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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２９年度第１回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 平成２９年７月４日（火）午後１時３０分～午後３時００分 

開 催 場 所 本庁舎６階 ６０１会議室 

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・久保秀樹委員 

水谷良子委員・高島常夫委員 

唐見和男委員・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 

東保険年金課国保税係長・菅野医療費適正化担当主査 

花田健康増進課長・小澤健康増進課長補佐 

島村納税課長・松井納税課収納対策係長 

加賀保険年金課国保給付係長 

小西保険年金課主事・久保内保険年金課主事 

 

 

●欠席者： 

（委   員）田中一義委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
３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  

 

１ 委嘱状交付 

○事務局 

本日は、新たな委員の委嘱をさせていただく。 

 

市長が他公務で欠席の為、副市長より委嘱状交付 

 

≪各委員自己紹介≫ 

 

○副市長挨拶 

  当市の国保特別会計は、被保険者数の減少と医療費総額の増加傾向が続く中、大変厳

しい財務状況に陥っている。一般会計からの多額の赤字繰入や、基金の取り崩しを行っ

ているにもかかわらず、平成２６年度、２７年度には２年間に渡り赤字決算となり、２

８年度に国保税の改正を行わせていただいた。この結果、平成２８年度は２年ぶりの黒

字決算を迎えられたが、一般会計からの赤字繰入金は１４億６千万円と非常に高い水準

であることから、今年度も財政健全化を一段と進めていく必要があるものと強く考えて

いる。 

  また今年度は、平成３０年度からの国保運営の都道府県化に向けて準備を進める年と

なっている。この制度改正は国保制度始まって以来の未曾有の大改革といわれるとお

り、国民生活に大きな影響を及ぼすものであるため、現在国と地方で精力的に協議を進

めている。被保険者には、保険の利用方法等に大きな変化がないような仕組み作りを考

えているが、保険者は、新たに東京都と連携する二つのシステムを構築する事が求めら

れており、市役所の独自システムの改修作業を行うなど事務作業に追われている。 

  先日から東京都と連携テストも始まったが、東京都から今後さらに様々な情報や指示

が出される予定で、今年度後半は事務が集中するものと考えている。委員には適宜報告

し、意見をいただきながら遺漏のないよう事務を進めていきたい。今年度は大きな課題

があるので、委員には特段のご指導・ご鞭撻をお願い申し上げる。 

 

≪副市長退席≫ 

 

○事務局 

  ４月に定期人事異動があったので、本日出席している事務局の紹介をする。 

 

≪事務局職員紹介≫ 

 

〇事務局 

  欠席 田中一義委員 

  国保運営協議会規則第７条に定める定足数に達しているので、本日の会議が成立しま

すことを、先ずご報告させていただく。 

  ここからの進行を会長にお願いする。 

 

○会長 

  本日の傍聴者の許可をしたいので、事務局より確認をお願いする。 

   傍聴者３名 

   署名委員 大井委員、武田委員 
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２ 報告事項 

○会長 

資料１「国民健康保険施策の動向について」事務局より説明願う。 

 

○事務局 

  資料１「国民健康保険施策の動向について」、説明させていただく。 

平成３０年度以降の国保制度改革の概略について、改めて案内させていただく。 

１ページは改革後の国保財政の仕組みのイメージ図になる。現行制度では、区市町村

の国保特別会計は公費や保険税の収入をもって各区市町村が保険者として保険給付費に

支出を充てる形になっている。制度改革後、公費や保険税を財源として区市町村は、都

道府県に納付金を一度納め、都道府県は国保負担金等を収入源とし、必要な額を都道府

県管内区市町村の医療給付費に交付金として交付するという財源構成に変わる。 

保険給付費の上昇や下降により、年度の中で大きな変動が起きないよう、都道府県の

中で完結出来るようにする制度となっており、制度の安定化を図る内容になっている。 

 

２ページ目は、保険料（税）の賦課、徴収の仕組みのイメージ図になる。都道府県は

各区市町村の納付金額を決定する。納付金を納めるために必要となる保険税、これは標

準保険料（税）率という形で都道府県が区市町村に示すものになる。各区市町村は標準

保険料（税）率を参考に保険税率を決定し、賦課徴収を行い、納付金を納めることにな

る。 

 

