
平成 28 年度静岡県国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１ 日時 

  平成 29 年２月 10 日（金）午後２時 30 分から午後３時 55 分まで 

 

２ 場所 

  静岡県庁西館４階第一会議室Ａ 

 

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、山田徹、山口宜子 

  ウ 公益代表委員 

    東野定律、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、北詰秀樹医療健康局長、 

   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) 会長の選出 

 (3) 諮問 

 (4) 議事 

  ア 静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱 

  イ 静岡県国民健康保険運営方針 

 (5) 今後のスケジュール 

 (6) 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 諮問書（写） 

  資料３ 静岡県国民健康保険運営協議会条例 

  資料４ 静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱（案） 

  資料５ 国民健康保険制度改革の概要 
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  資料６ 静岡県の市町国民健康保険の概況 

  資料７-１ 静岡県国民健康保険運営方針の策定 

  資料７-２ 静岡県国民健康保険運営方針の内容 

  資料８ 国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の算定 

  資料９ 今後のスケジュール 

 

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 28 年度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より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ございます。 

 本日は、委員の皆様方には、御多用の中、本会議に御出席いただき、誠にあ

りがとうございます。また、日頃から、県政の各分野におきまして、多大な御

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 国民健康保険制度につきましては、私どもが言うまでもございませんが、制

度の施行からおよそ半世紀が過ぎております。近年では、加入者に高齢者や、

また所得に余裕のない方が多く、さらには規模の小さい自治体も保険者である

ことから、財政基盤が弱いことや、高齢化により医療費が増大するなど、多く

の課題を抱えております。 

 このような状況の中で、平成 27 年５月、医療保険制度改革関連法が成立した

ところでございます。この法におきましては、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していくことになっております。この体制に基

づきまして、市町国保が抱える課題を解決し、国保制度を将来にわたって持続

可能なものとするための改革が行われることとなりました。この制度改革によ

りまして、平成 30 年度からは、県が財政運営の責任主体として参画し、市町と

共同で安定的な運営を目指すこととなっております。 

 本県では、新制度への移行に向けまして、法令や国のガイドラインに基づい

て、国保運営方針連携会議などにより、市町との協議を重ね、円滑な移行がで

きるよう、準備を進めているところでございます。 

 本協議会におきましては、医療保険制度改革関連法に基づきまして、知事の

諮問に応じて、国保事業の運営に関する事項を審議する目的で設置することと

なっております。県議会 12 月定例会におきまして、設置条例が可決され、本日
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の会議を開催する運びになっております。 

 諮問いたします内容は、市町との協議により作成しております国保運営方針

に関することなどについてでございます。国保運営方針では、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っておりま

す。将来にわたりまして、県民が安心して医療を受けられるよう、持続可能な

国民健康保険制度を構築してまいりたいと考えております。皆様方におかれま

しては、それぞれの立場から忌憚のない御意見を賜りたいと思っております。 

 協議会の運営につきまして、皆様方に御協力をいただきますよう、重ねてお

願い申し上げるところでございます。以上、簡単ではございますが、開会に当

たっての挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 (2) 会長の選出 

【司会】 

 本協議会は、今回初めての開催となりますので、私から委員の皆様を御紹介

申し上げます。「資料１」委員名簿を御覧ください。 

 

〔資料１静岡県国民健康保険運営協議会委員名簿により紹介〕 

 

 また、事務局として、健康福祉部長の山口のほか、医療健康局長の北詰、国

民健康保険課長の赤堀が出席しております。 

 本日は委員全員が御出席いただいております。 

 それでは、会長の選出に入ります。 

 協議会条例第５条第１項では委員の互選によって会長を定めるとされており

ます。委員の皆様から御意見があればお願いいたします。 

 

【長野委員】 

 本日は、最初の協議会でございますので、選出について事務局のお考えがあ

れば、お聞かせいただければと思います。 

 

【赤堀課長】 

 ありがとうございます。それでは、事務局から申し上げます。 

 市町村国保運営協議会について規定した国保法施行令第５条では、国保運営

協議会の会長は、公益を代表する委員とされています。平成 30 年度以降、国保

法に基づき設置されます県国保運営協議会におきましても同様の規定が予定さ

れておりますことから、会長には、公益代表の委員にお願いしたいと思ってお

ります。 
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【河村委員】 

 それでは、医療・保険の制度全般にお詳しい東野先生がふさわしいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

【司会】 

 ありがとうございます。会長には東野委員が選任されました。東野会長には、

会長席に移動していただき、議長をお願いいたします。 

 

【東野委員(会長)】 

 ただ今、静岡県国民健康保険運営協議会会長に選任されました東野でござい

ます。 

 国保の運営に関しましては、健康福祉部長からの説明にもありましたように、

都道府県が財政運営を担っていくということになりまして、財政運営の責任主

体が移ったということでございます。また、統一的な運営方針等を打ち出して

いかなければいけないというような責務を担うわけでございますが、本会議で

は、標準保険料率の算定方法や事務の効率化など、運営方針の中身についてい

ろいろと審議することになると認識しているところでございます。 

 私のような若輩者がこのような立場で議事進行するのは、極めて恐縮ですが、

効率的に議事進行を一生懸命勤めてまいりますので、委員の皆様方には忌憚の

ない御意見、御発言をお願いしたいと思います。 

 簡単ですが、御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、協議会条例第５条第３項で「会長に事故があるときは、会

長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。」とありますので、順天

堂大学の保健看護学部におられる公益代表の鈴木みちえ委員を指名させていた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

【会長】 

 ありがとうございます。鈴木みちえ委員、よろしくお願いいたします。 

 

