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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名 称 令和元年度第１回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和元年７月１６日（火）午後１時３０分～午後２時４０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・黒田克也委員 

水谷良子委員・伊藝秀一委員 

唐見和男委員・田中一義委員 

小林美緒委員・村山淳子委員 

飯田規央委員・金澤善一委員 

 

（市事務局）山口健康福祉部長・花田健康福祉部次長 

清水保険年金課長・東保険年金課長補佐 

加賀保険年金課国保給付係長・原保険年金課国保税係長 

菅野医療費適正化担当主査・津田健康増進課長 

肥沼収納課長補佐・田中収納課収納対策係長 

髙野収納課機動整理係長・横坂保険年金課主任 

保田保険年金課主事 

 

●欠席者： 

（委   員）柳田秀文委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
５人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．委嘱状の交付 

２．報告事項 

３．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 

  新年度、令和となり第 1回目の運営協議会となる。 

  新たな委員の委嘱状を交付させていただく。 

 

〇副市長 

  平成３０年度より国保運営の都道府県化が始まり１年が経った。被保険者の皆様には、

資格や給付といった保険を利用頂くにあたって影響はなかった。また、財政的な仕組み

も平成２９年度以前とは大きく違っているが、無事に皆様に黒字決算見込を報告できる

状況に至った。 

  しかし、当市の国保は、依然として「年齢構成が高く医療費が高い」「低所得者が多く

財政基盤が弱い」等の構造的問題を抱え、被保険者が減少していることもあり、大変厳

しい財政状況が続いている。 

  平成３０年度は、平成２８年度、平成２９年度に引き続き黒字決算になっているが、

まだまだ多額の一般会計・基金からの赤字繰入金がある。平成３０年度の赤字繰入金は、

約１０億６千６００万円と高水準のままであり、引き続き財政健全化に努めていく必要

があると強く考えている。 

  委員の皆様には、適宜報告させていただき、意見を頂きながら、適正・的確な事務執

行に努めてまいるので、引き続き特段のご指導・ご鞭撻を頂けるようお願い申し上げ、

ご挨拶とさせていただく。 

 

  ≪副市長退席≫ 

 

  ≪事務局紹介≫ 

 

〇事務局 

    

欠席 柳田委員 

 

国保運営協議会規則第７条に定める通り定足数に達しているので本日の会議が成立す

ることを報告する。 

  これからの会議の進行については会長にお願いする。 

 

○会長 

  本日傍聴の希望があれば許可したいので、事務局より確認をお願いする。 

傍聴者５名 

署名委員 飯田委員 大井委員 

 

２ 報告事項 

○会長 

  資料１「平成３０年度国民健康保険事業特別会計決算見込」の説明を願う。 

 

○事務局   

平成３０年度国民健康保険事業特別会計決算見込をご覧ください。こちらの表に基づ 
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き説明させていただく。速報の決算見込であるため今後数字が変わることは了承いただ 

