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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和元年度第２回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和元年１２月１７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２階 学習室 

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・横坂保険年金課主任 

保田保険年金課主事・秋元保険年金課主事 

 

●欠席者： 

（委   員）榎健一委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
８人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．委嘱状の交付 

２．審議事項 

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 

  令和元年度第２回東村山市国民健康保険運営協議会を開催させていただく。 

  本日は国民健康保険税のあり方について諮問させていただく。 

  後ほど市長より挨拶並びに諮問がある。 

 

   欠席 榎委員 

 

運営協議会規則の第７条に定める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する。事務局より確認をお願いする。 

 

傍聴者７名（途中入場１名） 計８名 

   署名委員 武田委員 水越委員   

 

本日は東村山市の国民健康保険税のあり方について、渡部市長より諮問をいただくこ 

ととなっている。渡部市長からご挨拶をいただき、諮問をお願いする。 

 

○市長 

  国民健康保険制度が市町村単独事業から都道府県との共同事業化され、今度の４月で

３年目を迎える。当時も保険税の改定を諮問させていただき、２年おきに改定を示すこ

ととなった。今般２年を経過することから、国保税のあり方について諮問させていただ

くので、審議していただきますようお願い申し上げて、ご挨拶に代えさせていただく。 

 

   ＜諮問朗読～会長に手渡し＞ 

 

○会長 

  ただ今市長より諮問をいただいた。市長については、公務の関係でご退席いただく。 

 

   ＜市長退席＞ 

 

○会長  

議事に入る。事務局から要点の説明を願う。 

   

○事務局 

  都道府県と市町村が共同で国民健康保険を運営する新たな制度が平成３０年より施行

されてから２年が経過しようとしている。財政運営については平成３０年度決算を無事

に迎えることができたが、現在も一般会計からの多額の繰入金を必要としている状況で

ある。この制度改正は、将来にわたり国民皆保険を維持するための制度改革とされてい

る。保険給付費等を保健事業等により適正化するとともに、保険制度を支える上での税

負担の割合を見直していくことが必要と認識している。 

また制度改正に合わせ、標準保険料（税）率が公表されるようになった。これは国民 
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健康保険を運営する上で必要となる費用を東京都全体で試算し、各自治体の所得や医療 

費、税収納率等を勘案したうえで本来負担すべき税率を定めたものである。平成２９年 

度の国民健康保険運営協議会では、現行税率との差が大きいことから、１０年をかけて 

徐々に標準保険料（税）率に近づけていく方向性と、毎年変動が生じることから改定の 

是非を含めて２年に１度は検討が必要とされたところであり、令和２年度は見直しを行 

う年次となっている。 

  

資料１から、今回の国民健康保険税改定案について説明させていただく。 

上段の表１は、左側から保険税率、１０月１０日現在で計算した調定額、現行比、応

能・応益割合をお示ししている。１は現行税率、２は標準保険料（税）率、３は改定案

で算定したものとなる。 

１の現行税率で算定した調定額３０億３千９９万７千９００円と２の標準保険料

（税）率で算定した調定額３８億５８２万５千１００円の差は、７億７千４８２万７千

２００円となっているのでご確認いただきたい。 

３の今回改定案の内容をご説明する。医療分は、所得割５．３５％から５．７５％、

均等割３万４千円から３万５千７００円、後期分は、所得割１．８０％から１．９０ 

％、均等割１万１千４００円から１万１千８００円、介護分は、所得割１．８０％から

１．９０％、均等割１万４千円から１万４千３００円を改定案として考えている。３の

改定案で算定した調定額は３１億９千２４３万８００円、現行との差額は１億６千１４

３万２千９００円増、改定率約５％と試算している。応能・応益割合は、改定案では５

２．５９対４７．４１となり現行より応能割に若干シフトしている。 

改定の考え方は、先ほど市長から諮問の中にあったように、国からできるだけ早期の 

赤字解消を求められていることから、当市では１０年程度かけて赤字解消を図って参り

たいと考えている。１０年間で計画的に赤字を解消するためには、２年に１回のペース

で税改定の検討が必要と考えている。毎年提示される標準保険料（税）率や納付金額は

変動することから現時点で見通すことは難しいところもあるが、その時勢に応じて保険

税率の改定是非を含め、２年に１回検討していきたいと考えている。 

   