【鈴木みちえ委員】 

 よろしくお願いいたします。 
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 (3) 諮問 

【会長】 

 それでは、会議次第の「３ 諮問」について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

【北詰局長】 

 それでは、諮問の趣旨について説明をいたします。 

 お手元にございます「資料２」を御覧ください。平成 30 年度から県は市町と

ともに国民健康保険事業を運営し、財政運営の責任主体となり、安定的な財政

運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うこととなります。

このため、「静岡県国民健康保険運営方針の作成に関すること」と「国民健康保

険事業費納付金の徴収に関すること」を諮問します。 

 これは、「資料３」の協議会条例第２条に基づくものでございます。  

 それでは、健康福祉部長から、東野会長に諮問書を手交いたします。 

 恐れ入りますが、東野会長は、御立席ください。 

 

〔山口部長から会長へ、諮問書手交〕 

【山口部長】 

 国民健康保険事業の運営に関する事項について、静岡県国民健康保険運営協

議会条例第２条の規定に基づき、次の事項について諮問いたします。 

 「１ 静岡県国民健康保険運営方針の作成に関すること。」「２ 国民健康保険

事業費納付金の徴収に関すること。」以上２点です。よろしくお願いいたします。 

 

【北詰局長】 

 ありがとうございました。諮問については以上でございます。 

 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。 

 

 (4) 議事 

【会長】 

 それでは、さっそく議事に入ります。 

 始めに、静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱について、協議会条例第８

条に基づきまして、皆様にお諮りします。事務局から説明をお願いいたします。 

 

【赤堀課長】 

 「資料４」の「静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱（案）」について、説

明いたします。第１条では、趣旨として、「この要綱は、静岡県国民健康保険運

営協議会条例第８条の規定に基づき、協議会の運営に関し必要な事項を定める」

としております。第２条では、「会議は、会長が招集する」こととし、「委員の
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全員が新たに任命された場合又は会長若しくは職務を代理する者が共に欠けた

場合における会議の招集は、知事が行う」こととし、「あらかじめ開催の日時等

を通知する」こととしております。第３条では、条例第３条第２項各号で、被

保険者を代表する者３人などを規定していますが、その規定に「掲げる委員の

うち各１人以上が出席しなければ会議を開くことができない」とし、「会議は、

公開とする」などを規定しております。第４条では、「会議を開催したときは、

会議録を調製して、会長及び会長の指名した委員１人がこれに署名しなければ

ならない」とし、「会議録は、公開するものとする」などと規定しております。

第５条では、細則として、「この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し

必要な事項は、必要な都度、会長が定める」としております。「資料４」の２頁、

３頁には条例と要綱の対比表を掲載しております。 

 説明は以上です。御審議をお願いいたします。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。ただ今、説明いただきました運営要綱案につきま

して、御意見、御質問はございますか。 

 

〔出席委員「意見なし」〕 

 

【会長】 

 意見等がございませんでしたので、本案を静岡県国民健康保険運営協議会運

営要綱といたします。 

  

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

【会長】 

 次に、ただ今、決まりました運営要綱第４条第１項により、会議録署名委員

として、長野委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

〔出席委員「異議なし」にて同意〕 

 

【会長】 

 ありがとうございます。長野委員よろしくお願いいたします。 

 事務局から、補足説明はありますか。 

 

【赤堀課長】 

 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
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ますので、御了承ください。 

 

【会長】 

 続きまして、静岡県国民健康保険運営方針について、事務局から説明をお願

いします。 

 

【赤堀課長】 

 それでは、事務局から、制度改革の概要、市町国保の概況、運営方針の策定・

内容、納付金等の算定に関する説明を申し上げます。 

 まず、「資料５」をお願いいたします。 

 「資料５」の３頁にありますとおり、制度改革の背景には、増大する医療費

や加入者年齢が高く、医療費水準が高い、また所得水準が低いといった構造的

な課題などがあります。 

 全ての国民が何らかの公的医療保険制度でカバーされるという国民皆保険を、

この制度を将来にわたって堅持することが改革の方向性とされています。 

 「資料５」の 1頁にお戻りください。 

 こうしたことを踏まえ、社会保障と税の一体改革の議論の場である「国民会

議」の平成 25 年８月に出された報告書で「国保に係る財政運営の責任を担う主

体を都道府県とすべき」と記載されました。その後、社会保障制度改革プログ

ラム法や医療保険制度改革関連法が公布されております。 

 制度改革としては、公費拡充による財政基盤の強化と平成 30 年度からの県の

国保運営への参画が、この２本が主な柱となっています。 

 ２頁を御覧ください。 

 これまで県は、市町の指導、財政支援、広域化支援などを行ってまいりまし

たが、平成 30 年度からは、財政運営の責任主体として、特別会計を持ち、市町

から納付金をいただき、国保運営方針の策定などを行ってまいります。 

 窓口事務はこれまでどおり市町となりますが、安定的な財政運営や効率的な

事務実施において、県は責任を負うこととなります。 

 都道府県と市町村のぞれぞれの役割については、５頁のとおり、「財政運営」

「資格管理」「保険料の決定、賦課・徴収」「保険給付」「保健事業」の区分ごと

国によりこのように整理をされております。 

 次に、本県の市町国保の状況について説明申し上げます。「資料６」をお願い

いたします。 

 人口の減少や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度への異動者が多い

ことなどから、棒グラフのとおり、国保の被保険者数は減少傾向にあります。 

 一方、５頁をお願いします。５頁のグラフを御覧いただきますと、医療費は

年々増加しております。また、６頁で、一人当たり医療費の市町の順位表でご

ざいます。１位は 35 位の 1.23 倍となります。 
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 ７頁の保険料及び財政の状況を御覧ください。 

