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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和元年度第４回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和２年２月１８日（火）午後１時３０分～午後２時３０分 

開 催 場 所 いきいきプラザ１階 運動指導室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

 

●出席者： 

（委   員）鴫原健二会長・大井芳文委員 

水越久吉委員・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）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）長島文夫委員・武田紀子委員・松尾雄三委員・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 
４人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．報告事項 

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４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。 

 前回は国民健康保険税の税率改定について審議いただき、賛成多数で承認された。１  

月２９日に会長から渡部市長へ諮問に対する答申をしていただいた。 

本日は国民健康保険税見直しを受け、当市の国保財政健全化計画の報告をさせていた 

だく。 

     

  ＜欠席＞ 武田委員 松尾委員 長島委員 榎委員 

   

  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、本日の会議が成立すること 

を報告する。それでは、これからの会議の進行は鴫原会長にお願いしたい。 

   

○会長 

  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３名（途中入場１名） 計４名 

   署名委員 水谷委員 唐見委員   

 

  本日は国保財政健全化計画について報告をいただく。 

 

１．報告事項 

 

○事務局 

  様式第１「国保財政健全化計画書」をご覧いただきたい。 

  平成３０年１月に国からの通知文により指定された様式の計画書である。既に一度提

出している。前回の提出期限は平成３０年３月末であった。その時は、「②赤字削減計画」

の数値目標はいらないという通知であったので、数値を未記入で提出した。他の保険者

も同様であった。しかし、令和元年７月に国から数値目標の記入及び、未記入の場合遡

りで保険者努力支援制度においてマイナス点とするとの連絡があった。当市では先日国

保税の見直しについて答申があり、令和２年度の国保税を見直すこと、２年に１度国保

税の見直しを行い１０年で着実に赤字繰入を減らすということになっている。その答申

に則り、平成３０年度の赤字補填のための法定外繰入金約６億８千９２８万７千円を令

和１０年度までに解消するという計画にしている。当市では１０年の計画となっている

が、国の計画書の様式では６年分を載せる形となっているので、１０年計画のうちの６

年分までを載せている。この計画の考え方をまとめたものが「東村山市国保財政健全化

計画の策定について」という資料である。   

策定についての資料をご覧いただきたい。背景として、国民健康保険をとりまく現状 

は、少子高齢化の進展により、医療の必要性が高い高齢者の加入割合が高く、その一方 

で、経済・社会情勢の影響を受け所得の低い被保険者が多く加入するという構造的な問 

題を抱えていること、平成３０年度から国民健康保険制度の改革により、東京都が共同 

で国保を運営することになったことを述べている。そして制度改革は同時に将来にわた 

り国民皆保険の制度を維持するためのものであり、そのためにも財政の健全化にむけた 

取り組みが計画的に必要であるということを記載している。平成２９年度の国民健康保 
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険運営協議会では、１０年かけて徐々に標準保険料（税）率に近づけていく方向性と、 

