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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和元年度第３回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和２年１月２１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 

菅野保険年金課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 
７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 

  令和元年度第３回東村山市国民健康保険運営協議会を開かせていただく。 

  本日は国民健康保険税の税率改定について、先日の第２回運営協議会にて提示させて

いただいており、引き続きご審議いただきたい。 

  事前に配布できなかった資料として、医療費適正化の資料として平成３０年度第２期

データヘルス計画・実績に関する評価を報告させていただきたく、配布している。 

    

   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６名（途中入場１名） 計７名 

署名委員 松尾委員 田中光枝委員   

 

１ 審議事項 

○会長 

  本日は前回、市長より諮問いただいた国民健康保険税のあり方について、引き続き審

議する。 

その前に、前回いただいている質問への回答と、本日資料配布されている医療費適正

化についての報告があるので、事務局より説明願う。 

 

○事務局 

  前回、委員から新聞報道について問い合わせがあったので報告させていただく。まず、

記事の内容を抜粋して読ませていただく。 

   

厚労省が国保料負担を全面的に抑える公費繰入金は赤字として削減解消を迫る一方、 

自治体が条例を通じて行う、被災者・子ども・生活困窮者などの国保料の独自減免に充  

てる公費繰入金は赤字に分類せず、２０２０年度以後もペナルティの対象外としていく 

方針である。各地でこの赤字にならない繰入金を活用した取り組みが広がっている。 

 

これが新聞記事の内容である。 

赤字繰入金には、決算目的の繰入金と決算目的以外の繰入金の２種類がある。赤字分

を一般会計から繰り入れて、補填するだけの決算目的の繰入金は、解消すべき赤字であ

る。一方で、保健事業など、適正化でやらなければいけない繰入金については決算補填

目的以外のものであり、赤字の対象とはしない。 

この記事では、子どもの均等割についても決算補填目的以外の繰入金であると書かれ

ている。これについて問い合わせをいただいた。東京都に確認したところ、厚労省の通

知の中で、保険料（税）の減免に充てるための繰り入れは、決算補填以外の目的とされ、
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地方単独の保険料（税）軽減については決算補填目的とされる、という回答であった。

すなわち、地震・台風などによる災害の被災者に関する保険料（税）の減免については、

決算補填以外の目的とされているが、自治体独自で減免した場合には、決算補填目的と

なってしまう、といった意味である。子どもの減免については地方単独の保険料（税）

の軽減という形に当たるので、この記事と厚労省の通知とは違う状況となる。 

 

〇委員 

  東京都の見解は理解した。某市では平成３１年４月から多子世帯の減免を行う旨の答

申が出ている。正確を期すため、一部読ませていただく。 

 

  減免における考え方としては、多子世帯において国民健康保険税が経済的負担となっ

ている。 

減免の法的な課題として、地方税法７０３条の５の規定により、法定以外の均等割額

の減額が認められていない。法定以外とは７割５割２割削減の人である。 

一方で７１７条の規定で、市町村の長は特別の事情がある場合において、減免を必要

とすると認めるものに限り、減免をすることができる。 

このことから世帯の子どもの人数や、被保険者の担税能力等を勘案して、均等割額の

減免が必要との特別な事情が認められる場合には減免を行う制度を導入することが望ま

しい。 

 

このように、７１７条の規定を適用している。その上で、１８歳未満の子どもが２人

以上いる場合であって、所得が２００万円以下の世帯では、２子目の均等割額を半額減

免、３子目からの均等割額を全額減免。これを平成３１年度から令和３年度までの激変

緩和措置として導入するという答申をしている。法の解釈はわからないが、このような

活用ができるのであれば当市としても積極的に活用していただきたい。 

 

〇事務局 

  自治体の判断が入っていると思われる。東京都や国もその点に触れている。地方税法

との整合性については、いろいろ解釈はあるようだが、基本的に国の解釈としては、減

免の場合、子どもがいるということのみでは特別な事情とは言えず、画一的な減免は適

当ではない。軽減による場合は法に反すると国は考えているようである。それに対して

のペナルティの有無を確認したところ、国保法７１条で、確保すべき収入を不当に確保

しなかった場合は、補助金などを減額することができるということである。実際にペナ

ルティを各市が受けているかどうかは確認していないが、国としては違法の解釈が強く、

ペナルティの措置をすることもあるという回答をもらっている。 

 

〇委員 

  ２６市中５市が多子世帯の減免を行っている。それは法に違反しているという立場で

あるのか。 

 

〇事務局 

  国としては公式な見解を出していない。正式ではないが、解釈として、国や東京都か

ら回答をいただいている。 

  