 一人当たりの保険料は、被保険者の所得が影響することから、下のグラフの

とおり、近年減少傾向にあります。 

 ８頁をお願いします。１位と 35 位との格差、これを計算しますと 1.53 倍と

大きい状況となっております。 

 ９頁では、収納率がございます。市町の収納対策の成果もあって、下のグラ

フのとおり、年々上昇しております。 

 10 頁 11 頁に市町国保の財政状況を掲載しております。 

 11頁の上段の表のとおり、形式収支は黒字となっておりますが、27年度には、

赤字補填を目的として、約 62 億円の法定外繰入れが行われている状況にありま

す。以上、市町国保の状況でした。 

 続きまして、「資料７－１」をお願いいたします。 

 静岡県国民健康保険運営方針の策定について、説明申し上げます。 

 国保法第 82 条の２により、県が国民健康保険運営方針を定めることとされ、

その記載項目は点線内のとおりでございます。 

 下線を引いた「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

方法に関する事項」「医療費適正化の取組に関する事項」などが定める事項とさ

れました。また、厚生労働省からは、「運営方針策定要領」が示されております

ので、県では、これらに沿って、市町との協議を行い、運営方針案の作成を進

めております。 

 裏面２頁を御覧ください。運営方針の策定のイメージとおり、最終的に運営

方針を決定するのは県でありますけれども、原案作成は市町との協議により行

いまして、その案を本協議会に諮問し、答申をいただくこととなります。 

 現段階での運営方針の記載項目案は、「資料７－２」でございます。 

 御覧のとおり、財政収支や保険料の算定から健康づくりに至るまで多岐にわ

たる項目となっております。これらを項目ごとに現在、県と市町で協議を行っ

ております。 

 めくっていただきまして２頁です。 

 ５月頃を目標としまして、現在、市町と原案づくりの作業を進めているとこ

ろでありまして、骨子が固まってきたという状況ですので、ここでは「協議中

の概況」ということで、記載する方向、要旨が固まっているものを「（記載要旨

案）」、今後、検討して、詰めていくものを、【  】として、協議状況を報告い

たします。 

 「１ 基本的事項」では、国民健康保険運営方針の趣旨などを記載してまいり

ます。 

 「２ 国保の医療に要する費用及び財政の見通し」では、医療費の動向と将来

の見通し、また、市町の赤字解消・削減の取組、目標年次等、３頁にいきまし

てＰＤＣＡサイクルの実施などを記載してまいります。 
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 「３ 保険料の標準的な算定方法」では、保険料水準についての考え方として、

急激に保険料を変動させないよう、30 年度は現状とあまり変えないようにしな

がらも、段階的に保険料水準の統一を目指す考え方を記載してまいります。こ

のほか、市町から県への納付金等の算定方法として、賦課方式について、３方

式を基本として計算していくことや医療費水準・所得水準の反映方法を記載し

ていくこととしております。 

 「４ 保険料の徴収の適正な実施」では、収納率目標や４頁に移り、収納対策

の取組を記載していくこととしております。 

 「５ 保険給付の適正な実施」では、保険給付の点検、不正利得等の返還を求

める取組については、県が市町の委託を受けて、不正利得の返還を求める仕組

みを作るよう、国が示しているところですが、具体的な仕組みづくりは協議の

途中となっており、今後検討していくこととしております。 

 このほか、療養費の支給の適正化、レセプト点検の充実強化、５頁にいき、

第三者行為求償事務の強化に資する取組などについては、すでに取組を進めて

いるところでございますので、さらに積極的に、県・市町の行うべきことを明

確にするように記載を考えております。 

 「６ 医療に要する費用の適正化の取組」では、医療費通知の実施、後発医薬

品の普及促進、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い

て、県・市町の取組推進の方向を記載しております。重複・頻回受診者への訪

問指導の推進については、市町との協議においてもまだまとまっていない項目

でもありまして、さら検討、協議してまいります。糖尿病性腎症重症化予防の

取組については、県におきまして県版プログラムの策定に向け取り組んでいる

ところでございますが、この運営方針でも、これに積極的に取り組んでいくよ

う記載したいと考えております。 

 ６頁お願いいたします。 

 保健事業の実施計画（データヘルス計画）の活用については、国の指針のと

おり、県、国保連の支援、市町の事業実施等を記載していきたいと考えており

ます。保健事業の先進的事例の横展開については、研修会の開催や市町の国保

部門と保健部門での連携や情報共有などを記載していくことを考えております。 

 「７ 国保事業の広域的及び効率的な運営」では、被保険者証及び高齢受給者

証の一体化、保険料の減免基準、一部負担金の減免基準については、検討中で

ございます。 

 ７頁を御覧ください。 

 「８ 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他関係施策との連

携」では、しずおか茶っとシステムなどの活用やふじのくに健康マイレージ事

業の取組の促進などを記載していく方向です。 

 この他、地域包括ケアシステムの具体的な取組について策定要領で記載が求

められておりますことから、記載に向けて検討しております。 
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 「９ 関係市町相互間の連絡調整等」では、市町との協議の継続開催や運営方