毎年度変動が生じることから、改定の是非も含めて２年に１度は検討するということに 

なっている。国保財政健全化計画もそれに合わせ令和１０年度までの計画としている。 

ただ、国の制度改正や財政状況に応じてこの計画も見直していきたいと考えている状況 

である。 

  次に国民健康保険の現状と課題だが、過去５年間の数字を載せている。１ページ目は

平成２６年度から平成３０年度までの被保険者の動向である。２ページ目の上の表を見

ていただくと、平成２６年度末の被保険者数は、４万３１２人であったが、平成３０年

度末になると３万３千１８４人と約１７．７％減少している。この急激な減少の主な理

由は、イの表の喪失の７５歳到達の後期高齢者医療保険への移行である。転入と転出を

比較すると転入のほうが多い状況となっており、社保の離脱と加入も大きな増減はない。

平成３０年度に関しては社保離脱のほうが多い状況にも関わらず、被保険者数が減少し

ているのは、７５歳に到達する後期高齢者医療保険への移行が多いということがわかる。 

  ３ページ目は医療費の状況である。平成２６年度は約１２８億円、平成３０年度は１

２１億円と減少率から言うと約５．１％減少している。被保険者の減少率１７．７％に

対し、医療費の減少率は５．１％と少ない。ここから言えることは１人当たりの医療費

が伸びているということである。東村山市の１人当たり医療費は過去５年間とも多摩平

均より上回っている。 

  （３）は国民健康保険税の状況を表したものである。過去５年間収納率は毎年上がっ

ている状況である。 

  ４ページ目のイとウであるが、標準保険料（税）率と当市の国民健康保険税率を比較

すると、平成３０年度・令和元年度の当市の国民健康保険税率は５．３５％、標準保険

料（税）率は、平成３１年度は７．３９％であり大きく乖離している。標準保険料（税）

率に近づけることも大事だと考えるが、示される標準保険料（税）率を下げることも大

事と考える。それにより被保険者の負担を少しでも減らさなければないと考えており、

医療費適正化事業を続けていくことが重要ではないかと考えている。 

  次に国民健康保険事業費納付金の状況である。５ページの表になる。平成３０年度か

ら医療費はほぼ１００％都からもらえる状況になったが、その代わりに市は国保税を納

めてもらい、その分について都へ納付する制度になった。標準保険料（税）率に合わせ

ればだいたい納めることが可能といわれているのが納付金の金額ということになる。こ

ちらは基本的に国民健康保険税で補うものとなっているが、まだ少し乖離がある状況で

ある。納付金の金額は、平成３０年度の合計金額約４７億８千万円と比べると、平成３

１年度は約４６億４千万円と少し下がっている状況である。 

  続いて、国民健康保険財政の状況である。こちらは基金と合わせて表を作らせていた

だいた。アの表は決算の状況である。赤字か黒字かを表している。当市国保は平成２６

年度と平成２７年度は赤字決算を迎えていた。平成２８年度は約３億６千万円、平成２

９年度は約４億８千万円、平成３０年度は約２億１千万円と黒字決算を迎えている状況

である。黒字の決算分については国民健康保険財政調整基金に積んでいる。それがわか

るのが、６ページの表となる。先ほど平成２８年度約３億６千万円の黒字と申し上げた

が、下から２番目の「収支差引残のうち基金積立金」という形で、黒字になった分はす

べてこちらに積ませてもらっている。積んだものは２年後に国保税の抑制のために全部

おろしている。こちらの収支表でいうと、平成３０年度の２億 1千９９６万８千７７５

円の黒字は令和２年度の予算案に計上させてもらっている。２年のタイムラグについて

は、黒字が出たのがわかるのが決算を迎える翌年の９月であることが要因である。例え

ば、平成２８年度の黒字約３億６千万円という数字がわかるのが平成２９年９月・１０

月の決算の時期である。平成２９年度の予算は平成２８年度の１０月頃に作り始め、平

成２９年３月には決定する。当初予算作成段階では、平成２８年度に約３億６千万円の
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黒字が出ることはわからず、わかった段階で基金に積んでおろしているので、２年後の