きたい。 

  平成３０年度は都が国保財政に係る都道府県化後の初めての決算見込となっている。

歳入全体の決算見込は１５９億６千５１０万３千３７５円。平成２９年度比では約２４

億円、１３％の減。歳出は１５７億４千５１３万４千６００円、平成２９年度比では約

２１億４千万円、約１２％減となっている。国保の都道府県化により、国や支払基金か

らの直接的な補助金・負担金・交付金を貰うことが少なくなった結果、数字的には大き

くスリム化しているという状況である。 

  歳入１款「国民健康保険税」は３０億９千９１５万４千６３７円、平成２９年度比は

約２千５００万円、０．８２％の微増となっている。平成３０年度は税の値上げをした

が、被保険者数が減少していることから、大きな増とはなっていない。収納率は８５．

３％、平成２９年度比３．３％増となっている。 

３款「国庫支出金」は国の補助金で、３２％、８千円増となっている。平成２９年度

までは、国庫支出金は約３５億６千万円あったが、すべて皆減となっている。都道府県

化により、市には直接国の補助金が入ることがほぼなくなり、国は都へ市の補助金を含

めて支払っている。そして都は、決算見込の中にある都支出金の保険給付費交付金で市

に支払っている。残っているのは、国民健康保険災害臨時特例補助金で、東日本大震災

で被害に遭われ、避難してきているかたに関する医療費の補助である。 

４款「都支出金」は、１０６億６千７５０万９千５８６円、平成２９年度比では約９

７億８千９００万円、１千１１４％の増となっている。うち保険給付費等交付金の普通

交付金は、１０２億９千７３万５千７２７円である。この金額は歳出の療養給付費、療

養費、高額療養費、結核・精神給付金、審査支払手数料の合計額とほぼ同じ金額となっ

ている。特別交付金については、２億６千８３１万９千円である。保健事業の取り組み

や保険者インセンティブ、収納率向上等により補助金がもらえる仕組みとなっている。

内訳は保険者努力支援分が３千８０７万８千円である。これは、収納率・保健事業の取

り組み、介護保険等連携の状況により交付されたものである。特別調整交付金（市町村

分）は以前の国の特別調整交付金にあたるもので、１億５２３万１千円、都繰入金（２

号分）は都の特別調整交付金にあたり都からの補助金６千８１６万８千円、この合算が

都から交付されている。特定健康診査等負担金は５千６８４万２千円。都費補助金であ

るが、過年度の実績によりもらえるインセンティブとなっている。 

歳入のメインとなる６款「繰入金」であるが、２０億９千１４２万８千円で、平成２

９年度比８千９１５万円、４．１％減となっている。一般会計繰入金のうち、保険基盤

安定繰入金から財政安定化支援事業繰入金までは法定内繰入金となっている。残りの保

健事業費等繰入金とその他一般会計繰入金が法定外繰入金となっている。法定外繰入金

のその他一般会計繰入金と基金繰入金の金額が国保では赤字繰入金として考えられてい

る。その他一般会計繰入金と基金繰入金の合計額は１０億６千６５５万２千５０２円と

なっている。平成２９年度比、約１億８千６００万円、１４．９％減となっている。 

   

歳出について。２款「保険給付費」は、１０２億６千４３５万７９６円の決算額見込

みとなっている。平成２９年度決算比、約１億６千万円の減となっている。被保険者数

の減に伴う医療費の減となっているが、減額の幅は小さくなっている。今回約１億６千

万円だが、平成２９年度は約４億７千４００万円、平成２８年度は４億８千９００万円

減少していた。一人あたりの医療費が伸びたためととらえている。事業年報ベースで一

人あたりの医療費を換算すると、平成３０年度は２９万８千９１５円、平成２９年度比

１万３５６円の増となっている。平成２９年度は３千９４２円の増、平成２８年度は１

千７０４円の増となっていることから、一人あたりの医療費が今回かなり伸びていると

いえる。これと連動している高額療養費については、医療費が減少しているにも関わら
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ず増加となっている。一人あたりの医療費が少し高額になっていることが反映されてい

る。レセプト分析の結果、ひと月あたりの医療費が５０万円以上の高額レセプトの割合

が、平成２９年度３１．９％だったものが、平成３０年度は３３．９％と約２％と大き

く伸びている状況である。これは医療の高度化が原因と考えている。 

３款「国民健康保険事業費納付金」。４７億８千１１９万７千６１６円である。予算ど

おりの歳出となっている。この納付金を国民健康保険税と法定内繰入金で賄えない部分

は赤字となる。赤字についてはその他一般会計繰入金で補充する。 

５款「保健事業費」。１億９千３２４万９千３３３円。平成２９年度比８６３万７千３

８７円の増である。平成３０年度は重複・頻回受診等の訪問事業、ジェネリック医薬品

差額通知、節薬バッグの配布事業、糖尿病重症化予防事業、スマホｄｅドック事業、若

年層健診、特定健康診査事業等を行っている。医療費の適正化や適正受診等の促進を行

うとともに、健康寿命の延伸を目的として引き続き頑張っていきたいと考えている。 

８款「諸支出金」は２億６千４９万３千７３円で、平成２９年度比１億４千７６４万

８千６２０円の増である。主な増要因としては国の補助金である療養給付費負担金の返

還金が約２億１千６００万円であった。 

全体の歳入、歳出の差額は２億１千９９６万８千７７５円で黒字となっている。税の

値上げ、収納率の向上、医療費削減の関係で黒字となっているが、平成２９年度の黒字

は約４億８千万円となっており、黒字額が減っている。一人あたりの医療費が伸びてい

ることが大きな原因と考えている。 

 

