
  

静岡県国民健康保険運営方針の改定 

 
  第１回国民健康保険運営協議会における審議及び国民健康保険法に基づく市町

への意見聴取を踏まえ、県と市町で協議を行い、次により運営方針第４章の１「収
納率目標」を改定する。 

 

１ 収納率目標改定の概要 

(1) 収納率目標の改定案 

現行の運営方針（15 頁） 改定案 

第４章 保険料の徴収の適正な実施 

１ 収納率目標 

 

○保険者規模別収納率目標 

保険者規模 
収納率目標 

(2020 年度) 

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％ 

※１ 現年、一般被保険者 
※２ 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。 

第４章 保険料の徴収の適正な実施 

１ 収納率目標 

 

○保険者規模別収納率目標 

収納率目標 
保険者規模 

2019 年度 2020 年度 

１万人未満 ９３.８３％ ９５.６６％ 

１万人以上 

５万人未満 
９２.２４％ ９３.４８％ 

５万人以上 

10 万人未満 
９０.５６％ ９１.１２％ 

10 万人以上 ８９.７５％ ９０.５０％ 

※１ 現年、全被保険者 
※２ 保険者規模は、年度平均被保険者数 (４

月から３月までの全被保険者数の平均)
による。 

 

 (2) 改定案の根拠 

ア 2020 年度の目標値を 2016 年度全国自治体上位５割に当たる収納率（保険者

努力支援制度の評価指標）とする。 

イ 保険者規模１万人未満で 3.66 ポイントなど急激な上げ幅を防ぐため、2019

年度の目標値を上げ幅の２分の１として段階的に引き上げる。 

 

２ 前回協議会（第１回８月 20 日）での委員意見 

 ・収納率目標が高くなっていることは歓迎したい。 

 ・被保険者の状況も考慮した目標としてほしい。 

 ・滞納繰越分についても収納率向上に努めること。 

 ・具体的な収納対策の取組を示してほしい。 

  ※参考資料１「第１回静岡県国民健康保険運営協議会会議録」参照 

 

３ 国民健康保険法に基づく市町からの意見聴取 

  国民健康保険法第 82 条の２第６項の規定に基づき、次のとおり、市町から静岡

県国民健康保険運営方針の改定に対する意見を聴取した。 

 (1) 意見聴取時期 

   平成 30 年 11 月５日～12 月 14 日 

 (2) 意見聴取結果 

 ・ 意見あり ３市町 

    ・ 意見なし 32 市町 
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（意見の内容） 

第４章１収納率目標における保険者規模別収納率の改定（案）においては、保険者

努力支援制度の評価指標となっている。 

国保の広域化がされる前の国保制度においては、様々な構造的な問題があるとされ

ており、その中には「所得水準が低い」、「保険料負担が重い」等の指摘がされており、

その中には「保険料収納率が低い」点も含まれている。 

市町によって所得水準や産業も異なり、結果、保険者規模別では説明できない収納

率の差も生じていると考える。 

収納率目標を保険者努力支援制度の評価指標とする点に理解はするが、それらを考

慮した収納率目標をお願いしたい。 

また、スタートラインとなる市町ごとの収納率が異なるため、目標値との差が異なり、

目標達成までの努力に大きな差が生じることとなる。収納率目標が市町の収納率と一

定以上差がある場合（保険者規模が変更となった場合を含む）の収納率目標について

も、保険者努力支援制度の評価指標によらない、市町ごとの収納率を基とした収納率

目標をお願いしたい。 

 各市町の国保運営を確認し、実態に合った目標値としていただきたい。 

 ただし、新たな目標値を設定することについては、現在の目標値に対して８割の市

町が達成していることや税負担の公平性を確保する観点から必要であると考えます。 

 今回の改正案については、目標値を全国平均としていることや段階的に引上げする

など配慮されており、妥当なものと考えます。 

 県は、人的サポート（収納事務に関する助言等を行うための県職員の一定期間派遣

等）や収納率を向上させる仕組みの構築等、市町と一体となり、収納対策に積極的に

取り組んでいただきたい。 

 

４ 県の取組 

・好事例の共有や専門家の講演などを行う「収納率向上対策研修会」を国保連合会

とともに開催 

・収納対策の取組に対して、特別交付金を市町へ交付 

 ・コンビニエンスストアへの保険料納付啓発ポスター掲示 

 ・市町への実地検査で収納率向上について指導、助言を実施          など 

 

５ 今後のスケジュール 

  平成 31 年３月に国民健康保険運営方針を改定し、公表する。 



現   行 

 

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(2015 

（平成 27）年度～2017（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（2018（平成 30）年度～2020（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。 

（参考） 

保険者努力支援制度において加点となる収納率（2015 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％ 

 

 

改定（案） 

 

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） 

国保の保険料収納率の年次推移（静岡県）
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（目標設定） 

 各市町の収納率向上の観点から、運営方針の対象期間（2018（平成 30）年度～2020 

（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。 

 

 

 

 

 

 ○保険者規模別収納率目標 

収納率目標 
保 険 者 規 模 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

        １万人未満 ９２．００％ ９３．８３％ ９５．６６％ 

１万人以上   ５万人未満 ９１．００％ ９２．２４％ ９３．４８％ 

５万人以上   10 万人未満 ９０．００％ ９０．５６％ ９１．１２％ 

10 万人以上 ８９．００％ ８９．７５％ ９０．５０％ 
※ 2018 年度保険者規模は、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）、 

2019～2020 年度保険者規模は、年度平均被保険者数（４月から３月までの全被保険者数の平 
均）による。 

※ 2018 年度収納率目標は滞納繰越分を除く現年の一般被保険者、2019～2020 年度収納率目標は 
滞納繰越分を除く現年の全被保険者とする。 

 
 
 
 
 
 
 

 

静岡県国民健康保険運営方針改定（案）新旧対照表 


