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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２９年度第４回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 平成２９年１２月２２日（金）午後１時３０分～午後２時４５分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

 

●出席者： 

（委   員）鴫原健二会長・長島文夫委員 

大井芳文委員・武田紀子委員 

水越久吉委員・松尾雄三委員 

田中光枝委員・水谷良子委員 

唐見和男委員・田中一義委員 

三浦修委員・小林美緒委員 

村山淳子委員・金澤善一委員 

近藤正委員 

 

 

（市事務局）山口健康福祉部長・河村健康福祉部次長 

津田保険年金課長・進藤保険年金課長補佐 

菅野医療費適正化担当主査・加賀保険年金課国保給付係長 

高木保険年金課主事・池田保険年金課主事 

小西保険年金課主事・久保内保険年金課主事 

 

●欠席者： 

（委   員）久保秀樹委員・高島常夫委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
１４人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．審議事項 

２．その他 

 

 

問い合わせ先 

 

健康福祉部保険年金課国保給付係 

電話番号   ０４２－３９３－５１１１（内線２５３３） 

ファックス番号  ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過  

 

○事務局 

国民健康保険税の税率改定について、先日の第３回運営協議会で、改定案を提示させ 

ていただいた。引き続きご審議をお願いする。 

 

 欠席 久保委員、高島委員 

国保運営協議会規則第７条に定めます定足数に達しておりますので、本日の会議が成 

立しますことをまずご報告させていただく。 

ここからの進行は会長にお願いする。 

 

〇会長 

  本日傍聴の希望があればそれを許可したいので、事務局より確認をお願いする。 

   傍聴者１４名 

署名委員 水谷委員、唐見委員 

 

１ 審議事項 

〇会長 

１１月１０日開催の本協議会において、市長から国民健康保険税のあり方について、 

諮問をいただいている。本日はその諮問に対して審議するが、開催通知とともに送付し 

た資料について、事務局から説明願う。 

 

〇事務局 

  東京都から平成３０年度の仮係数を使用した標準保険料（税）率が示されたのでお送 

りさせていただいた。平成２９年度の試算による標準保険料（税）率を元に諮問させて 

いただいたが、平成３０年度の仮係数では標準保険料（税）率が大幅に変わっている。 

仮係数によると、東京全体で被保険者数が２１万５千人の減少、給付費総額は６５億 

円の増、伸び率は１％となっており、一人当たり給付費が１万９千６０９円の増で、１ 

０８％の伸び率となっている。納付金総額は、公費が若干入ることで減っており、１７ 

８億円減少している。ただ被保険者数が減っていることから、一人当たりの納付金額は 

９千４５３円増となり、被保険者数が大幅に減少したことから、一人当たりにかかる保 

険料（税）が高くなってしまった。詳細な分析が出来ている訳ではないが、一人当たり 

保険料（税）額でみると、東村山市は東京都内では所得が比較的低いので、東京都平均 

を下回っていると推測している。被保険者数の減少は、保険料（税）率にもこのような 

影響を及ぼすので、医療費の伸びの抑制とともに被保険者数の動向に今後も気を配りた 

い。また、平成３０年度の本係数については、今後国の方から各都道府県に示される予 

定となっており、１月下旬には当市に示されることになる。 

 

〇会長 

  質問意見等がなければ、市長の諮問に対する審議に入る。皆さん諮問書をお持ちだと 

思うが、要約して朗読する。 

 

  ＜諮問書朗読＞ 

 

  それでは諮問に対して、皆さんの意見を伺う。 
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〇委員 

第１回の運協で、都道府県化の説明をいただいた。その際、市民にとってのメリット 

とデメリットについて尋ねたところ、事務局の回答は、「財政基盤が安定化するのでメ 

リットはある。市民にとってのデメリットは思いつかない」ということであった。個人 

の感想として、この改定案を見る限り、今でも保険料（税）はかなりの負担になってい 

るのに、今後１０年間にわたって引き上げられることは、メリットに感じられない。区 

市町村が市民への負担を減らすために法定外繰入を行っていることに対し、東京都はそ 

れを減らしていく方針のようだが、前回の資料で計算したところ、示された標準保険料 

（税）の伸び率は平均でも１３５％、高い世帯だと１４８％にも及ぶような数字になっ 

ている。今でも高くて払えないという被保険者の声を聴くが、国保は市民にとって命の 

砦だと思う。法定外繰入が行われなければ大変なことになるというのが市民の率直な懸 

念だと思う。それに対して東村山市としてはどう受け止めているのかお聞きしたい。 

 