針の見直し等を記載することとしております。 

 今、検討しております運営方針は 30 年度以降も見直し、充実をしていくこと

のできる性質のものでございますので、29 年度にすべて網羅し完成ということ

ではなく、将来にわたって充実していきたいと考えております。 

 以上のように、まだ、原案に至らない骨子案の状況であります。市町との協

議を進め、次回の会議までに現状、評価指標などを盛り込んだ原案を作ってま

いります。 

 続きまして、国民健康保険事業費納付金・標準保険料率の算定について説明

申し上げます。「資料８」を御覧ください。２頁以降の厚生労働省作成資料によ

り説明いたします。まず、仕組みの説明をいたします。 

 ２頁「改革後の国保財政の仕組み」のとおり、30 年度以降は、県が財政運営

に参画し、国、県からの公費と、各市町から徴収する納付金を財源にして、各

市町の保険給付に対して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、所得水準を考慮

し、保険者の規模などに応じまして、各市町から徴収することになります。ま

た、市町は、引き続き、被保険者から保険料をいただくこととなります。 

 ３頁の「賦課・徴収の基本的仕組み」にありますとおり、県は、納付金を市

町から徴収する際、併せて、納付金を納めるために必要な「あるべき保険料率」

として「標準保険料率」を示し、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。 

 ４頁には、「納付金の計算方法」を、参考として掲載しております。また、５

頁には、国と地方の協議で、詳細が検討中のところでありますけれども、被保

険者の保険料が急激に増加することを回避するための措置として用意されます

激変緩和について掲載しております。 

 この「資料８」の１頁にお戻りください。 

 「平成 30 年度以降の保険料水準の考え方」につきましては、連携会議におき

まして、「段階的に保険料水準の統一を目指す」ということで合意を得たところ

であります。 

 現状では、こちらに記載のとおり医療費水準の差、賦課方式の違い、収納率

の差、赤字補填繰入れの有無などの要因がある中、市町ごとに保険料を設定し

ておりますので、先ほど御覧いただいたとおり、一人当たりの年間保険料、こ

こにも記載してありますが、格差が 1.53 倍となっております。 

 「平成 30 年度の納付金・標準保険料率の算定方法」につきましては、国で検

討中の激変緩和の制度も活用しながら、各市町の保険料を急激に変動させない

よう、それぞれの市町の医療費水準を反映して納付金・標準保険料率を算定す

る方向で協議をしております。 

 平成 29 年度中には、県が、市町ごとに、医療費水準を反映した平成 30 年度
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の標準保険料率を示し、各市町ではこれを目指すということとなります。 

 保険制度におきましては、加入者が県内のどこに住んでいても負担が同じと

いう公平性につきましては、理想とされるところです。そこで、平成 30 年度以

降、「重症化予防をはじめとする医療費の適正化や医療サービスの均質化を進め

ることで、医療費水準を平準化していく取組」「賦課方式がバラバラでは保険料

率を一本化することはできないため、資産割を廃止して、賦課方式も段階的に

統一していく取組」、また「収納率向上の取組」、さらに「赤字補填繰入れを削

減・解消する取組」など、これらの取組を段階的に進めていきまして、保険料

水準の統一に向かっていきたいと考えています。 

 その目標時期につきましては、様々な御意見のあるところでございますので、

今後、連携会議などの場で十分に協議してまいります。 

 運営方針、納付金等の算定とも、まだ、市町との協議の途中となっておりま

すので、次回、原案を御審議いただきたいと考えております。現状の方向を踏

まえ、運営方針の項目案、記載要旨案などにつきまして、委員の皆様の御意見

等をお伺いしたいと存じます。 

 説明につきましては以上でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。赤堀課長から制度改革の概要、市町国保の概況、運

営方針の項目案、納付金等の算定に関する説明がありました。第１回目という

ことでございますので、内容について自由に御意見を賜りたいと思います。い

かがでしょうか。 

 被保険者の代表の方々からいかがでしょうか。 

 

【木村委員】 

 以前、国民健康保険審査会の委員をやらせていただきまして、被保険者の私

と同じ立場の方が審査会に審査請求されておりました。 

 この資料を見ると、医療費や国保の保険料の現状は分かります。私は病院へ

行くと窓口で３割を払い、薬をもらうとまた３割払い、以前、家族６人いたの

ですけど高い保険料を払っているという状況でした。 

 今は、高校生まで医療が無料化になるという地域もありますが、私の子ども

たちはそういう年齢ではなかったもので、３割を払うというのがとても痛かっ

たという思いがありました。そのため、審査請求される方々の気持ちも分かり

ますし、国保の医療費が厳しい状況であることも分かります。 

 審査会では、いろんな勉強になったことは事実ですけど、何か変えられるこ

とができないかと思っていました。 

 高齢化していて、子どもが少なくなっているのも分かりますが、どんな風に

国が考えているのか良く分からなくて、保険料の請求がくれば私たちは払い、
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病院にかかれば払っています。国保審査会では、被保険者の方が訴える気持ち

も分かりながらも、審査請求は却下されてしまっていました。国保の保険料が

高いので、一本化するとか、段々子どもたちが少なくなって、年金も保険もか

ける方が少なくなることも分かっていたので、何か私たちも動かすことはでき

ないのかなと思いつつ、国保審査会に参加していた状況でした。 

 

【髙橋委員】 

 私は、2025 年問題とも言われる団塊の世代、昭和 24 年生まれの者です。 

 以前は、家族５人で住んでいましたので、国民健康保険の保険料を５人分払

っていたのですけど、子どもたちが外へ出て、去年、急に妻が亡くなり、今、

１人でいるのですが、保険料も以前とだいぶ違うなということを感じています。 

 同級会をやると、お母さんの介護をしていて国民年金しかもらっておらず、

会費が高くて、来ることのできない友達がおり、残念な思いがしたことがあり

ます。今日、３方式などの賦課方式の話がありましたし、今回所得の制度改正

があるという話も聞きますが、その辺のことも勉強しつつ、今後、意見を述べ

させていただきたいと思います。 

 