〇委員 

  市としては、都の方針を適応するという考え方か。 
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〇事務局 

  諮問にもあったとおり、現段階では、多額の繰り入れがある状況で、簡単に補助を出

せる状況ではないということである。 

  

〇委員 

  納得はできないが、続きがあるので、先に進めていただきたい。 

 

〇会長 

  他に質問意見等なければ、次に移る。 

  それでは本日資料配布いただいた、医療費適正化について担当から説明願う。 

 

〇事務局 

  配布した資料をご覧いただきたい。第２期データヘルス計画は、平成３０年度から令

和５年度の６か年計画として策定しており、初年度の平成３０年度の実績に関する評価

について報告させていただく。 

  データヘルス計画は、加入者の健康保持増進のための保健事業の実施計画である。ま

た、医療費適正化の面から考えても重点的に保健事業を実施している。 

   

  第１章については評価の位置づけ、第２章が医療費等の動向ということで、近隣２６

市との比較等を行っている。第３章については医療費分析の結果ということで、平成３

０年度分の最新のデータとなっている。本日ここの説明はしない。第４章は、重点分野

における目標・施策の達成状況、第５章がデータヘルス計画に掲げる施策による医療費

効果となっており、第４章・第５章について、重点的な事業の実施ということで評価し

たものを本日報告する。第６章は、重点分野における取組状況ということで、各事業の

課題等も含め記載しているので、後ほどご確認いただきたい。最後は資料編である。 

全体の話の前に、３８ページをご覧いただきたい。保健事業全体の体系を確認いただ 

くための資料となっている。データヘルス計画の保健事業は重点的に実施している状況 

となっていて、コメ印がついているところが重点的な事業になる。分野をみていただく 

と適正な保険給付、生活習慣病の発症予防、重症化予防、主にこの３点について重点的 

に取り扱っている。 

  １８ページをご覧いただきたい。「第４章 重点分野における目標・施策の達成状況」

についてである。ジェネリック医薬品の利用促進について、令和２年９月までに普及率

を８０％以上とする目標が国から出されている。それを遵守し、当市も普及率を目標８

０％としている。１８ページ下の表をご覧いただきたい。平成３０年度は、ジェネリッ

クへ切り替えることで、１００円以上の差額が発生するかたを対象に、通知は年１２回、

１万２千４８９人のかたへ送付している。切り替えたかたは実数で４４８人、普及率は

平成３０年３月時点で７４．７％であり、前年度比４．６ポイントの伸びであった。統

計を開始した平成２７年度より各年で約５ポイント増加し順調であるが、効果実数は前

年度より半数近く減少している状況である。これは切り替え済み対象者が増加している

ことが影響していると推測している。 

次のページをご覧いただきたい。こちらは節薬バッグの配布事業のことである。継続 

して服薬しているかたで飲み残しのある薬を節薬バッグに入れ、調剤薬局に持参し、処 

方数量を調整することで残薬を解消し、適正使用を促すものである。また、薬剤費の削 

減も期待される。残薬調整による薬剤費削減額については、東村山市薬剤師会さまのご 

協力のもと、各調剤薬局から集計報告を頂き、効果額としてまとめさせていただいてい 

る。当事業は啓発的な意味もあり、数値目標は設定していない。効果額と残薬に至った 

理由は中央のグラフに記載してあるとおりである。平成３０年度の残薬調整により発生 



 - 5 - 

した効果額は、一番右のグラフになるが、約５１万５千円、前年が約８０万４千円だっ 

たので、若干減少に転じている。また、残薬に至った理由になるが、６割が飲み忘れで 

ある。 

３１ページをご覧いただきたい。「２ 受診行動適正化による医療費効果」である。多 

受診には、複数の受診行動があり、「重複受診」、「頻回受診」、「重複服薬者」という条件 