３ページ目は、改革後の国・都道府県・区市町村の役割になる。国の役割は、都道府

県、区市町村の医療費適正化等に向けたインセンティブとして支援金を交付するもので

ある。平成３０年度から保険者努力支援制度が新たに始まり、医療費適正化や徴収努力

が顕著な自治体に交付金が交付される制度となる。今までの特別調整交付金と似た制度

であり、平成３０年度以降、国は約８００億円の準備をする予定となっている。また特

別調整交付金として、追加で２００億円を用意する予定で、トータル１千億円程度用意

されると聞いている。 

次に、都道府県の役割として、財政安定化基金を設置し、予期せぬ給付費増や保険税

収納不足に対し貸付及び交付を行う仕組みがある。区市町村に示された納付金について

は、年度内は変わることがないと予定されている。しかし、それを納めるために必要な

保険税が収納不足となった場合や、医療給付費が高額になった場合、東京都が設置する

財政安定化基金から貸付を受けられることで、不測の事態に対しても対応できるような

仕組み作りが行われる予定になっている。区市町村については、納付金や標準保険料（税）

率の変更はあるが、窓口等で行っている事務に大きな変化はない。 

 

４ページ目は、財政運営の仕組みの変化についてである。現行の区市町村ごとの財政

運営が、都道府県運営になるということと、保険財政共同安定化事業が廃止になり、納

付金という制度に変わるというものである。普通調整交付金については、区市町村間の

所得水準は全国レベルで調整されてきたが、今後は都道府県間でレベル調整がなされる

ということになる。東京都は全国レベルでいえば所得が高い方となり、不利な地域とな

る。前期高齢者交付金は、今は区市町村間で前期高齢者加入率の差異を調整されていて、

当市では４０億円いただいているが、今後は都道府県間での調整となる。東村山市は東

京都の平均より多いので、東京都全体でならされてしまうと、不利になると推察する。 

 

５ページ目は、保険料（税）の賦課・徴収の基本的な仕組みについてである。医療給 

付費に対し公費があたる部分で、それ以外のところが保険税として収納が必要な部分と 
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なっている。＜県の標準設定のイメージ＞という箇所で、標準的な算定方式は３方式と

書かれているが、これまでの東京都との会議の中で、東京都では２方式と決定している。

標準的な収納率については、対前々年度決算の収納率が使われるという事が決定してい

る。 

算定方式は２方式で、東京都は各区市町村分の計算をする。そして３方式に直した標

準保険料（税）率を示してもらえる予定となっている。必要な収納額を決めるにあたり、

前年度の決算の収納率を使って東京都が計算するというイメージになる。「保険料（税）

収納必要額」のところにイメージ図があるが、人口や収納率の規模の違いを含めて、東

京都が示す予定である。 

 

６ページ目は、国保事業費納付金・標準保険料（税）率等のスケジュールを簡単に表

した表になる。国や都道府県で、納付金や交付金のガイドラインの改正が行われており、

算定に向けた公費のあり方について検討している。おそらく８月頃、都道府県で事業費

納付金と標準保険料（税）率の試算を行い、８月末から９月に区市町村に提示される予

定である。これは平成２９年度にもしこの広域化が始まったらという前提で出される試

算となっている。試算については発表され次第、運営協議会で報告させていただく。１

０月のところに「平成３０年度事業費納付金・標準保険料（税）率提示」とあるが、国

が提示した仮係数に応じて平成３０年度の当初予算を編成するにあたり指標となる納付

金の額・標準保険料（税）率が示される予定となっている。区市町村の当初予算編成の

時期を考慮し、この時期に示す予定となっている。これは仮係数で、確定値については、

診療報酬改定等が年末に行われるのを踏まえて平成３０年１月になる予定である。 

 

（新たな資料配布） 

 

  国民健康保険料・保険税の率を平成２５年決算において比較するために、赤字繰入を

ほとんど行っていない徳島県と島根県の２市を抽出した。東村山市の保険税率と比べて

非常に高い率になっている。相対的にみると東京都の医療費は４７都道府県の中で高く

ないが、赤字繰入をしないと、どれだけ保険税率が高いかという事が見受けられる。 

  標準保険料（税）率がここまで高くなるとは思わないが、参考として配布した。医療

費適正化等に向けたインセンティブとして支援金を交付するという話をしたが、保険者

努力支援制度、特別調整交付金といったインセンティブを多く獲得することは、保険料

（税）率の抑制にも繋がってくる。我々としても可能な限り保険料（税）率の高騰を起

こしたくないので、今後も引き続き医療費適正化に向けて努力をしていく。引き続きご

指導いただければと考えているのでよろしくお願いしたい。 

 