【河村委員】 

 この会議では、標準的な保険料の算定方法を審議しなくてはいけない。これ

は大仕事だと思っております。浜松市では、平成 17 年に合併をいたしました。

それぞれの市町村で分かれていた税と料の一本化から大変でした。浜松市は一

本化するのに 10 年掛かっているわけです。今度、35 市町となると、もっといろ

いろな県民のお一人お一人の負担感といったところが大きくでてくると思いま

す。私たちも一人一人の声を聴く耳を持たなければいけないと思っています。 

 急激な保険料の増大というのは国保に対する不信感となります。今、髙橋委

員と木村委員がおっしゃったように現状でもいろいろな思いがある中で、さら

にいろいろなところを整理しながらいきますので、国保に対する不信感を招く

と結果的に収納率の低下を引き起こしてしまうという問題があります。さらに、

収納率が下がるということは、公平性を損なうということになっていくのでは

ないかと心配しております。 

 国保というのは、本当に一人一人の命のセーフティネットではないかと私は

思っております。一方、世界に誇る国民皆保険制度であることも私たち当たり

前のように利用していますが、そこは心していかなければいけない。だから、

被保険者も医療関係者の方も被用者保険の方も、皆でこのセーフティネットを

どうやって維持していくかということを、本当に誠実に知恵を絞っていかなけ

ればならないということで、この委員をお受けするのにすごく重い気持ちで今

日は参加させていただいております。また、勉強していきたいと思っておりま

す。 
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【会長】 

 被保険者の代表の委員から保険料、保険制度などに関する御意見があったと

ころですが、それでは保険医又は保険薬剤師の代表の委員から御意見をいただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【山田委員】 

 今、世界に誇る国民皆保険制度という言葉が出ました。実は、世界中見回し

ても、いいシステムってないのですね。 

 日本の制度では、医療者側にとって、世界の金額に比べまして、非常に安い

料金で働かされていまして、僕らの犠牲の上に成り立っているシステムだと思

っています。それでも、医療費が膨れて、これくらいになってしまうと言うと、

行き詰まりを感じてしまうのですけど、それでも、唯一の、世界に冠たる
．．．．．．

なん

ですね。 

 木村委員が発言されたように、３割負担で、なおかつ保険料を払って、全部

足すと４割から５割近くを払っている形は、「保険じゃないよ」っていう話もあ

るのですね。保険というのは、１割か２割くらいもので５割も払うものは保険

の名に値しないという説もあるのですが、それでも他にもっといいシステムが

なければ、この中で何とかしていかなければしょうがないのです。 

 私は歯科ですが、歯科は今まで、あまりこういう場でお役に立つということ

がなかったのですけれども、最近ちょっと胸を張って言えることは、歯科が頑

張って、歯科に少しお金が掛かると、全体の医療費は下がるというデータが多

数出てきています。 

 歯科が頑張って口腔ケアをやりますと、入院費の費用が安くなったり、入院

日数が少なくなったり、そういうことがデータに出てきていますので、僕らが

頑張ると医療費を下げるお役に立てるのかなという気がしています。そういう

意味では、歯科にとって順風と言いますか、ちょっといい風が吹いてきている

かなと思います。 

 そうは言いましても、歯科は、皆様御存知のように、コンビニより歯科の数

が多いといわれるように一人一人の医院は、経営状況が大変厳しいです。そう

いう中にありまして、医療保険システムを大きく変えることはもちろんできま

せんし、今の形を大事にしながらも少しでもいい方向に持っていくことを考え、

新たなシステムを作っていかざるを得ないのだろうと思っています。 

 

【菅沼委員】 

 私は、市の国保運営協議会の委員でもあります。市の運協では、一般会計か

らの繰入れや国保料の値上げが話題になっており、「この制度改革がうまく利用

できたらいいのではないか、とりあえず期待する」という話も出ていました。
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一般会計からの繰入れを考えると、国保だけの問題ではなくなります。先ほど、

説明されていた段階的に格差をなくすっていうのは、高いところに合わせるの

か、低いところに合わせるのか、もっと増えるから段階的にしていくのか、高

いから低くするために段階的にしていくのか、ここは良く分からなくて、どの

辺のボーダーラインで、市町は考えていけばいいのかと思います。市町の順位

が出ていますが、どこに合わせていくのか、ある程度早めに提示しないと、個々

の判断基準に困るのではないかと思っているところです。 

 これを聞いていると高くなるので段階的に高くすると言わないで、段階的に

格差をなくすと、非常にあいまいな言葉を使っていますが、どうなのでしょう

か。私はここが一番疑問です。 

 段階的に会議を開きながら解決していけばいいのかと思います。 

 

【会長】 

 どこに合わせるかというのを、狙いや段階の方針についても協議しなければ

いけないのかと思います。 

 

【山口委員】 

 財源のない中で、運営していることですので、決められた財源の中でやらな

ければならない。だから、先ほどおっしゃられたように払う側もたくさん払わ

なければならないという現状があるかと思います。 

 薬局というのは、先ほど山田委員がおっしゃたように、歯科と同じで、コン

ビニより多いとも言われています。 

 私たちが、どんなことで役に立てるかなと考えてみますと、無駄に余ってい

るお薬とか、無駄にもらってきているお薬があるということにあります。 

 言い方は悪いですけど、以前は、使わないけれど、とりあえずもらうような

湿布薬が多かったです。少し前に改正があり、湿布薬の出せる量が規制されて、

湿布薬に関しては、だいぶ減った感じを受けています。 

 それ以外に、先ほども、高校生まで補助が出るような話がありましたけど、

その制度ができると通う方が増えるということを、私たちは処方箋を受けると

感じます。このくらいなら自分で何とかできるかなとか、病院へ掛かって保険

を使うという意識を、もうちょっと皆で考えなければいけないと思います。最

近はセルフメデケーションという言葉を国が打ち出していますので、全てがそ

れでできるわけでないですけど、何とか自分でできるようなことを考えること

も大事かなと思います。 

 つまり、医療費を減らさないと、少ない財源の中でまわしていくのは難しい

のかなと思いますので、一つのことで、そこだけを突き詰めていっても多分何

もできないと思います。あっちもこっちも皆突きながらやらないと多分できな

いと思います。お薬を無駄にしないとかそういうところから、私たちも役に立
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ちたいなと思いながらここに臨ませていただきました。 