〇事務局 

国民健康保険は国民皆保険の基盤として制度化されているが、当市を含め東京都の区 

市町村においては現在多額の赤字繰入を行って運営している。国の抱える制度全体の赤 

字が約３千５００億円といわれており、それに相当する額の３千４００億円の公費を国 

が毎年投入する。つまり、国からすると国保制度における赤字は解消するという形にな 

っている。ただ、東京都は比較的財政基盤が豊かな地域なので、今回の公費投入は、赤 

字繰入を行っていない団体は、保険料（税）を引き下げることも可能となる。一つの事 

例として現行当市の保険料（税）の医療分が４．９５％であるのに対し、１０．８％と 

いう大きな保険料（税）率がかかっている区市町村もある。財政基盤を豊かにするとい 

うことは、赤字繰入の解消につながるものであり、赤字繰入は、市町村民税から繰入 

し、国保で使わせていただいている。様々な保険制度があるが、保険制度の考え方とし 

ては、加入者の方々の保険料を運用できるところは運用し、その利益も含めて加入者同 

士の相互扶助のもとリスクに備えるものである。しかし国保には運用利益というものは 

ないので、財政基盤を安定化させるため、国が公費を投入する。全国的にみた時、財政 

基盤は安定化するが、東京においては今まで赤字繰入を多額に行われてきているので、 

それだけの公費が投入されたとしてもすべての穴埋めが行われるわけではなく、結果と 

して標準保険料（税）率は上昇する。我々一区市町村の保険者としては、今後できるだ 

け早期に赤字解消を行うことを国から示されているので、徐々にこちらに近づけていか 

なければならない。また医師会等のご協力もいただきながら医療費適正化対策も行って 

おり、こちらも引き続き取り組み、さらに示されたものより保険料（税）率を下げられ 

るように努力したい。事実、現行の保険料（税）率からすると被保険者の方々には一定 

のご負担をいただかざるを得ないが、一人当たり医療費の伸びも見込まれる中で、全国 

的な改正が行われているものということでご理解いただきたい。 

 

〇会長 

  かかった医療費は払わなくてはならない。問題はその財源をどうするかということで

ある。当然国も東京都も負担するが、一番大きいのは被保険者の方たちが払わなければ 

ならないということである。被保険者の人たちが払う保険料（税）については、かかっ 

た医療費に充てられるが、この医療費が年々増加しているので、保険料（税）率につい 

ても多少なりとも上げていく。一般会計からの赤字繰入だけに頼ってはいけないのでは 

ないかということで市長から諮問をいただいている。 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 
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赤字の原因が医療費の高騰にあるということだが、本当に医療費の高騰だけが原因な 