  ７ページ目は、国保特別会計のあり方をイメージ図で表した。 

資料２の歳入歳出の款項目を見比べると、変更箇所が多いのがわかると思う。たとえ

ば、歳入１款については、現在は国民健康保険税だが、新しいものは保険給付費等交付

金になる。現在の６款の前期高齢者交付金や８款の共同事業交付金は、改革後は歳入か

らなくなる。歳出では、今後おそらく２款になるが、国民健康保険事業費納付金が新た

に予算として組み込まれることになり、介護納付金や後期高齢者支援金といったものが

款のレベルではなくなる。平成３０年度当初予算については、見え方が大幅に変わると

思うので参考にご覧いただきたい。 

 

〇会長 

  質問意見等あれば伺う。 
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〇委員 

  都道府県化のメリット・デメリットを教えてほしい。 

 

〇事務局 

  メリットは、国民健康保険制度の安定化が図られることである。現在、医療給付費の

増減は、保険税率の増減に影響する。また、区市町村が支払いに困り、一般会計から年

度中さらに繰入金を増やしたり、あるいは赤字決算を引き起こしたりと、不安定な部分

もあった。しかし、都道府県が財政運営を担うので、保険税率を下げることも可能だと

思われる。ただし、東京都はそれだけの公費が平準で入ってきたとしても、保険税率と

しては、現在の東村山市の保険税よりはおそらく高いものが示されるであろうと思う。 

  デメリットは、すぐには思いつかない。 

 

〇委員 

  都道府県や各区市町村で同じ料率なのか。 

 

〇事務局 

  標準保険料（税）率は東京都から示されるが、各区市町村それぞれの料（税）率が示

される。しかしながら、その料（税）率をそのまま区市町村で賦課しなければならない

という事ではない。 

 

〇会長 

  質問意見等なければ次に移る。 

資料２「平成２８年度国民健康保険事業特別会計決算見込」の説明を願う。 

 

〇事務局 

  平成２６､平成２７年度と２年連続赤字決算を迎えたことから、平成２８年度は税率

の改定を行った。その結果、歳入１款「国民健康保険税」の対前年度比は約１億９千２

００万円の増となっている。 

  ４款「国庫支出金」については、トータルでは約１億９千万円の減となっているが、

主に医療費の減に伴うものである。 

  ５款「療養給付費交付金」については、退職者医療制度が廃止に向かい、被保険者数

も激減していて、その影響で減少となっている。 

  １０款「繰入金」について、保険基盤安定や職員給与費等繰入・出産育児・財政安定

化支援事業、その他一般会計繰入金が赤字補てんのために一般会計から繰入れている。

今年度は１４億６千万円となっているが、前年度は１２億１千６００万円である。しか

しながら、当時は基金があったので、基金から３億２千万円を取り崩し、１５億３千６

００万円が平成２７年度の繰入れだった。比較すると１億円弱ほど少ない。 

 

  続いて歳出について。 

２款「保険給付費」について、保険給付費トータルでは約１０９億円の決算額となっ

ている。対前年度決算から４億８千９００万円の減、主に医療費の減である。東村山市

ではここ数年被保険者数は減少傾向にあるが、平成２７年度までは医療費は増え続けて

いた。しかし、平成２８年度においては被保険者数の減とともに医療費も減となった。 

この影響が大きく、その結果、歳入歳出の差し引きでは約３億６千万円の黒字となった。

赤字繰入れで１４億６千万円、結果として３億６千万円の収支ということは、実質的赤

字で約１１億円という事である。医療費の減少と国民健康保険税の改定により、赤字が 

大分縮小されたというのが平成２８年度決算の大きな部分となっている。医療費は減少
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したが、一般被保険者一人当たりの医療費を比較すると、平成２６年度が２６万７千５

４５円であり、平成２７年度は２８万２千４３８円であり、１万４千８９３円の増であ

った。平成２８年度は２８万５千２７３円で、対前年度比で２千８３５円の増となって

いる。医療費総額は減ったが、一人当たり医療費は伸びているという傾向である。また、

高額療養費は対前年度比で増となっている。近隣区市町村も同様な傾向にあると聞いて

おり、医療費の高額化という印象がある。今後さらに数字の分析は行っていく予定であ

る。 

 

〇会長 

  質問意見等なければ次に移る。 

資料３「国保税収納率の向上への取組状況」の説明を願う。 

 