付けをしている。重複受診者については、同系疾病で１か月３医療機関以上受診するか 

た、頻回受診者は同系疾病１医療機関で１か月１２回以上受診されるかた、重複服薬者 

は、同系の薬品が複数の医療機関から１か月６０日以上処方されるという条件となった 

かたである。こちらの多受診者合計は平成３０年度の実績で、合計１千２００人である。 

これらのかたから保健指導が効果的な対象者を特定し、訪問指導を実施している。多受 

診者の状況等について、１２ページに最新の分析結果を示している。   

続いて多受診の目標数値について、２０ページをご覧いただきたい。「訪問指導数」の 

表について、平成３０年度は保健指導が効果的と判断された２２３人に通知し、実施者 

は７３人であり、実施率の目標２０％に対し、３２．７％と上回っている。下の表の「指 

導後の改善率」について、平成３０年度の指導後の受診行動の改善率は目標５０％とし 

ている。それに対し、９１．７％で、それぞれ目標を上回る状況となっている。中でも 

頻回受診者、重複受診者、重複服薬者についても、全般的に改善率は高い状況である。 

一方、多受診者の該当者数について、該当者の傾向を見ると頻回受診者と重複服薬者は 

減少傾向にあるが、重複受診者は若干増加傾向にある。 

２６ページをご覧いただきたい。「３ 重症化予防の達成状況」は、糖尿病性腎症の重 

症化予防の事業になる。この事業の対象者は糖尿病性腎症により市内の医療機関で治療 

中のかたで、ステージとして第２期、第３期のかたを対象に６か月間のプログラムを実 

施し、人工透析への移行を遅延、防止を目標としている。また、中長期的な目標として、 

人工透析患者数の全体の減少、糖尿病性腎症による新規の透析患者数の減少を掲げてい 

る。そして、短期的にはプログラム参加者の検査の改善率の目標として、７０％を目指 

している。 

結果については次のページをご覧いただきたい。上の表が人工透析患者総数と糖尿病 

性腎症による新規透析導入者数である。これまでプログラム終了者の透析移行者は０人 

である。平成３０年度の透析者数の総数は１３７人であり、前年より若干増加している。 

そのうち、９０人が糖尿病性腎症による透析の患者である。総合すると、透析患者数の 

減少傾向はこの時点ではまだ見られていない状況である。しかし、表の「新規導入者」 

の欄をご覧いただくと、糖尿病性腎症による新規透析患者数は１４人と減少に転じてい 

るので、今後の動向に注目したい。下の表は、「検査値改善率」である。こちらは短期目 

標で定めている検査改善率で、目標の７０％に対し、検査項目のＨｂａ１ｃは、７１． 

４％で若干目標を上回った。それ以外はまだ達していない状況である。細かい数値改善 

については、その下にそれぞれ項目について前後の変化を示している。 

３０ページをご覧いただきたい。データヘルス計画に掲げる施策による医療費の効果 

である。まず、ジェネリック医薬品の医療費効果は、ジェネリック医薬品への切り替え 

による効果額を示している。効果額については、平成３０年度が約８８万１千円であっ 

た。前年度より若干下がっている状況であるが、令和元年度については上向きの状態が 

続いている状況である。この事業は、患者全体にアプローチできるというメリットがあ 

るので、今後も継続する必要があると捉えている。 

３１ページをご覧いただきたい。多受診者の受診行動関連になる。多受診者への訪問 

指導による効果額であるが、実施数・改善率ともに削減効果が最も高かったのが、頻回 

受診者であった。「訪問指導者の大分類による１人当たりの医療費」の表をご覧いただき 

たい。頻回受診者は、指導を受けた者の１人当たり医療費が下がっている。対象者特定 

時が約１２万７千円に対し、訪問指導終了後の効果測定時は約７万３千円になっており、 
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約４０％と最も高い減少率となっている。「訪問指導後の削減効果額」の表をご覧いただ 

