会計の収入の点線の右側になります。 

 ２頁にお戻りいただき、この「Ｃ」を、中段の各市町の納付金の算定の計算により、

各市町に割り当てて賦課していくこととなります。ここで、年齢調整後の医療費指数を

反映させる「α＝１」を用い、所得と人数の割合で配分するときに「β」を使用します。 

 このように各市町の納付金を算定しますけれども、ここで算出された「ｄ」は、前頁

のイメージ図・改革後の 35 市町における国保特別会計の収入の点線の右側に当たりま

す。 

 また、市町ごとの納付金の算定の結果、負担が急激に増えることのないように激変緩

和措置が設けられています。 

 ２頁にお戻りいただき、下段の標準保険料率の算定となりますが、各市町の納付金が

出たところで、市町ごとに異なる保健事業費をはじめとした費用を加除し、標準的な収

納率で割り戻して、標準保険料率を算出していくという流れとなっております。 

 ３頁を用いて、激変緩和措置の概要を御説明申し上げます。 

 ２頁中段で各市町の納付金額が出たところで、平成 28 年度の決算額などの実績額に

より、納付金算出に相当する数値を拾って、市町ごとに丈比べをします。 

そこで、(1)のイメージ図の左側が、Ａ市が増えていたと仮定した場合となります。

ガイドラインに基づきまして、医療費の伸びといった自然増などを引いた部分を激変緩

和対象と見ております。この部分をＡ市に補填することになります。Ａ市の実際の納め

る額は、激変緩和措置分を引いたものとなります。 
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当然、丈比べで減少する市町もあることから、右側に減少したＢ市の例を掲載してお

ります。公費が拡充されるため、県全体での負担は抑えられると見込んでいるところで

ございます。このＢ市は自然増を含めても増加しなかったというイメージになっており、

この場合には、激変緩和の措置はないということになります。財源は、国の調整交付金、

県繰入金などの公費が予定されております。平成 31 年度以降の激変緩和についてのイ

メージを(2)としておりますが、ガイドラインで示されているところでは、制度開始前

として平成 28 年度を固定し、自然増に上乗せした一定割合とすることにより、網掛け

部分の激変緩和対象は減っていくというスキームとなっています。 

この激変緩和措置を活用することによりまして、急激な保険料の上昇はないと考えて

おりますので、国の示す基準等を参考にしながら、この活用や算定について、試算を基

に市町と協議してまいります。説明は以上でございます。 

 

【東野会長】 

ありがとうございます。それではただいまの説明について御質問等はございますか。 

 

【長野委員】 

激変緩和という以上は時限措置ですよね。いつまでですか。 

 

【赤堀課長】 

国では、いくつか複合的な策が考えられておりまして、６年間というものもあります

が、期限は設けられていないというものもあります。 

 

【東野会長】 

 医療費の伸びの一定割合については、決まった算定方法がありますか。 

 

【事務局】 

 国から数パターンが示され、試算結果を基に協議し、決めていくことになります。 

 補足いたしますと、(2)については上がる市町のみが対象となるイメージとなってお

ります。 

 

(3) 今後のスケジュール 

【東野会長】 

後に、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６を御覧ください。 

 今後、８月から９月にかけまして、運営方針案のパブリックコメントを実施する予定

です。また、継続して市町との協議を行いながら、法律に基づく市町への意見聴取を行
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う予定です。 

 そして、11 月の次回の協議会までに、本日いただきました御意見、パブリックコメン

ト、市町からの意見を受け、運営方針案を修正するとともに、試算の結果を受けて納付

金の算定を固めてまいります。そして、11 月には、答申に向けた御審議をいただく予定

でおります。その後、国保運営方針の決定、公表の作業などを行い、新制度へ移行して

まいります。市町においても、このスケジュールに合わせ、新制度以降に向けた作業を

行うこととなります。事務局からは以上でございます。 

 

【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〕 

 

(4) 閉会 

【会長】 

 以上で、予定しておりました議事につきましては終了いたしました。 

 委員の皆様方におかれましては、進行につきまして御協力をいただき、ありがとうご

ざいました。それでは、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。会議録につきまして、発言者のお名前と内容に

ついて記録しまして、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。 

 以上をもちまして、平成 29 年度第１回静岡県国民健康保険運営協議会を終了いたし

ます。 

 