 

【会長】 

 医療費が段々高くなっているという統一的な見解があると思います。それを

抑えることが保険料を抑えていくという筋書きがあると思います。抑え方とい

うのはやはり、今までは、公費を投入して何とかやってきたものが、山口委員

がおっしゃるように難しくなってきている。我々自身が何とかできることもあ

るし、山田委員がおっしゃったように早めの口腔ケアなどにより、我々国民が

意識を持って、医療機関に掛かることによって、対策が練れるかと思います。

予防的な観点を持って、効率的な医療費の使い方ができるのではないかという

御意見だと思います。 

 鈴木みちえ委員から健康づくりという分野からいかがでしょうか。 

 

【鈴木みちえ委員】 

 私は、25 年間、行政の立場で保健師をして、予防活動というところに従事し

てまいりました。 

 各市町へ学生と一緒に出掛けると、例えば歯科の問題では、子どもの虫歯と

いうのが非常に減っていると感じます。特に、大学生に「虫歯があるか」と聞

くとほとんどない。公衆衛生的な予防について、今のお年寄り、団塊の世代、

髙橋委員のおっしゃった 2025 問題に関わる我々は、当面非常に重要な問題だと

思っています。予防というのは長年かけて、特に、今回高齢者の予防的な意識

とかが非常に重要視されていますが、実はもうちょっと若い、子どものときか

ら住民の意識というか、医療費がそこに直結するというような啓発についても

保健分野が連携していかなくてはいけないのかなと思っています。 

 25 年間保健師をしておりまして、思い出してみますと、国民健康保険の中で

市町村国保の保健師さんたちは、地域に入って、「実は医療費が上がるというこ

とは自分のところに返ってくる、だからこそ予防しなくてはいけない、食べ物

はどうしたらよいか」というように地区ごとに活動していました。 

 国全体が豊かになったことでお薬もたくさん開発され、健康長寿になりまし

た。先ほどから出ているように少ない財源の中で、年を取るということは、ど

んなに気をつけても機能低下するわけですので、それをどう維持していくのか

を考えていかなければいけないと思います。あるいは、子どものときから自分

で健康をつくることはどうしたら良いかということを学校教育の中でやってい

かないといけないと思います。「６ 医療に要する費用の適正化の取組」のとこ

ろに何をどう盛り込むかを少し考えながらの意見です。 

 今朝、目の調子が悪くて、目医者さんに掛かり、薬局に行きましたら、先生

が「処方したお薬でなく後発医薬品があるよ。これはどうですか」というお話

しがありました。先ほど、河村委員が「皆で誠実に」と言ったとおり、皆で考
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えていかなければいけないと思います。そういう意味では、健康づくりだけで

はなく、そこに医療費の考え方、保険の考え方も含めた形での啓発について、

一元化したリーフレットを作成するというようなことをやっていかなくてはい

けないのではないかと感じています。 

 

【会長】 

 運営方針の中身ですが、決して保険料のことだけではありません。費用の話

もあり、どのように市町村国保を運営していくか、地域包括ケアのことも盛り

込まれています。健康づくり、予防のことももちろんどう方針を作るかという

こともありまして、鈴木みちえ委員のおっしゃる観点で協議していくところで

あります。 

 被用者保険代表の長野委員いかがですか。 

 

【長野委員】 

 協会けんぽ静岡支部の長野でございます。よろしくお願いします。 

 私ども、被用者保険の代表でございまして、なぜ、被用者保険の代表がここ

にいるかということを、今から説明したいと思います。 

 どうしても財政の話になってしまいますが、国保運営方針について、「資料７

－２」の２頁に国保の医療に要する費用及び財政の見通しがあります。国保課

長さんがおっしゃったように、国保は高齢者とか低所得者が多いということで、

構造的な問題を抱えており、そのため赤字保険者が多いという状況については、

私どもも理解しているつもりでございます。そのために、協会けんぽとか、加

藤委員の健保組合など私どもの被用者保険では、前期高齢者納付金というもの

を納付しておりまして、現実には国保の負担分を含む前期高齢者の給付費を負

担しているというのが実態でございます。だから、ここにいるという話ですけ

れど、そこをまず御理解いただきたいと思います。 

 ちなみに、被用者保険が負担している納付金の額は、実は市町で集めている

保険料の額より多くなっています。このことを皆さんに御理解いただきたいと

思います。 

 この納付金は支払基金を通じて、前期高齢者交付金として、市町に交付され

ておりますけれど、このお金が市町の国保特別会計に繰り入れられますと前期

高齢者以外の被保険者にも使うことができます。だからどうと言っているわけ

ではないのですが、一般の方は、ほとんど御存知ないということが現実です。 

 今日は言わせていただかなければいけないと思って言うのですが、実は、私

どもは医療費の増加で財政状態が非常に厳しくなっております。特に、今申し

上げた前期高齢者の納付金と 75 歳以上の後期高齢者の支援金を払っており、こ

れを合わせますと、私どもも支出の４割を占めています。今や、負担の限界に

達しつつあるというのを皆さんに分かっていただきたいというのが１つです。 
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 そうは言っても、国保を含む社会保険制度というのは、いわば共助の話です