きたい。多受診指導の削減効果の総額となっている。効果額の総額として、１か月あた 

りの医療費合計が約６１万７千円、１人当たりの１か月の医療費が９千３５４円となっ 

ている。このまま現状が継続したとして年間で換算すると約７００万円の効果額が発生 

すると考えられる。 

３２ページになるが、指導終了者のレセプトを追跡している。改善して良くなるかた 

もいれば、基準値にもどるかたも約２割いるので、継続した指導が必要であると捉えて 

いる。 

３３ページは、「糖尿病重症化予防のプログラムによる医療費効果」である。当市の場 

合、人工透析の関連医療費は１人当たり年間約５４０万円である。一般的には５００万 

円といわれている。透析に移行する疾患で最も多いのが糖尿病性腎症である。透析移行 

への阻止・遅延がこの事業最大の医療費効果と捉えている。医療費効果を長期的に評価 

するにしても、患者がすでに治療中ということもあるので、効果額を測定するのは大変 

困難である。透析患者数や透析導入者数、糖尿病性腎症の患者数などと合わせて全体で 

評価する必要があるので、長期的な時間が必要になると考えている。しかし、医療費効 

果額を短期的な視野で分析し、予備的な比較をしている。こちらのグラフは指導期間中 

の指導群と非指導群の糖尿病関連医療費の比較である。指導群は非指導群に比べ１人当 

たり医療費は低い傾向である。累積額は、非指導群は指導群の約２．７倍高くなってい 

る。平成２７年からほぼこの傾向である。逆転した年もあったが、その年は全体的に重 

症度が高く、また合併症も多く、必要な医療が多くあったということもあり、イレギュ 

ラーな内容であったが、傾向として指導したかたのほうが、１人当たり医療費は減少す 

ることが確認されている。 

最後に、３４ページの「プログラム終了者の医療費追跡」の表をご覧いただきたい。 

終了したかたの１人当たり医療費がどうなるのか追跡し分析したものになる。数値にば 

らつきがなければ指導終了後も継続して適正な受診行動とステージを維持していると考 

えている。これを見ると大きな動きはみられない。最低５か年続けて様子をみていく必 

要があると考えている。 

 

〇会長 

  重複受診、重複服薬、頻回受診、糖尿病重症化予防等については、医療費適正化にと

り絶大な効果がある事業と思われるので、引き続き努力をお願いする。 

  今回の国保税の改定の諮問については、一般会計からの多額の法定外繰入金を縮小す

るために、国保税としては約５％、調定額にすると約１億６千万円の効果があるとの税

改定の内容である。 

  質問意見等あれば伺う。 

   

〇委員 

  国保の問題はこの２５年間で１人当たりの保険料は約６万５千円から約９万４千円に

なり約３万円アップしたところである。一方で加入世帯の平均所得は２７６万円から１

３８万円へと半減している。国保の平均保険料（税）は、協会けんぽの約１．３倍、組

合健保の１．７倍と、他の医療制度と比べて著しく不公平な状況となっている。全国知

事会は、低所得層の負担が限界にきているということから、１兆円の投入を求めた経過

がある。１兆円を投入すれば、国保料（税）は協会けんぽの保険料並みに引き下がると

いわれている。今回の諮問の値上げ案は赤字ということから、法定外繰入金の解消と、

その解消のための財源を被保険者に負担させるという流れだと思う。国保は社会福祉の

一環でもあるので、容認できるものではないだろうと考える。示されているタイムテー

ブル通りにいくと、国保税が払えない人が増える。また、医者にかかることも自制する
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という事態が増えるのではと危惧している。結果として重篤者が増え、医療費の増加に

もつながっていくと思う。市は払える国保税、必要な時に安心して使える医療制度を保

持し、積極的に住民の暮らしと健康を守る市民の命の防波堤の役割を果たしていただき

たい。これ以上の負担を強いるのは過酷な状況であるし、多子世帯の軽減措置の導入も

含め、もう一度再考していただきたい。 

 

〇会長 

  質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  多子世帯の対象世帯はどれくらいあるのか。 

 

〇事務局 

  多子とは何人いることであるかという定義がないので、子どもがいる世帯数で答えさ

せていただく。世帯に対して子どもが１人いる世帯は１千７世帯、２人いる世帯は６１

０世帯、３人いる世帯は１８１世帯、４人いる世帯は３５世帯、５人いる世帯は８世帯、

合計１千８４１世帯となっている。 

７割５割２割軽減の世帯でいうと、７割軽減の世帯で子どもがいる世帯は３７３世帯、

５割軽減で子どもがいる世帯は２４８世帯、２割軽減で子どもがいる世帯は２４８世帯、

軽減なしが９７２世帯となっている。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  支払いが大変な世帯に関して、所得に対して支払う金額が多すぎるというのはわかる。

子どもがいて、他のものに支払いが大変な世帯に関して、金額が少なくなっているとい

うだけでなく、他に補助等があるのか。 

 

〇事務局 

  国保税という面ではないが、子どもであれば乳幼児医療制度いわゆるマル乳と義務教

育就学児医療費制度いわゆるマル子、という形で医療費の負担を軽減している状況であ

る。現在、就学時前の子どもについて本人負担はほぼない状況である。給付と負担の関

係になるが、子どもについては軽減させてもらっている状況である。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  事務局より説明があった東村山市として取り組んでいる保健事業、特に予防と健康づ

くりについては実施しないと２０２０年度から自治体への交付金を減額するという方針

が厚生労働省から示されている。また、それとは別に、東京都の中で、保健事業を頑張

っている国保の保険者には保険料（税）収入を多く交付するということになっているの

で、東村山市としては国保の財政収入を豊かにすることが必要だと考える。 

  さきほど国保と協会けんぽの保険料の負担の差の話があった。協会けんぽの保険料は

確かに低いが、７５歳以上のかたへの支援金と、全国にいる６５歳以上のかたの運営に

使うべき前期高齢者納付金を、全国の加入率で割っている。東村山市の国保の事業運営
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の３分の１は、この交付金であり、国保税収入よりはるかに多い。そのような運営にな