  改定案の考え方について、資料２を用いてご説明させていただく。 

この資料は、標準保険料（税）率に１０年かけて近づけていくために２年に１回見直

しをした場合の所得割率と均等割額のシュミレーション表である。①は平成３０年度の

改定時点、②は令和２年度の改定案、右はその差分である。前回と今回の標準保険料（税）

率を比較すると医療分と介護分は所得割・均等割ともに引き下がり、後期分はほぼ横ば

いとなったことから、今回の改定案は前回の設定案より引き下がった。現在示されてい

る平成３１年度標準保険料（税）率をもとに、今後１０年間で５回改定した場合でご説

明する。 

医療分の所得割は７．３９％であるため２年に１回０．４ポイント増の改定、均等割

は４万２千７２３円であるため２年に１回１千７００円増の改定が必要になると試算し

ている。後期分の所得割は２．３４％であるため２年に１回０．１ポイント増の改定、

均等割は１万３千４０２円であるため２年に１回４００円増の改定が必要になると試算

している。介護分は、現行とあまり乖離はないため、今回の改定で標準保険料（税）率

に合わせようと考えた。所得割は１．９３％であるため、０．１ポイント増の改定、均

等割は１万４千３５１円であるため、３００円増の改定が必要になると試算している。 

今回の改定案は、この考え方に基づき算出した所得割率・均等割額であることをご確

認いただきたい。 

   

資料１の下の表にお戻りいただきたい。こちらは、４つのモデル世帯について、現行・
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標準保険料（税）率・改定案の３つの税率で計算した額である。 

モデル１は 1 人世帯の所得額０円７割軽減に該当する世帯である。現行と改定案を比

較すると、医療分５００円増、後期分１００円増、介護分増減なし、年間で６００円増、

月額で約１００円増となる。 

モデル２は２人世帯の所得額３５万円５割軽減該当世帯である。現行と改定案を比較

すると年間で２千２００円増、月額で約２００円増となる。 

モデル３は３人世帯の所得額１５０万円２割軽減該当世帯である。現行と改定案を比

較すると年間で１万９００円増、月額で約９００円増となる。 

モデル４は３人世帯の所得額４００万円軽減なしの世帯である。現行と改定案を比較

すると年間で２万９千円増、月額で約２千４００円増となる。資料３は、所得を１００

万円単位、世帯人数を１人から５人として、現行税率、標準保険料（税）率、改定案の

３パターンの税額を試算したものである。先ほどのモデルケースとした所得０円であっ

ても、世帯の人数が変わると上昇率は３．３７％～４．１８％と異なる。改定案の試算

における上昇率の最大値は、所得８００万円、１人世帯の６．５％となった。 

また、国民健康保険税には賦課限度額があり、平成３１年度は医療分６１万円、後期 

分１９万円、介護分１６万円合計９６万円である。標準保険料（税）率では、所得８０ 

０万円２人以上の世帯で９６万円の限度額に到達する。 

改定案では、所得８００万円５人以上の世帯、所得９００万円４人以上の世帯で９６

万円の限度額に到達する。 

   

資料４の上表は、世帯人数ごとに７割・５割・２割軽減対象の最大所得による試算、 

下表は、世帯人数ごとの限度額超過算定基礎額であるので参考にご覧いただきたい。な 

お、限度額及び軽減判定所得については、現在国でも改正を検討しており、１２月１２ 

日に公表された「令和２年度税制改正大綱」においても同内容が盛り込まれた。今後の 

法令改正のタイミングに合わせ、条例改正対応させていただく。 

   

○会長 

資料２については、令和１０年まで数字が出ているが、これについてはあくまでも東 

京都が示す現行の標準保険料（税）率による数字であり、確定した金額や数字ではない 

点にご注意いただきたい。 

市長から諮問をもらったのは資料１、全体で５％の改定率、調定ベースで約１億６千

１００万円の税率改定が諮問になる。 

質問意見等あれば伺う。 

   

○委員 

資料１ ７割・５割・２割軽減のモデル世帯があるが、これはそれぞれどのくらいの 

世帯数があるのか。 

   

○事務局  

平成３１年度本算定時点での資料となるが、モデル１は４千５８０世帯、モデル２は 

４５０世帯、モデル３は１１１世帯、モデル４は４６世帯。世帯の算定基礎額を５０万 

円ごとに分けたグループの世帯数として答えさせていただいた。 

   

○委員 

軽減を受ける世帯は、全体の何割ほどになるか。 

 

○事務局 
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７割軽減の世帯は２５．３％、５割軽減の世帯は１０．６％、２割軽減の世帯は１０． 

０％で、軽減なし世帯は約５３．９％となる。軽減なしは１万２千１１９世帯で、合計 

世帯数は２万２千４７４世帯である。平成３１年度本算定時点での課税対象となった値 

で回答させていただいている。 

   

○委員 

  軽減を受ける世帯数としては全体で何割になるか。 

   