○会長 

  質問意見等あれば伺う。 

 

○委員 

この１年でみると被保険者数が約１千５００人減っているが、保険の収入が５千万円 

 増えている。値上げが大きく左右しているのか。 

 

○事務局 

  それもあるが、収納率が伸びたことも大きな要因である。 

 

○委員 

平成２９年度法定内繰入金が約１２億４千８００万円。平成３０年度見込みが約７億

円。５億４千万円の減である。３億６千万円の基金繰入金があったとしても、一般会計

繰入金、法定内繰入金の減り幅がかなり大きいと思うが、国から激変緩和措置が投入さ

れているはずだが、反映されている結果でいいか。 

 

○事務局 

  激変緩和措置が入っている。市によって激変緩和措置の金額が違う。当市には、激変

緩和措置として大きな金額は入っていない。ただし、結核精神給付金や都の補助金とい

う形で入っている。それらをトータルすると９千９００万円位は当市に入ってきている。 

 

○委員 

１０年かけて段階的に引き上げると説明を受けたが、急激な負担になるのではと危惧 

している。 

 

○事務局 

  運営協議会の委員皆さんと今後協議していきたい。 
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○委員 

基金繰入金が３億６千万円というのは平成２８年度の利益だと思うが、平成２９年度 

の４億８千万円は次年度の基金の繰入金として充当されるものと考えてよいのか。 

 

○事務局 

  そのとおりである。令和元年度の予算において、約４億８千万円充当している。 

 

○会長 

  質問意見等なければ、次に移る。 

  資料２「国保税収納率向上への取組状況」について説明願う。 

 