ので、もちろん私たちも協力することは協力します。これは当然だと思ってい

ます。一方で自助の部分です。市町が保険料で集めなければいけない部分につ

いては、しっかり集めていただきたいというのが、私どもの希望であります。 

 特に、赤字補填目的の一般会計からの繰入れについては、私たちは反対の立

場をとっております。なぜかと言いますと、健保の被保険者も市町に住んでい

ます。一方で高い健保の保険料を払いながら、もう一方で、住民税で国保の保

険料を払っているという形になってしまう。ここは、被保険者、被扶養者の立

場を代弁すると「良いです」とは我々も言えないという話です。言葉は悪いで

すけれど、保険料の二重払いになっているということです。市町の赤字繰入れ

解消の経過措置として何年かは我慢をしますけれども、国保には、ここ数年国

費が大量に投入されております。一人当たり保険料の調定額も、先ほどの概況

資料にも出ていましたが、ここ数年下がっています。結構なことだと思います

が、30 年度から毎年全国ベースで 3,400 億円の税金などが投入されるというこ

とで、国保の実態を踏まえると言いにくいのですが、例え保険料を引き上げて

も一般会計からの繰入れをできるだけ早く廃止をして、赤字の早期解消に努め

ていただきたい。市町の皆様の御努力と県でもその実現に向けて積極的に指導

力を発揮させるようにお願いしたい。これは立場の違いですので、それぞれの

立場で言うことが違ってくるのは当然だと思います。実は、我々被用者保険も

苦しいということを御理解いただきたいというのが一つです。 

 もう一つは、「資料７－２」の「６ 医療に要する費用の適正化の取組」と「８ 

保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他関係施策との連携」と

いうことで申し上げますと、先ほどからお話ししておりますように、そうは言

っても、国保と被用者保険と連携していかなければだめだと思っています。協

会けんぽでは、これまでも県をはじめ、静岡市、浜松市、島田市、富士市と健

康づくりの協定の締結をしております。禁煙対策や重症化予防、あるいは、後

発医薬品のお知らせの送付、市町のイベントの共同開催などをやらせていただ

いております。それから、現在 18 の市町で被扶養者の特定健診と各市町で実施

されているがん検診の同時実施をやらせていただいています。 

 健保の被保険者の方、被扶養者の方は、定年で退職をされたら一般的には御

夫婦揃って国保に行きます。私たちは現役世代の健康づくりですとか病気の予

防に今、力を入れていろいろやらせていただいていますけれど、健康な状態で

国保に行くのか、あるいは、複数の病気で悩まされて、満身創痍の状態で国保

に行くのか、これは非常に大きいわけです。そのことが、県や各市町の国保財

政に大きく影響してきます。 

 協会けんぽは、今年度から糖尿病性腎症、ＣＫＤの疑いのある方について、

静岡市さんと連携をして重症化予防の取組を強化しているところですけれど、

いつまでも、この被保険者は国保だとか健保だとか言っている場合じゃないだ
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ろうと思います。県民の健康ですとか、健康寿命日本一、逃してしまいました

けど、２位ですけど、トップクラスには間違いないですから、これを維持して

いく。もっと言えば、国民皆保険を守っていく。こういうことが大事になって

きますので、ますます連携というのが必要になってくるのではないかと思って

おります。 

 様々な協働事業について、市町の方、県の方、あるいは医療関係者の方と連

携をしてまいりたいと考えています。私どもは基本的には御希望があれば可能

な限り、協働に応じる用意がありますので、これを機会に国保と被用者保険と

の連携についても御検討いただければと思います。 

 

【加藤委員】 

 県東部機械工業健康保険組合の加藤でございます。 

 被用者保険の立場は、長野委員から法定外繰入や前期高齢者納付金の仕組み

をお話ししていただいたものですから、私からもう１点申し上げます。国保の

財政支援の拡充は、被用者保険に対して、後期高齢者医療制度への支援金の総

報酬割制度が 27 年度から導入され、浮いた国費が国保支援につながっていくと

いうことがあります。その辺も御承知いただきたいと思います。 

 先ほど、納付金の話がありましたが、前期高齢者の納付金、被用者保険から

言うと納付金、国保で言うと交付金で受ける立場でございますけれど、この納

付金を減らす対策が大変重要になってくると思います。これはひいては、国保

にも活きてくると思いますから、「資料７－２」の医療に要する費用の適正化の

取組、ここに書いていただいてある取組、ここをしっかりと推進をしていただ

きたいと思います。これを活かすためには６頁にあるデータヘルス計画が重要

です。全ての健保組合は 27 年度からデータヘルス計画を策定、実行し、進めて

います。国保は 30 年度に全ての市町が策定することになるようですが、しっか

りした計画を立てていただいて、ここにもあるとおり、ＰＤＣＡサイクル、こ

れをしっかり進捗管理して強化に結び付けていく、これが、医療費等の削減に

結びついていくと思います。この辺の管理もしっかりしていただきたいという

こと。また、収納対策、今、90％から 91％で推移している収納率が、国保の賦

課額を計算するにも活きてくると思っていますから、収納向上のための対策、

これをしっかりしていただきたいというのが、私からの要望でございます。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。健康ということは年齢で変わるわけではありません

し、会社を退職したら様子が変わるというわけではありません。継続して健康

づくりをやっていかなければいけません。それに対しての費用も連動した形で

考えていかなければいけないのかと思います。 

 負担の話が出てきましたが、税の負担の話などで鈴木素子委員いかがでしょ
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うか。 