〇事務局 

  納税課では住民税・固定資産税・軽自動車税の市税と国民健康保険税を合わせて収納

しているので、記載されているものは、市税と国民健康保険税を含んだ値となっている。 

平成２８年度課税された国民健康保険税のうち、収納された割合は９１．８％、平成

２７年度と比較すると０．１％の増である。滞繰と記載されているものは、平成２７年

度以前に課税されたものの、年度内に納められず翌年に繰り越された滞納繰越分に当た

るものの割合が、２２．６％で平成２７年度と比較すると２．８％減という結果となっ

た。現年と滞納繰越分の合計は７９．３％で平成２７年度と比較すると０．４％収納率

を向上させることができた。 

現年度課税分・滞納繰越分についてそれぞれどのような取り組みを行ったか表にした。 

 その他については広報等の取り組みについて記載をしている。 

  現年度課税分については、自身で納付いただくことが原則となっているので、催告業

務に力を入れた。文書催告、自動電話催告システムを使った電話催告を行っている。そ

の他特別催告になるが、過年度の滞納者を含むかたについてはカラー用紙を用いた催告、

目立つ色の封筒の使用、裏面に滞納処分・納税相談の説明を記載等、複数の方法を組み

合わせて催告し、自主納付の勧めを行っている。早期滞納整理着手として、昨年度は現

年の未納者については、職員が直接電話催告を行った。減免のみの未納者については差

押処分や国税還付金の差押処分を実施した。 

  滞納繰越分について、納期限が切れていて納付のない場合は、差押等の滞納処分を実

施している。ボーナス時期の一斉催告の他に、給与調査事前予告として勤務先への照会

等予告を行い、納付のないかたについては滞納処分を実施している。差押処分について

は、預貯金・生命保険等で７１３件、自宅への調査は９件行った。また不納欠損等の処

理業務も行っている。滞納が長期化しているものについては、組織的に整理を実施し、

催告を行い、連絡も納付もないものについては、滞納処分を実施している。 

  その他郵便の返戻に伴う現地調査という事で、昨年１２月に保険年金課と合同調査を

４０件程度行った。また、東京都の主税局で行われている参加型の研修、滞納整理業務

体験研修にも職員１名を派遣した。その他広報活動、平成２６年１２月からスタートし

た第２次市税等収納率向上基本方針に基づき具体的な取り組みを進めている。 

  納税課では引き続き、税を納めていただきやすい環境を整えて賦課された国民健康保

険税がきちんと収納されるように今後も取り組みをしていきたい。 

 

〇会長 

  質問意見等あれば伺う。 

 

〇委員 
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  差押処分が当年７１３件とあるが、前年はどれくらいか。 

 

〇事務局 

  平成２７年度は５８０件となる。 

 

〇委員 

  一般催告で、早期に１万３千４５件を発布とあるが、１万３千４５人ということか。

それとも繰り返し発布したものも含まれているのか。 

 

〇事務局 

  人数ではなく、件数になる。 

 

〇委員 

  滞納処分２２２件執行とあるが、金額にするとどのくらいか。 

 

〇事務局 

  金額については本日手元に資料がないため、次回に報告させていただく。 

 

〇委員 

  口座振替や年金から天引きなど色々な支払方法があるが、国保税は年金から天引きが

できないのか。 

 

〇事務局 

  滞納繰越分は、年金天引きができない。 

 

〇委員 

  東村山市だけではないが、収納率が医療費適正化の支援の一つのポイントになるなら

制度変更等考えていく必要があるのではないか。また、保険税負担のために大変なこと

になるというかたについて、適切に免除等の把握をお願いしたい。 

 

〇事務局 

  今現在も口座振替をお願いしている。口座振替している人は、徴収率が高い。口座振

替を増やして、収納率向上に繋げていきたい。 

 

〇委員 

  郵便が戻ってきたものの調査が４０件あったとあるが具体的にはどのような感じなの

か。 

 

〇事務局 

  住民登録を変更せずに転出したかたや、ポストの表示がされていないため郵便物が届

かないかたもいた。現地に行って会えたかたには、きちんと納付をお願いした。外国籍 

のかたはそのまま国に帰ってしまうかたもいるので、そういうかたについては十分に調

査したうえで、職権にて住民票を消除し、同時に国保資格を喪失させることで、今後賦

課が発生しないようにした。 

 

〇会長 

  質問意見等なければ次に移る。 
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資料４「特定健康診査・特定保健指導実施状況」の説明を願う。 

 