○事務局 

  国保税収納率向上への取組状況について説明させていただく。 

  収納課では住民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税などの市税と、国民健康保

険税を担当しているため、特に言及なく記載されているところは、市税に国民健康保険

税を含んだ値となっていることを了承いただきたい。 

  国民健康保険税の収納率について説明させていただく。平成３０年度に課税された国

民健康保険税のうち、収納された割合は９３．４％。平成２９年度と比較するとプラス

０．４％の向上率となった。 

滞納と記載のあるところであるが、平成２９年度以前に課税されたもののその年度内

に納められず翌年に繰越された滞納繰越分にあたるもので収納があったものに関しては

３４．３％、平成２９年度と比較するとプラス６．８％の向上となった。現年と滞納繰

越分の合計は、８５．３％、平成２９年度と比較すると３．３％収納率を向上させるこ

とができた。 

現年度課税分では、催告業務に力を入れており、文書催告や自動電話催告システムに

よる電話催告等を行っている。文書催告は、現年個別催告と特別催告の２種類である。

催告の流れとしては、納付期限の約２か月後を目安に、現年個別催告を発送し、現年個

別催告後１か月を目安に自動電話催告を実施している。文書催告では１万８８３件、自

動電話催告では５千５２７件実施した。特別催告では、目立つ色の封筒と、納税相談の

説明等をカラー用紙に印刷し、他の印刷物と紛れ込まないように工夫したものを７千７

８６件送付し、自主納付の勧めを行った。 

一般催告と合わせ、勤務先への給与照会や自宅への差置き催告、早期滞納整理着手の

ために職員が直接電話催告を７４１名に対して実施し、滞納繰越とならないように現年

中の徴収を強化した。 

滞納繰越分では、催告業務等、差押処分、不納欠損等処理業務を実施している。催告

等、ボーナス時期の一斉催告は７月に４千件、１２月に２千７３３件実施。 

差押処分では、納付期限が過ぎて財産が見つかった場合、差押等の滞納処分を実施し

ている。 

市税と国民健康保険税を含んだ滞納繰越分のうち、３億３千万円に対して預貯金や生

命保険、給与、不動産等の差押を９７４件実施した。 

不納欠損等処理業務では、国保税の執行停止額は３千２００万円、不納欠損額は、１

億１千９００万円となった。 

  その他の国保税収納率向上の取り組みを説明させていただく。 

６月に郵便返戻に伴う市内現地調査を２８件実施した。９月に遠方に居住する滞納者

に対し、居住実態の確認調査と連絡を促す文書を投函する市外滞納者実態調査業務委託

を対象者６０名に対し実施した。１１月に社会保険加入状況一斉調査を実施し、２３名
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の資格更正処理へとつなげた。広報活動として、１２月にオール東京滞納ＳＴＯＰ強化

月間とし、東京都主税局と共同で納税キャンペーン等を市報・ホームページを活用し、

ＰＲを実施した。 

口座振替の手続き簡素化として平成３０年度よりペイジー口座振替受付サービスを導

入し、２２４件の登録がされた。 

引き続き収納課では都主税局が実施する参加型研修への参加、広報活動、平成２６年

１２月に定めた「第２次市税等収納理率向上基本方針」に基づき、各個別の具体的な取

組を進めていく。税を納めていただきやすい環境を整え、賦課された国民健康保険税を

きちんと収納されるよう今後も取り組みを進めていきたいと考えている。 

 

○会長 

  質問意見等があれば伺う。 

 

○委員 

差押処分の件数だが、９７４件の中に占める国保の件数は出ているか。 

 

○事務局 

  ５７３件である。 

 

○委員 

平成２９年度は全体で６６５件であったが、その中で国保の件数は何件か。 

 

○事務局 

  ４２０件である。 

 

○委員 

  短期保険証、資格証の発行件数は何件か。 

 

○事務局 

  正確な数字は持ち合わせていないが、新規増加はないが、短期保険証の発行件数は５ 

０件程度となっている。 

 

○委員 

２０１７年度も合わせて正確な数字を後ほど教えてほしい。 

 

○事務局 

  承知した。 

資格証は発行していない。 

 

○会長 

  短期保険証の有効期限は、６か月か。 

 

○事務局 

短期保険証の期間は６か月となっており、期間が切れる前に必ず皆様に案内している。 

未成年者に対しては有効期限が切れることがないよう事前に郵送送付させていただいて 

いる。 
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○委員 

市外滞納者の実態調査は外部委託を使った業務だと思うが、対象者６０名で実績は出 

ているのか。 

 

○事務局 

実態調査について６０名のかたに行った。実態調査により直接納付があった件数につ 

いては、督促・文書催告等との重複する効果があるため、正確な効果を算出することは 

できないが、実態調査の各実施日から約１か月の間で、対象者からの納付件数としては 

１件で７万５千円である。 

 

○委員 

実績を出すうえで、時間的な区切りをつけるのは難しいだろうが、外部委託した業務 

と思われるので、今後続けるかも含め実績が把握できる体制をとっていただきたい。 

 

○会長 

質問意見等なければ次に移る。 

  資料３「特定健康診査・特定保健指導実施状況」について説明願う。 

 