○事務局 

  約４６％の世帯が軽減を受けている。 

   

○委員 

２年前に説明を受けた時、モデル１は６千８３５世帯であった。それが今は４千５８

０世帯で相当減っているが理由はあるか。 

  

○事務局 

  被保険者数が毎年４％から５％減少しているので、その影響と考えている。 

   

○委員 

  多摩２６市の比較でも東村山市は所得が低いといわれているが、今回の提案に当たり、

ギリギリで生活している人にどういう配慮がなされてこういった提案が出ているのか。 

   

○事務局 

  今回の改定案については、国民健康保険制度を持続し、標準保険料（税）率に近づけ

るために平等に負担していただくこととした。現在、一般会計繰入金は１０億円を超え

ているという状況にある。一般会計からの繰入は市民税がその原資であるということに

留意が必要と考えている。 

本来は、医療費にあった保険税を賦課し、自立した特別会計でなくてはならない。一 

般会計からの繰入に依存しているこの状況は少しずつでも解消していかねばならないと 

考えている。配慮という点では７割・５割・２割の軽減にて対応させてもらっていると 

いう認識である。今後、国においても７割・５割・２割の軽減について、範囲を広げて 

いくと思われる。市としては法改正に合わせに適宜適切に対応していただきたいと考え 

ている。 

   

○委員 

平等に負担していただくということだが、ゼロ所得層にも負担を強いるというのは平 

等なのか。 

   

○事務局 

  月額１００円増でも苦しい世帯があることは認識している。低所得世帯はもともと７

割・５割・２割の軽減の対象であり、そちらで配慮させていただけていると考えている。 

   

○会長 

国民健康保険制度は、法律に基づいているものである。所得がゼロの人までも保険税 

を納めなければならないという制度自体に欠陥があるのではないかと思っている。東村 

山市の一自治体でどうにかできるものではない。国へ呼びかけていかなければならない 

問題だと思っている。 
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○委員 

その通りだが、市としてもできることはないのか検討いただきたい。 

   

○事務局 

以前、公費も削られているので国に働きかけをしてくれといったご意見をいただいて 

いるので、しっかりと働きかけをしていきたい。 

   

○会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

   

○委員 

所得の問題は、市の所得階層の特徴に合わせ配慮が必要と思うので、様々な意見・議 

論はあってしかるべきであると思う。しかし、医療分が０．４ポイント引き上げられる 

という点は配慮がされていると思う。また、これは、東村山市の国保の医療費が収まっ 

ているということか。事務局から給付と負担の関係を説明していただきたい。 

もう１点、介護給付は、国保加入者であろうとサラリーマンであろうと関係ない。１． 

９％という数字は、今後健保組合などが求められる負担の水準になる。国が来年の介護

保険料率、すなわち負担率を言っているが、求めているのは１．８％に近い数字である。

被用者保険はこの数字で令和２年度分も払わねばならない。それに加え、令和元年度の

確定分と平成２９年度の精算分も加わるのでもっと多くなる。所得があっても応能に応

じて、負担をしろと言われている。社会保険という制度上の問題もあるが、ご理解いた

だきたい。また、実際医療の給付と負担のバランスをどうとらえるかという議論はされ

ていない。負担のことばかりである。どうやって給付をおさえていくかという点を市と

しても問題提起していただきたい。この制度を守るために若い世代も負担を受けている

ので、バランスのとれた制度を国にも見直していただきたい。 

   

○事務局 

  標準保険料（税）率が少し下がったという点を説明させていただく。ポイントがいく

つかあり、一つは収納率が向上し続けている点である。平成３０年度の収納率でいうと

９３．３９％で、昨年と比較しても上昇している状況である。滞納繰越分の収納率も大

きく上昇しており、収納課で適正な収納を行った効果であると思われる。 

  もう一つは医療費適正化であると考えている。保健事業は色々実施しているが、医療

費適正化はすぐに効果が出るものではない。保健事業として５年から１０年をかけ、効

果を見ていく必要があると思っている。糖尿病重症化予防は平成２７年から始め、徐々

に効果が出始めていると考えている。糖尿病重症化予防を始めてから、予防プログラム

に参加されたかたが透析に移行された件数はゼロである。また、頻回受診・重複受診と

いったところも効果額を見ると、あきらめずに、続けてやるべきであると考えている。 

  平成２７年度から国の公費が結構入ってきている。この金額が大きなところを占めて

いる。そういったところで、医療費適正化をすすめるとともに、補助金等の歳入があれ

ば標準保険料（税）率を下げることができるので、その効果が出ていると考えられる。 

   

○会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

   