っている。これを増やすには、６５歳以上の１人当たりの医療費をどうやって下げるか

である。現在取り組んでいる節薬バッグ事業はとても良い取り組みである。そういった

取り組みで、支出を抑えていかないと国保税の水準は下がらない。必要な医療費は国保

税で賄うというのが保険の大前提となっているので、その原理原則からいうと、国保税

負担をお願いせざるを得ないと考える。 

  先ほど多子減免の話が出たが、国保制度の中、法律の考え方もあるので、一朝一夕に

はいかないのかと思いつつ、６５歳のかたの１人当たりの医療費をどうやって節約する

かが大きなポイントになっている。国保制度として国から出てくるものは変わらないが、

自治体の運営費そのものが減額されると、他に影響が出かねないので、そういった動き

があるという情報提供をしながら、保険制度を維持するために、能力に応じた負担をお

願いしたいという意見表明をさせていただきたい。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  以前、今後国保としては、節薬バッグを終了するという話があったと思う。もし、認

識が違っているようならば、教えてほしい。 

節薬バッグの利用者からの意見を伝えさせていただく。バッグが届いても何に使うの 

かわからない。特に高齢者のかたから、使い方がわかりにくいという意見があり、そう 

いった面で推進が難しいと感じている。さらにわかりやすい形で皆さんが使えるように 

していただけたらと思う。バッグはきっかけ作りであり、使い方がわかればバッグはい 

らないと思う。こういった運動を行っているということを該当者だけでなく、東村山市 

の通院しているかたが知ることが大事だと考える。 

 

〇事務局 

  予算もあるので、今後のことは明確に断言できないが、節薬バッグについては国保加

入世帯に配布している状況である。今後は転入者等に窓口で説明、配布していきたいと

思っている。 

  先ほど、前期高齢者納付金の話が出たが、皆さんは前期高齢者交付金や納付金の話は

あまり聞いたことがないと思う。６５歳以上の加入者の割合によって保険者同士でお金

を払ったり受け取ったりする仕組みになっている。国保の場合、退職者が多く加入する

ので、自然に６５歳以上の加入者が増える。そうすると加入者の少ないところから交付

金が入ってくる。逆に協会けんぽなどは働いている世代が中心なので、６５歳以上のか

たがあまりいない。国保は、国からのお金をいただくと同時に保険者間でもお金をもら

っているという状況である。市としては国にもっと交付金を要望しているが、保険者間

でもお金のやり取りをしている状況の中で、当市の財政規律は努力していくと同時に、

お互い持続させていくために努力が必要であると考える。 

  保健事業については、健康寿命がキーワードとなってくる。そのためには早くから予

防し、意識啓発が必要になってくると考える。予防事業も必要だが、意識啓発にも力を

入れていくのが保険者としての姿勢と考える。 

 

〇会長 

  他に質問意見等がなければ、国保税の改定について、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採りたい。 
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   承認 １３名 

   反対  ２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 

  最後に事務局からその他についてお願いする。 

 

〇事務局 

  国民健康保険制度について、令和元年１２月１２日に発表された政府与党の税制改正

大綱で２点の改正などが検討されている。 

  １点目は課税限度額についてである。基礎課税分いわゆる医療分についてだが、現行

の６１万円から６３万円に２万円引き上げ、後期高齢者支援金などの課税額にかかわる

課税限度額については現行１９万円での据え置き、介護納付金課税額にかかわる課税限

度額については現行の１６万円から１７万円に１万円の引き上げが予定されている。 

  ２点目は国民健康保険税の軽減措置についてである。５割軽減の対象となる世帯の軽

減所得判定については、被保険者数及び特定同一世帯所属者に乗ずる金額に現行２８万

円をかけているが、２８万５千円に拡大する、２割軽減については同様に現行の５１万

円から５２万円に拡大する予定である。例年３月末の政令公布となるので、それにあわ

せ、専決処分で条例改正を行わせていただく予定となっている。 

  また、改定案のとおり税率の改定の答申をいただく予定となっているが、今後の財政

健全化の計画を示すよう国から言われている。計画ができ次第、皆様にご提示させてい

ただければと思う。今回のことを踏まえ、次回の運営協議会で報告させていただければ

と思っている。 

  次回の運営協議会の日程については、２月１８日から２０日の間で開催させていただ

きたい。 

 

〇会長 

  日時と場所の調整を事務局にお願いする。 

  本日の運営協議会はこれをもって終了する。 
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