○事務局 

  特定健診受診率であるが、平成３０年度については受診率が４９．６％で、平成２９

年度と比べると大きく伸びた。平成３０年度は３月２日、３日に初めて特定健診の集団

健診を行った。定員４００名に対し当日３３６名がお越しいただいた。集団健診だけで

いうと、受診率が１．３％であり、今回受診率のアップに寄与したと捉えている。 

検査項目の一部についてご案内させていただく。平成３０年度項目別実施状況に「貧 

血検査（詳細）」とあるが、貧血検査について、現在医療機関で受診いただいているが、 

問診票で医師から詳細な検査が必要と判断されたかたが該当する。それ以外の方は「貧 

血検査（一般）」になる。 

「心電図検査（詳細）」について、今年度血圧検査結果において収縮期血圧が１４０以

上、拡張期の血圧が９０以上、または不整脈が疑われるかた、３つの条件のうち一つで

も該当するかたは、「心電図検査（詳細）」に回っていただく。 

「眼底検査（詳細）」の対象のかたについては、収縮期血圧が１４０以上、拡張期血圧

が９０以上、空腹時血糖が１２６以上、随時血糖が１２６以上、またはヘモグロビンＡ

１－Ｃの値がＮＧＳＰ値で６．５％以上のかた、これらの５つの条件の中の一つでも該

当するかたが「眼底検査（詳細）」となる。 

特定保健指導の実施状況について、６か月間の保健指導を行うため、最終的な終了者

の数は出ていないが、平成３０年度初回の利用者について、動機づけ・積極的支援合わ

せ２１０名である。該当者は１千３０１名であるので、利用率は２０．５％であるが、

完了率については今後報告させていただく。 

 

○会長 

  質問意見等があれば伺う。 

 

○委員 

平成３０年度から集団健診が別枠で入っているが、どのようなかたが対象となってい 

るのか。 

 

○事務局 



 - 8 - 

特定健診は通常６月１５日から１０月３１日までに受診していただくことになってい

る。そこで受診されなかったかたを対象に、いきいきプラザで健診を行うことをお知ら

せし、３月に集団健診を行った。 

 

○会長 

他に意見等があれば、伺う。 

 

○委員 

  決算見込の歳入６款「繰入金」で「保健事業費等繰入金」として１億１千７００万円

ほど一般会計から繰入れている。一方で歳出は５款「保健事業費」全部で１億９千３２

４万円ほど使っている。これを見るとほとんど一般会計からの繰入金で保健事業を実施

しているとみてよいか。 

 

○事務局 

  そのとおりである。保健事業費については、補助金が付く場合が多いが、補助金を除

いた部分については繰入金という状況になっている。 

 

○委員 

  保険税収入として一般被保険者が約３０億９千万円、一方保険給付費はトータルで約

１０２億６千４３０万円ということなので、保険税収入はすべて保険給付につかってい

るとも読める。それでよいか。 

 

○事務局 

  基本的にはそのとおりである。 

歳出３款「国民健康保険事業費納付金」は４７億円である。 

歳入４款「都支出金」の保険給付費等交付金に普通交付金が約１０３億円ある。これ 

 が療養給付費、療養費、高額療養費とほぼイコールである。これは都が医療費を肩代わ 

 りしている状況となっている。都としてはそれに見合った納付金を保険税と法定内繰入 

 金で賄い、支払いなさいという仕組みになっている。法定内繰入金は保険基盤安定や職 

 員給与費等繰入金等になっている。その足りない部分はその他一般会計繰入金から繰入 

 れている。保健事業費等繰入金は、法定外であり、その他一般会計繰入金に含めるもの 

 となっている。ただ保健事業費については必ずやらねばならないもので、赤字分とはみ 

 なさない。保健事業費等繰入金は法定外繰入金だが別枠にしている。 

 

○委員 

  歳入４款「都支出金」の保険給付費等交付金の普通交付金が保険給付費に充てられて、

納めてもらった保険税全額は、都に納付金として支払う仕組みになっている。すなわち、

保険税は、保険給付費に充てられている。一方で、本来保険者として加入者の健康管理

や疾病予防をしなければならないが、それは賄いきれないので一般会計から繰り入れて、

加入者の健康維持に使っているということか。 

 

○事務局 

  そのとおりである。 

 

○委員 

  特定健診について、都から市に対してどのくらいの目標値を与えられているのか。 
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○事務局 

  特定健診の目標値については、都から与えられているものは特にない。国が示した目

標率を基に、第３期特定健康診査実施計画を定め、当市では運用している。しかし、国

も特定健診の受診率の目標値が高すぎるということで、見直しを図っている。当市の令

和元年度の特定健診の受診率は５２％を目標としているが、国の目標と同様に令和５年

度に６０％とする目標としている。国の目標値からすると東村山市は４９．６％と低い

値となっているが、他の道府県はこれより低いところが多く、これ以上望めないと国も

思っている。国の計画値の変更と合わせて修正も必要かと考えている。 

 