のか。国保だより等を見ると、医療費の高騰を周知していただいているが、公費の削減 

が一番大きな問題だと考えている。例えば８０年代の前半では国費は５０％であった。 

今年４月号の国保だよりでは「国保制度は本来、医療費の半分を国や都からの公費で、 

もう半分を加入者の保険税等で賄うものとされています」と書かれている。しかし医療 

費が伸びたため、２８年度は保険料（税）を改定した。併せて保険料（税）の改定のみ 

では根本的な解決にはならない、赤字だから加入者に負担をしていただくというのは一 

定程度やむを得ないとしても、これほど大きな負担を強いるのは大きな問題と考える。 

なぜなら、国保について構造的な問題があると言われており、それは、国保の加入者が 

低所得者であること。もう一つはその他の医療保険に比べても年齢構成が高く、必然的 

に医療費もかかる、そういった構造的な問題が、今回どれくらいメスを入れられている 

か。根本的な問題を解決しないまま、我々加入者に負担を強いていると考える。多摩地 

区の中でも低所得者の多い市の状況を鑑みて、法定外繰入、これを維持しながら市民の 

負担を出来るだけ軽減していくことを東村山市に求めたいと思う。国も、市が繰入を行 

うことについて禁止はしていない。このような点を考えていただいて、少しでも負担の 

少ない方法をもう一度考えていただければと思う。小平市では少ない金額の引き上げで 

あると聞いている。日の出町は引き上げが無いと聞いている。引き上げ無しが良いか悪 

いかわからないが、それぞれの自治体が市民のために最大限に努力しているという心の 

表れではないかと思う。このままでいくと加入者には経済的なしわ寄せにより、生活が 

成り立たなくなってしまうのではないかという危機感を持つ。これらの点を考えて諮問 

についてはぜひ再考をお願いしたい。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  今の人口構成をみると、高齢化社会になっているが、東村山は特に多摩地区の中でも 

高齢化が進んでいるという話である。高齢化になると医療費も上がるのは当然だと思う 

が、医療費をできるだけ抑えることを考えていかないと、今後も上がる一方である。以 

前も話したが、歯周病と他の病気との関係がわかってきており、糖尿病や脳梗塞等、い 

ろいろな病気の原因になる。参議院議員の山田宏議員が杉並区長時代、医療費の伸びを 

どうしたらよいかと考え、歯科検診を進めたところ、医療費が大分抑えられたという報 

告がある。検診事業等充実させながら、できるだけ重症化を防ぐというのが一番根本で 

はないかと思う。 

 

〇事務局 

  以前、当課で特定健診について、生活習慣病による疾病、糖尿病等、高血圧等、高脂 

 血症、この３疾病に罹患されている方の特定健診受診者と未受診者との医療費を比較し 

た。それによると１年間で約２千５００万円の違いがあった。同じ疾病にかかっていて 

も、健診を受診されている方は医療費が少なく、受診されていない方は医療費が多い。 

健診の重要性、予防の重要性は非常に大きいと考えているので、ここ数年来各種保健事 

業を展開してきた。その効果があったかというのはこれからさらに内容を精査していか 

なければならないが、このようなデータがある。一般被保険者における一人当たり医療 

費の伸びが、２７年度については対前年度比で一人当たり約１万２千円の医療費の増で 

あったが、２８年度決算においては約１千７００円の伸びで抑えられた。これは保健事 

業だけではなく、薬価の改定等、諸々要因も含まれていると思われるが、保健事業を展 

開してきた効果もこの中にはあると思っている。今後、国の保険者努力支援制度という 
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新たな制度もあるので、そういったメニュー等鑑みながら財源を確保しつつ、さらなる 

保健事業の展開を図ってまいりたいと考えている。 

 

〇委員 

  歯科をメインに話させて頂くが、歯科では「８０２０運動」という８０歳で２０本以 

上歯を残そうという運動を進めている。最近その効果が出てきて、８０歳で２０本歯を 

持っている人と、５本以下の人の医療費を比べると、年間１０万円以上違うというデー 

タが出ているので、今後もできるだけ検診を行う必要があると思う。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  今の国保制度を維持するための広域化と解釈しているので、保険料（税）率が上がる 

ことについてはある程度仕方がないのかなと思う。医療費適正化でいろいろな施策をし 

ているのを見ているので、大幅に精度を上げていただきたい。また国民健康保険税につ 

いては、他の区市町村以上に徴収率を上げていただく努力を是非お願いしたい。 

 

〇事務局 

本日納税課は出席していないが、現年の保険税についてはなるべく滞納繰越につなが 

らないように、ご納付いただくよう取り組ませていただいている。また、止む無く滞納 

繰越になってしまう方も中にはいるが、納付方法についてご相談していただいたり、ま 

た急激な収入減少等については、当課でも減免相談を受けている。減免については多摩 

地域において、東村山市は比較的多い件数を受けており、なるべく未納につながらない 

ように手厚く対応していくとともに、滞納繰越につながらないように納税課と共にタイ 

アップしながら行っていきたいと思う。また現年徴収率については、ここ数年他の区市 

町村と比べると低い率だが、徐々に上昇しており、引き続き徴収率の増につながるよう 

に努めたい。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

徴収についてだが、東京都では差押について、何件という形で具体的に目標値みたい 

なのものが設定されているのか？ 

 

〇事務局 

  一定件数以上で特別調整交付金の交付があるというようなラインはある。 

 

〇委員 

それは何件か。 

 