 

【鈴木素子委員】 

 鈴木素子と申します。税理士をしております。主には国税にまつわる税の専

門家ということで、国民健康保険料と直接接点を持っていませんが、現状、国

民健康保険の制度自体が、国民健康保険料という市町、あるいは国民健康保険

税として賦課、徴収している市町がある現状につきましては、かねがね差し挟

むことができない立場でありながら、不思議だなと長年感じておりました。 

 今回、このような形で、県が統一的な一つの制度をつくるということで、初

めてここの部分も含めて、いろんな見直しができるのかなというように感じて

おります。これまで市町がまとめていた経緯、成り立ちの中で、保険料とか医

療費などについて、御説明がありましたが、1.53 倍の保険料調定額ですとか医

療費もかなりの格差があるような現状に大変驚いています。 

 この現状がある中で、いかに制度を取りまとめていくか、課長さんから分か

りやすい、かなり検討された御説明をお聞きして、課題もある程度見えている

のかなと感じていますが、改善していかなければならない医療費水準の平準化、

賦課方法の統一、資産割の廃止を含めた統一、先ほど加藤委員がおっしゃって

いました収納率も含めて、また赤字補填の繰入れ、改善しなければならない問

題がはっきりしていて大変だなと感じています。 

 委員の皆様が御発言された意見、それぞれがごもっともだということで、い

ずれにしても現状についてのいろいろな部分を改善していくという中で諮問に

ついて私どもは真摯に自分の立場から気付いた観点を発言させていただきなが

ら、より良い答申ができるように、微力ながら努めていかなければいけないの

かなと感じているのが正直なところです。広域的な仕組みをつくることにより、

市町ごとで分かれていたことによって、これまでできなかったことができるか

もしれないという前向きなメリットを大いに検討していただいて、新たな仕組

みとして住民サービス、県民サービスにつながるようなものを提供していって

いただけるような広域的な仕組みをまず期待していきたいなと思っています。 

 それは、情報の共有化とか分母が大きくなるビックデータではありませんけ

れども、そういうことで出てくる新たなものがあるのではないかと思っていま

す。大変な部分ばかりでなく、それによって出てくる新たなメリットが大きな

期待になり、県民の理解が得られることになるのかなと前向きに捉えていてい

ければなと思っています。また、保険料の徴収の現状の料と税の違いがあると

いうことを含めまして、社会保険制度、保険制度と年金制度と分かりにくい徴

収制度になっていますので、徴収の透明性を高めるような仕組みづくりですね。

安心と信頼を獲得できるようなＰＲを含めた、広報、啓蒙活動を含めた、透明

性の拡大を期待したいなと思っております。今の時点では以上です。 
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【会長】 

 保険料の話の中で、将来目標としては「資料８」にありますように、保険料

水準の統一とか段階的にという話もあるところですが、ここに向けて段階的に

話し合っていくという中身が大切です。様々なことをクリアにしていきながら

段階的に統一という目標の中でどういうふうにしていくかというところだと思

います。一つ一つをこの協議会で議論していくということかと思います。 

 不公平感だけが先走るのではなく、共助システムということが、委員からも

御発言がありましたけど、本当の意味での共助システム、おそらく皆様方が不

公平感を持たない中での共助システムが理想的だと思います。そういった中身

を考える上で段階的にいろんな側面を方針の中に組み入れていって、改善して

いく案を我々で考えていくということかと思います。皆様から御意見を頂戴し

ましたけれど、この他、言っておきたいことはありますか。 

 

〔出席委員「意見なし」〕 

 

【赤堀課長】 

 それでは、後日、御質問がお有りの場合は、事務局まで御連絡ください。本

日、御検討いただくというよりは、協議会の趣旨、内容を御理解いただくとい

う場になったかと思います。また、今後も、いろんなことをこちらからも委員

の皆様に周知させていただきまして、次回の会議でも報告させていただきたい

と思います。ありがとうございます。 

 

【会長】 

 本日、初めての会議ということでもありますし、かなり資料の中で専門的な

内容等がございまして、私も勉強させていただいているところがございます。

疑問等ございましたら、遠慮なく事務局に御質問いただきまして、次回には、

より具体的な中身について、議論していきたいと考えております。 

 

 (5) 今後のスケジュール 

【会長】 

 次に、今後のスケジュールについて、事務局から御説明をお願いします。 

 

【赤堀課長】 

 「資料９」を御覧ください。 

 現在、市町との協議において参考とする「納付金等算定シミュレーション」

を実施しております。試算、計算をしているところです。 

 シミュレーションも参考にしながら、６月までの間に、県と市町の協議を進

め、国保運営方針原案を作成してまいります。 
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 ６月から７月には、２回目の協議会を開催し、原案を御審議いただく予定で

ございます。 

 ８月から９月には、法律に基づく市町への意見聴取を行う予定です。 

 市町の 30 年度の保険料の決定や予算の決定がありますことから、10 月から

11 月には、第３回目の協議会を開催し、御答申をいただきたいと存じます。 

 その後、国保運営方針の決定、公表作業などを行い、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。 

 

【会長】 

 今、説明のありました今後のスケジュールについて、御質問等はございます

か。 

 

〔出席委員「意見なし」〕 

 

(6) 閉会 

【会長】 

 一年間、このスケジュールで議論していきますが、皆様方には忌憚のない御

意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で、今日議論する議題については終了いたしました。 

 委員の皆様方には、進行につきまして御協力を賜り、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。 

  

【司会】 

 東野会長、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成 28 年度静岡県国民健康保険運営協議会を終了いたし

ます。ありがとうございました。 