○委員 

応能・応益割合を決めていく判断基準は何か。 
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○事務局 

  これまで応能・応益割というのは法律で、５０対５０を目指すこと、とされていたが、

都道府県化したことで、それぞれの都道府県単位でシフトをしてよいことに変わってき

た。東京都における応能・応益割合は５７対４３が示されている。都が納付金の算定を

する際にも５７対４３をもとに東京都全体の医療費を算定したのち、東村山市の負担分

を算定していくプロセスとなっているので、東村山市に示される標準保険料（税）率も

応能の方にシフトしている。当市の保険税率も標準保険料（税）率に近づくよう段階的

に改定していて、前回の現行税率よりも今回の改定案の方が少し応能割にシフトしてい

る。 

   

○委員 

どういった判断なのか。機械的に変えることもできるということか。 

   

○事務局 

  先ほど説明した税率を設定し算定したところ、応能割が５２．５９％、応益割が４７．

４１％という結果が出たものをお示ししたものである。具体的には約３１億９千万円の

調定額のうち、応能分の割合が５２．５９％である。 

   

○会長 

  応能・応益割は、非常に難しい問題である。応能割は、所得割のことであり、収入が

多い人。応益割は、加入者全員で負担してもらう均等割のことである。地方自治体によ

っては、６対４、あるいは７対３であったりする。国が示しているのは、５０対５０で

あるが、応能割にシフトしていった方がいい、という流れになりつつある。 

  他に質問意見等があれば伺う。 

   

○委員 

資料３の「所得階層別影響」の５人世帯を見ると、９００万円世帯を改定案でみると 

９６万円である。９００万円の約１０．７％である。一方３００万円世帯を見ると、３ 

００万の所得に対して５２万１千円で約１７．４％である。１００万円世帯であれば１ 

９万６千９００円納めなければならない。所得比で約１９．７％であり、２０％近い税 

金である。所得の２割も納める税金は他にない。ここに国保税の問題があるのでは。 

法定外繰入金の中で、子供や生活困窮者、災害を受けた場合等の独自減免に充てる繰 

入金は赤字とみなさないという考え方があると聞いている。赤字に分類されない繰入金 

を活用し、多子世帯の子供の均等割等に繰入金を充てて、多子世帯軽減を行っている市 

町村もあると聞いている。前回質問をしたが、その時は国に判断を任せ、市独自として 

は考えていない。減免については一般会計に影響すると回答を頂いた。認識違いもある 

かもしれないが、もし、そういった繰入金の制度があるなら、子育てを応援する意味で 

多子世帯軽減を考えていただきたい。 

   

○事務局 

  災害に関して、福島からの避難者や台風の被害者には減免制度はあるので、相談をし

た上減免させていただいている。 

  しかし、子供に関して、法定外繰入金でなく法定内繰入金の一種であるという話はこ

ちらとして聞き及んでいない。 

   

○委員 
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  新聞にも報道されているので調べていただけるか。 

   

○事務局 

 その新聞の提示をお願いしたい。 

   

○会長 

  後程事務局への資料提供を願う。 

  他に質問意見等があれば伺う。 

   

○委員 

  前回の資料によると収納率は改善しているとなっているが、収入が増えて収納率が上

昇することはよいが、差し押さえの件数も増えている。前年と比べると約１．３７倍に

なっている。聞いた話であるが、商売不振で、市税や国保税などの滞納が１００万円以

上になり、督促状をもらったので、消費者金融から借りて市に一括で支払ったが、その

後、消費者金融への支払いができない生活を送っている人がいるらしい。収納率が上が

った裏側にそういうかたもいるというのを汲んでいただき、被保険者の実態に応じた相

談の窓口を設けていただきたい。 

   

○事務局 

  収納課の話になると思うが、滞納者に対しては早期に接触を図ることが大事だと考え

ている。納税相談や財産調査を通じ、資力を把握して、納付指導をしていると聞いてい

る。生活できるよう支援をしてくのも重要と考えるので滞納者個々の状況に応じ、きめ

細やかな対応をすべきと考えている。また、ほっとシティ東村山等も案内している。 

   

○会長 

  他に意見質問がなければ、積み残しの質問があることから、本日、市長の諮問に対す

る答申は難しいと考え、質問等を受けたということとする。最後に事務局からその他に

ついてお願いする。 

   

○事務局 

  今会長から話があったとおり、積み残しの質問があることから、国民健康保険運営協 

議会を来年１月２１日火曜日に開催させていただきたい。 

   

○会長 

  欠席の声がないので、みなさん予定しておいていただきたい。改めて事務局より連絡

する。 

これをもって、令和元年度第２回東村山市国民健康保険運営協議会を閉会する。 
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