〇事務局 

新規の差押が３００件である。 

 

〇委員 

滞納に至るということは加入者の生活がある程度破たんしていて、非常に困窮してい 
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る状況にあると考える。お金があって払わないのは悪質なのでやむを得ない。しかし多 

くはそうでないと考える。そのような事情の人に対して差押件数が一定程度、あるいは 

徴収率が高いという評価はおかしいのではないかと思う。東村山市は減免を多くやって 

いたり、資格証明書の世帯もゼロで、よくやっていると思うが、加入者の状況を考えた 

時に市のセーフティーネットを活用するという姿勢は大事なことだと思う。必ずしも目 

標値にこだわることなく、親切丁寧な対応を望む。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  最近市の検診を何回か受けるようになった。今までは人間ドックに入っていたので検 

診を受けなかったが、検診を受けると結構いろんなことがわかりいいと思う。ジェネリ 

ックの推進ということで、手紙をいただいたが、そういう形での努力でお金を節約して 

いこうということは一生懸命やっていると感じる。ただ今日出された案件でみると、保 

険料（税）率が約５％上がるということ。これは日本の人口そのものにおいて、若者が 

減り、高齢者が増えるということでやむを得ないという部分もあるかもしれないが、こ 

れが１０年間で５回上がる。次回以降、何％上がるかわからないが、仮に５％だとすれ 

ば、５回で２５％上がる。つまり１／４上がる。一方、年金暮らしの人たちの支給率が 

下がっていく。国民健康保険税だけでなく、いろいろな税金が増えるが、収入は下がる 

ので非常に厳しい生活をしなければならない人が増えてくると思う。我々の若い時代は 

右肩上がりで経済も良い方向に行っていたように感じるが、これからは逆になるので、 

この先日本がどうなっていくのか不安に思う。それで生活が成り立たない人が増えるこ 

とは非常に残念である。その中でどのようにバランスをとり、若者から老人までが心豊 

かに、また生活も安定していくように、東村山市でも更に考えてやっていただけたらあ 

りがたい。 

 

〇事務局 

今の質問は大きな問題で、国保税率改定等だけでは解決しない問題だろうと思う。日 

 本全体が高齢化で、２０２５年に団塊の世代のかたが７５歳以上になり、これまで人類 

が経験したことのないような超高齢化社会に突入する。健康にご留意いただいて、健康 

寿命を延ばしていただくには具体的にどうしたらよいか。ご高齢のかたにいかにいきい 

きしてご長寿でいただくかということが大事なのではないかと思う。それにはいろいろ 

な考え方がある。年金だけでは収入が少なく、働くことが可能であれば、就労により少 

しでも収入を得ていただくなど、働くことで人とつながって生きがいを持って健康を維 

持できるかたもいると思う。現在、国では「働き方改革」として様々なアプローチが提 

唱されているが、それらも含め当市も、いかに健康でご長寿いただくか、介護を必要と 

しない健康寿命を延ばしていくか、そういった施策を検討しているところである。 

 

〇会長 

他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

今回送っていただいた資料の中で、東京都が一つの保険者としての考え方に基づき示 

 されたのが「２．平成２９年度試算による標準保険料（税）率」である。提案の「４．

国民健康保険運営協議会に諮問している保険税率」がこの協議会に諮問された経過とこ

れにした経緯をもう一度簡単に説明していただきたい。これを見ると、所得割の所はそ
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れぞれの率が上昇している。一方、均等割は所得に関係なく負担をしなければいけない

額であるが、２千円ほど２９年度よりは抑えられている。一方、後期分は７５歳以上グ

ループにかかる医療費で、国が半分、４０％は現在の医療保険者、残りの１０％は加入

者の保険料で賄われている。そこに出さなければいけないお金が後期分で、ここは０．

２％と６００円アップになる。また、介護分について、４０歳以上の加入者のかたで６

０歳までのかたが負担をして、それ以外は自分で納めてもらう仕組みになっているの

で、そこの部分を市としてコントロールできる制度なのかどうかも含めて簡単に説明し

ていただきたい。 

 