〇事務局 

平成２８年度の特定健診受診者は１万３千１８７人となり、昨年より３５３名の減と

なったが、受診率は前年度並みの４６．６％となった。次に各健診項目ごとの実施率を

説明する。表３の「特定健診」の箇所で１万３千１８７人がどのような検査を受けたか

の内訳になる。平成２７年度と比較して大きな変更はない。 

次に特定保健指導の説明を行う。 

平成２３年度から平成２８年度までの経年の数字になる。空白は半年後に反映される

部分となる。平成２８年度に特定保健指導を受けたかたが１千２７８名になる。割合と

しては受診者の１万３千１８７名のうち約９．７％で、昨年度とほぼ同じ比率である。

引き続き特定保健指導を受けられるようにするという事が課題となるので、今後も保険

年金課、健康増進課、関係機関と相談させていただきながら受診率の引き上げに向けて

検討を行っていく。表の下方は動機づけ支援・積極的支援の細かい内訳になっている。

対象人数が少ないことからパーセントの変動が大きいところもあるが、例年並みの数字

で推移している。健康増進課は今後も受診率・保健指導利用率の向上に務めていく。 

 

〇会長 

  質問意見等あれば伺う。 

 

〇委員 

  高齢化社会で仕方ないが受診率を上げることは重要だ。歯科で「８０２０運動」をし

ている。これは、８０歳で２０本以上歯を残そうという運動である。実際８０歳以上で

歯が２０本以上残ある人とそうでない人の年間の医療費は、歯のない人が２０万円位余

計にかかる。高齢者の健診が非常に大事だと思うが、歯科健診も広めて医療費を抑える

事に繋げてもらいたい。 

  糖尿病重症化で透析を受けるのに医療費が年間６００万円位かかるという事で、重症

化をふせぐような取り組みも検討してもらいたい。 

 

〇事務局 

  実際の医療費が健康体ならどこまで低くなっているか等、健康増進課と保険年金課と

で今後研究したいと考えている。今後医者の皆さんとも相談させていただきたいと考え

ている。 

 

〇委員 

  指導率が１６％は非常に高い。６ヵ月到達者の数は少ないが、パーセンテージは、と

ても高いので、頑張っていると思う。 

メタボ健診時、担当医にメタボと診断してもらい、保険者(市)に保健指導を動機づけ

てもらい、あとは医療機関で引き受けるような仕組みにしてもらうと助かる。来年から、

保険者や市の受診率が公表され、受診率が低い保険者にはペナルティとして後期高齢に 

対する納付金を多く出すことになっている。ペナルティの率が現在０．２％だが１０％ 

に上がる。将来、国は努力支援制度でフィードバックする指標の一つにするということ

なので、ぜひ市民のかたに健診を受けてもらいたい。糖尿病の話が先ほど出たが、地元

の医者にかかってもらいたい。市としてもかかりつけ医を持つことを推奨してほしい。 

 

○委員 

  メタボ、といつも言っている。受診率が低いのは、普段病院にかからない人が、特定
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健診を受診しないからであると推測する。病院で診た人は、ある程度特定健診を受診し

ていると思う。 

 

○委員 

  そのとおり。医者にかかっていない人が、主な特定健診の受診勧奨の対象と思われる。 

 

〇会長 

  他に意見質問がなければ、最後に事務局からその他についてお願いする。 

 

〇事務局 

  平成３０年度の国保改革に伴い、協議会委員の任期が今までの２年から３年に変更と

なる。現在の任期までは２年間となるが、次回からは３年間になるので了承いただきた

い。これについては制度改正が今後行われる予定となっている。 

  ７月６日午後２時から糖尿病重症化予防の講演会を医師会の協力の下、熊倉医師に講

演いただく予定になっている。併せて今年度の糖尿病性腎症重症化予防事業の説明会を

させていただく。 

  次回の開催について、東京都の試算が示された後に開催したいと考えている。試算が

８月～９月には示されると予測しているので、開催日については、皆様には改めてお伺

いしたいと考えている。 

 

〇会長 

  前回までは、夜間開催であったが、今回は事前調整を行い昼間開催ということになっ

た。運協の委員の皆様には参加していただけたので、昼間開催でも大丈夫であることが

分かった。次回からは昼間の開催にしたいと思う。 

  これをもって、平成２９年度第１回東村山市国民健康保険運営協議会を閉会する。 

 

  

 

      署名委員 

    

        大井  芳文 

 

        武田 紀子 

 