○委員 

  バイトしている被保険者などが、社会保険に切り替わることによって国保加入者が減

っている。４０歳以上の加入者は特定健診を受けるべく国より義務付けられていて、健

保組合も苦戦している。難しいのは承知の上だが、健診時にその場ですぐに検査結果が

出て、その場で医者から一言いただき、保険者につなげていただけると、保健指導にス

ムーズに繋がる。一緒に頑張るうえで市民のために知恵をいただければ幸いである。 

 

○委員 

結果を渡す時に１回目の保健指導の実施という提案はしているが、なかなか実現する 

には難しい。しかし、三鷹市はそれを行い、指導率が上がったと聞いている。近隣の市 

は外部委託しているので、保健指導を市町村で行っているところは少ない。以前の会長 

が、健康診断をする際は、保健指導ありきである、と考えていた。医師会としてもやる 

気持ちはあるが、毎年同じような現状である。実際にその場で結果を出すというのは難 

しい。 

 

○委員 

  受診率をあげるのに好きな病院に勝手に行ってもらうより、日にちや時間を決めると、

意外と集まる。集団健診は受診率を上げるための、市の取り組みの一つだと思う。健保

組合では、バスで全国を巡回するなどの取り組みも実施している。 

保健指導の外部委託はコストがかかる。地元の方の協力をいただけるとスムーズだと 

思う。 

 

○委員 

人間ドックをうけたとか、この間入院した際検査を受けたから健診受けなくていいよ 

ね、と患者に言われると、立場として健診の受診を勧めるのは難しい。 

 

○委員 

難しいとは思うが、そういう人たちを特定健診の対象の母数から減らすことが出来れ 

ば、受診率向上につながると思う。 

また、滞納処分のところで、社保加入の人の資格更正につなげたように、健診を何度

も受けないで済むように、データを提供してもらえるとよいと思う。 

 

○会長 

  貴重な意見である。 

他に質問等があれば伺う。 

 

○委員 

  「国保だより」平成３１年４月号に、標準保険料（税）率が記載されている。この標
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準保険料（税）率を参考に、市の保険税率を決定していくと思う。現在、標準保険料（税）

率と乖離がある。現在の保険税率でも厳しいのに、標準保険料（税）率まで引き上げら

れた場合、負担が大きいという声が上がっている。市の所得水準は２６市で比較すると

低い状況だが、収入に占める保険税の割合は２６市内で高い状況であり、負担が大きく

なっている。滞納の差押の件数が増えているのは、高い保険税が一因であると考えてい

る。資格証の発行数がないというように、評価する点もあるが、もう少し考えてほしい

ところもある。平成３０年４月に税率が上がったが、来年４月にまた引き上がるという

スケジュールではと思っているが、どう考えているのか。 

  ２点目に、均等割についてだが、近隣市では多子世帯の減免をすすめているところも

あると聞く。現役世代が、引っ越しの際に、子供の手当てを基準にしていることが多い

と聞く。多子世帯の軽減措置を諮る時期にきていると思うが、市としてはどう考えてい

るか。 

 

○事務局 

  スケジュールについては、値上げするかしないかも含めて未定である。 

  多子世帯については、調査では２６市中５市が減免をしている状況である。減免につ

いては国が制度を整えるべきと考えている。その分の減免については一般会計に影響す

る。もし多子減免をするのであれば、国がやるべきである、と要望している。 

国民健康保険・医療制度を将来持続的に続けるために、努力していかなければならな

いと考えているので、今後もいろいろと国民健康保険運営協議会に相談させてもらいた

い。 

 

○会長 

他に意見質問がなければ、これをもって、令和元年度第１回国民健康保険運営協議会 

 を終了する。 

      

 

署名委員 

     

       飯田 規央 

 

       大井 芳文 

 

 