〇事務局 

「２．平成２９年度試算による標準保険料（税）率」が東村山市に示されたものであ 

り、この標準保険料（税）率を目途に改定を行っていく。医療分については、従前から 

当市も赤字繰入を行い、特にここが大きく保険料（税）率の抑制を図ってきた部分であ 

る。所得割６．７３％、均等割３万８千５３３円と当初示されていた。ここに向けて今 

後当市が赤字を解消していくに当たり、前回市長から話があったとおり、１０年間程度 

をかけて２年に１回ずつ見直しをしていくことを念頭に考えた。急激な増加は被保険者 

の方々にとって大きな負担になることを鑑み、１０年程度というのを一つのラインとさ 

せていただいた所だが、この所得割については、６．７３％に近づけるにあたり、現行 

から毎回０．４ポイント程度の改定が必要であろうという所から、プラス０．４ポイン 

トとさせていただいた。 

均等割については、平等割を今回廃止させていただくことにより、必要な額が３万５ 

千円となるところだが、当市は応能応益割合を５０対５０にするという運営をしてきた 

結果、他市と比較すると低所得者層の方にも一定の均等割額がかかっていたので、今回 

東京都における応能応益割合は５７対４３で示されたことから、この応益割合を若干減 

らし、そして一番厳しい世帯であろうと思われる７割軽減対象のかたについて、現状よ 

りも少し税を低くするという所も踏まえ、３万４千円とさせていただいた。 

後期分・介護分については、比較的標準保険料（税）率に近いので、１０年かけず早 

期にと思ったが、やはり全体的な急上昇はご負担が大きいので、０．２ポイントずつの 

改定を行うことで、１０年かけずに達成したいと考えている。 

後期分については、７５歳未満の方が負担する４割分に相当するものである。介護分 

については、介護保険第２号被保険者の保険料相当を加入している医療保険で課して納 

めていくものとなっている。しかし、本来の主旨からすると、相当額を保険料（税）率 

に転嫁していかなければならなかったものだが、赤字繰入で対応させていただいてい 

た。 

ここで「３．平成３０年度仮係数を用いた試算による標準保険料（税）率」が新たに 

示されたことから、こちらについても後期分・介護分は医療分ほどの大きな乖離はない 

ことから、できるだけ早期に対応していくべきものと認識はしている。現行の試算では 

２５％から４０数％上がる世帯も現行のままだとあるということから、高いアップ率と 

いうことは認識しているので、後期分・介護分も含めて今後の推移を見ながらこの標準 

保険料（税）率をなるべく下げる努力をしつつ、赤字解消に努めたいと考えている。 

 

〇委員 

  協議会に諮問されている医療分、所得割５．３５％という率が、世帯によっては相当 

影響が出るという話があったが、東村山市として東京都全体が保険者になったというこ 

とで、求められる所得割率、これが３０年度だと７．９２％ということである。ここが 

いきなりものすごく上がるということではないと理解してよいか。世帯別には相当影響 

が出る可能性もあるが、全体としては約２．４％の乖離になっている。そこをいずれ求 
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められてくることか。 

 

〇事務局 

現行７．９２％という率だが、今後の被保険者数の推移等も関連してくると思う。現 

在国民健康保険は被保険者数が減少傾向にあり、２９年度試算と３０年度仮係数に用い 

た標準保険料（税）率でも６．７３％だったものが７．９２％と大きく変わっている。 

これは被保険者数の減少も大きな要因である、と東京都から説明があった。今後も７． 

９２％が被保険者数の影響によっては増える可能性もあると推測している。もともとの 

納付金に大きく影響されるものなので、当市のみならず東京都全体で納付金の抑制が出 

来るよう医療費適正化に努めるべきだと考えている。標準保険料（税）率については、 

今後、毎年度東京都から示される。この推移を見ながら、今後、標準保険料（税）率に 

当市の税率がどのように向き合っていくかということは引き続き検討してまいりたい。 

 

〇委員 

  前回の説明で、この２．４％の不足分については一般会計から繰入れるということで 

あった。こういう理解で正しいか。 

 