計上となる。そのため、平成２９年度の基金保有額（年度末）は約８億４千２百万円と

書かれているが、ここは２か年分の黒字が重なっている。 

  ５ページに戻り、イの表「一般会計繰入金の状況」についてである。法定外、法定内

繰入金をすべて合わせた金額になっている。平成２６年の約１９億６千１００万円から

平成３０年の約１６億１千４００万円となっている。すべての繰入金が入っているので

約１６億１千４００万円すべてが削減しなければならない赤字というわけではない。こ

の約１６億１千４００万円のうち様式第１で書かせてもらった約６億８千９２８万７千

円はこの中に入っており、この決算補填等目的の赤字の解消を目指していく。 

  ６ページの３番からは、「財政健全化に向けた取り組み」についてである。現状被保険

者は減り続けているが、医療費が被保険者の減少率ほど下がっていないのは、被保険者

の高齢化等が大きな要因と考えている。国民健康保険税と標準保険料（税）率の乖離等

も含め、具体的な取り組みを書かせてもらっている。「（２）具体的な取り組み」の「ア 

医療費適正化の取り組み」について、令和２年度予算に計上している医療費適正化の新

規事業について紹介させていただく。一つ目は特定健康診査事業である。通常６月～１

０月に実施しているが、その時の未受診者を対象に集団健診を行っている。年２日の実

施を令和２年度からは２日増やし年４日の予定としている。また、特定健診と大腸がん

検診を同時期に受けられるよう予算計上している。希望者は事前に大腸がん検診の申し

込みを行い、送られた検診キットを使い検体を採取し、特定健診を受診する際に検体を

提出する予定である。 

  もう一つの新規事業は医療費通知事業である。こちらは再開となる。過去に実施して

いた事業であるが、今回発送する医療費通知は、医療費控除用に医療費通知を差し上げ

るサービスである。年２回の発送予定で現在予算案を作っている。新規の医療費適正化

事業については以上となるが、データヘルス計画に基づいた糖尿病性腎症重症化予防事

業や医療費分析、多受診者訪問指導事業等を地道に続けていくことが大切であると考え

る。 

  その他に、保険給付の適正化の取り組みという形で、レセプト点検の内容充実や、第

三者行為にかかわる求償事務の推進を行っていきたいと考えている。すべての医療費に

保険給付をしているわけでなく、第三者行為の代表例が交通事故である。レセプト点検

で発覚した交通事故等が原因の医療費については、基本的に加害者にすべて請求する形

になる。加害者も保険に入っているので、保険会社との連絡を取り合いながら、適正に

求償事務を行っている。また、不当利得にかかわる保険給付費の返還請求の強化は、社

会保険や協会けんぽに加入したにもかかわらず、これまで加入していた国保の被保険者

証を使って医療を受けてしまい、後からレセプトが上がってきたものについて医療費分

の返還請求を行っている。このように後からわかったものについては必ず遡及し確認し

ている。収納率の向上の取り組みについては、毎年収納率が上がっているので、適正に

取り組みが行われているという見解であるが、口座振替の利用促進等に力を入れていき

たいと考えている。国民健康保険税の適正な賦課については、正確な所得の把握と書か

せていただいた。所得を正確に把握し、賦課をしないと未申告の所得の低いかたも７割

５割２割の軽減が受けられない。それも含め、所得の把握に努めていきたいと考えてい

る。その他、賦課限度額の設定も法に基づきやっていきたいと考えている。標準保険料

（税）率についても２年に１度必ず見直しながら確認させていただく。 

  ８ページになるが、赤字繰入の解消・削減である。国民健康保険財政は、独立した会

計として自立するために、赤字を解消していかなければならない。保険者は努力義務を

課せられている状況である。令和１０年度までに解消するべく、税の見直しと国民健康

保険事業運営基金の繰入金等も活用し、歳出の面でも医療費適正化を行い、努力してい

きたいと考えている。削減額は、平成３０年度赤字を解消しなければならないと言われ
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ている約６億８千９２８万７千円である。これを５分割した金額が均等に計画されてい

る。今後、国民健康保険財政を取り巻く状況は社会情勢でも変わってくると考えている。

例えば、２０２５年問題といわれる団塊の世代のかたが後期高齢者に移行する問題であ

るとか、被用者保険の適用拡大、オリンピック後の景気の動向等の社会情勢もすべて含

めた上で適宜変更していきたいと考える。 

 

〇会長 

  昨年１２月に市長から国保税改定の諮問があった。当協議会では国保税改定について    

は承認と市長に答申したが、これで決定ということではない。３月議会に市長から市議

会に提案し、そこで審議され賛否が決まるということである。 

質問意見等があれば伺う。 

   

〇委員 

  ３ページの１人当たり医療費で、平成３０年度は３５万７千７５２円だが、東村山市

は他市と比べてどうなのか。 

   

〇事務局 

  平成２７年度、平成２８年度くらいまで入院費については２６市の中で当市が一番高

い医療費であった。平成３０年度は、多摩地域中６番目となる。ただ医療費の高い市は

上位の順位があまり変わっていない。当市は糖尿病性腎症重症化予防事業等の医療費適

正化事業に早めに対応したので、数値にあらわれてきているのではないかと思われる。

いろいろな分析で見ると、当市の場合は入院費が高いのが特徴である。１日当たりの入

院費は高くないが、日数が長い入院費が高いということが当市の医療費分析からわかっ

ている。 

   

〇委員 

  １人当たり医療費の低い市と比べてどうなのか。低い市は検診事業が充実している等

はあるのか。 

   

〇事務局 

  今後、特定健診、特定保健指導のリストを分析させていただく。 

   

〇会長 

  保険給付の適正化の取り組みの中のレセプト点検の充実強化の取り組みについて、現

行のレセプト点検の状況と今後どのように充実・強化していくのか具体的な数字や体制

があれば教えてほしい。 

   

〇事務局 

  まず、レセプト点検について説明させていただく。医療機関にかかった日付・日数・

保険点数等を記入した請求書をレセプトという。医療機関は、次月の１０日までに審査

機関に請求書を送ることになっている。審査機関は請求書が資格通りなのか点検し、請

求書をまとめて翌月の１０日に市区町村に送付する仕組みとなっている。市区町村は、

請求書が適正かどうかを点検するのがレセプト点検である。レセプトの点数や細かい内

容の点検である２次点検を、国民健康保険団体連合会に委託し、確認してもらっている。

そういった内容の強化をしていきたいというのが今回の取り組みである。 

   

〇事務局 
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  補足として、介護保険を使用しているかたは介護保険で請求しなければならないとこ

ろや、一次点検だとその月の分しか確認しないが、病気によって請求できるのが３か月

に１度というものがあったりする。それが毎月請求されていないか等、数か月連続で確

認する、いわゆる縦覧点検というものを実施してもらい、効果を出している。 

   