〇事務局 

  委員ご指摘のとおり。赤字繰入については、一般市民の方々の税金を投入させていた 

だいている。今回の国保制度改革において、国の投入される公費３千４００億円、こち 

らの財源は、社会保険で行われていた後期分に対する補助金、こちらがすべて保険料に 

転嫁されたことにより、社会保険側で削減をされた国の公費が国保に約２千３００億円 

投入されることになっている。社会保険の方々には、保険料額がアップするとともに、 

税として納めているものが自分の生活の中では還元されない国民健康保険で使われると 

いうことになっている。そのような観点からも、赤字解消は進めていかなければならな 

いものと考えているが、国民健康保険の被保険者の方々は低所得のかたが多い保険とい 

うこともあり、一定の赤字繰入は今回もやむをえないと考えたところである。 

 

〇会長 

他に質問意見等がなければ、保険料（税）の改定について、運営協議会としての意思 

表示を市長の諮問に対する答申に反映するため決を取りたい。 

   

     承認 １３名 

     反対  １名 

 

〇会長 

  それでは市長の諮問に対して、承認ということで市長へ答申したい。市長への答申に

ついてだが、会長と事務局で文案を作成するということで、任せていただけるか伺いた

い。 

 

     ＜了承の声＞ 

 

〇会長 

市長の諮問に対しては承認することで答申したい。 

 

２ その他 

〇会長 
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  最後に事務局からその他についてお願いする。 

    

〇事務局 

  現在、国保の保健事業の実施計画を策定中である。国保関連の保健事業は２本あり、 

 健康増進課が主体となって実施している特定健康診査等実施計画と、保険年金課が主体 

 となって実施しているデータヘルス計画がある。次期策定が平成３０年度からそれぞれ 

 ６年間予定して、現在作業を進めている。このことについて、市民の皆様の意見をいた 

 だきたく、パブリックコメントを来年２月１日から２０日間の期間で実施予定である。 

 その間に委員の皆様には素案をお配りさせていただくので、ご意見等をお寄せいただき 

 たい。策定については、健康増進課・保険年金課、データヘルス計画に関係がある高齢 

介護課の３課で連携をとりながら策定をしている最中であり、策定作業については事務 

 局に一任をいただきますよう委員の皆様のご承認をお願いしたい。 

 

〇会長 

この計画の策定について事務局に一任したいが、よろしいか。 

 

     ＜了承の声＞ 

 

〇会長 

それでは事務局で策定を進めていただきたい。 

事務局から他にあればお願いする。 

 

〇事務局 

  赤字解消計画だが、まだ東京都から通知をいただいていない。赤字解消計画は、都道 

府県分の保険者努力支援制度の交付対象となることから、対象区市町村すべてが３月末 

までに策定しなければならないと認識している。ガイドラインを含めいつ通知をいただ 

けて、３月末までに策定が出来るのかという所を踏まえると、委員の皆様に会議の中で 

お示しすることが困難なことも考えられるので、ご承知おきいただきたい。 

今般国から税制改正大綱が示された。その中で国民健康保険税に関する改正が予定さ 

れているのでご案内させていただく。現在の国民健康保険税の医療分、基礎課税分につ 

いて、現行の限度額が５４万円となっているが、４万円の引き上げとなり、５８万円と 

予定されている。それと合わせて、軽減対象の拡大もあり、５割軽減対象者だが、現行 

所得が３３万円プラス世帯主も含めた被保険者数掛ける２７万円未満の世帯、こちらが 

均等割の５割軽減の対象となる世帯である。この２７万円が２７万５千円となってい 

る。２割軽減対象の世帯は現行３３万円プラス世帯主も含めた被保険者数掛ける４９万 

円となっているが、４９万円が５０万円と引き上げられる予定となっている。こちらに 

ついては税制改正大綱の中でうたわれているものであり、例年改正については地方税法 

施行令の改正をもって条例改正を行っている。例年３月末に改正をされることが多く、 

４月１日から反映させなければならないということから、現在も議会においてはご審議 

をいただく充分な時間がないことから、市長による専決処分を毎回行わせていただいて 

いる。今回施行令の改正がどのように行われるかはまだ聞いていないが、このような形 

で限度額と軽減対象の引き上げの両方が行われる予定であるのでご承知願いたい。 

 

〇会長 

国保税改正については、本運営協議会では承認は致したが、最終的な決定は市議会で 

審議をされて可決否決になる。 

  これをもって、平成２９年度第４回国民健康保険運営協議会を閉会する。 
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      署名委員 

   

        水谷 良子 

  

        唐見 和男 

 