〇事務局 

  介護保険の話が出たが、医療で訪問看護があるように、介護でも訪問看護がある。医

療でも訪問看護を受け、介護でも同じような訪問看護を受けた場合、回数に制限がある

ので、医療と介護のレセプトを突合しないと請求通りになってしまい、適正な保険給付

ができないこともある。そのような内容の点検をするのが縦覧点検の一つである。 

   

〇会長 

  保険者から被保険者に医療費通知を出していると思うが、いくら以上で通知を出すの

か、金額と医療費通知を送っている人数、通知を受け取った人からの問い合わせ等、過

去にあったかを教えてほしい。 

   

〇事務局 

  以前は１千円以上の方かたに送付していた。今回、医療費控除に使用していただくこ

とを目的とした医療費通知を再開する予定である。顧客へのサービス向上と、不正請求

の抑止等、医療費適正化にもつながると考える。 

   

〇会長 

  レセプトの点検・充実強化というのは、医療費通知を再開するということも含まれる

のか。 

   

〇事務局 

  そのとおり。 

   

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

   

〇委員 

  ５年後、団塊の世代が後期高齢者に移行し、被保険者数が減ることによっての国保税

率に対する影響をどのように考えているのか。 

   

〇事務局 

  ７０歳以上のかたは医療費の負担が、３割から２割に変わるが、保険者からすると７

割から８割へと１割多く負担することになる。現状の分析では、医療費はこの２、３年

でかなり増えてくる。２０２５年、団塊の世代のかたが後期高齢者医療へ移行となった

とき、医療費が下がることは間違いないと思われる。ただ、１人当たりの医療費は問題

になると考える。国保税率は医療費に連動するので、１人当たりの医療費が高ければ国

保税も連動してしまう。被保険者の減少率同様に医療費が下がるか、という点は現状難

しいと考える。過去５年、被保険者数は減少しているが、医療費はそれほど下がってい

ない。この状態は続くと考えられるのでその点を注視し分析していきたいと考える。 

   

〇委員 

  極端に国保税率が上がることは心配しなくてよいということか。 
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〇事務局 

  もし極端に上がる場合は運営協議会でも話し合いさせていただく。国保財政健全化計

画にもあるとおり、２年に１度の税率の見直があり、社会情勢や制度自体も変わる可能

性があるので、その都度この場で話し合いをし、分析を進めていきたいと考える。 

   

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

   

〇委員 

  ７ページ海外療養費の支給適正化とあるが、この４月から国内居住要件が扶養家族の

認定に入った。また、本人も国内に居住し住民票がないと国保に加入できないので、支

給適正化というのは具体的にどう結びつくのか疑問である。今回の法律改正を踏まえて、

整理したほうが良い。 

  レセプト点検の解説をさせていただくと、健康保険を使って治療を受け保険者に請求

するというルールが国で決まっている。ルール通りに医療機関が請求しているか、また

保険証の正しい資格で正しい保険者に請求されているかという確認をしている。 

ジェネリック通知について、当市は力を入れて事業に取り組んでいると思うが、実際

は差額通知をもってジェネリックに変更するかたはどのくらいいるのか。 

   

〇委員 

  かなり効果はあったと思う。国からの指導もあり、薬局でもジェネリック薬品が当た

り前の時代となった。このような状況の中で、通知はかなり後押しになったと思う。現

状では７０～８０％くらいジェネリックをとらないと加算がもらえず、それをクリアし

ている状況である。 

   

〇委員 

  東京都が令和元年よりジェネリックの促進事業を進めるための組織を立ち上げた。そ

こで行ったアンケート結果によると、８割近く実施されている自治体もあるが、東京都

全体は全国順位が下位である。効果があるなら続けるべきと考えるが、相対的に使用割

合が上がっているのは院内や大病院等実際に使用しているもの含めての使用割合なの

で、事業を続ける意味はあるのかと考える。だが、都のアンケートの分析を見ると医療

費の無料化になっているかたと、６５歳以上の方のジェネリックの希望割合が全体で見

ると低い。前回資料の年齢階層別の使用割合を見ても、東村山市でもその傾向がある。

そこを踏まえた事業の展開を検討いただきたい。 

  医療費通知について、２年前の税制改正で、医療費通知が医療費控除の領収書代わり

となり、現在医療費通知があれば領収書がなくても申告できるようになった。年に２回

の送付は大変なのではないか。 

   

〇事務局 

  海外療養費の支給適正化について、資格要件についてこちらで確認したい。資格要件

を確認したうえで、海外療養費について出産育児一時金も含め、レセプト内容の確認を

専門機関に依頼し提供していく体制を整えたいと考えている。 

  ジェネリックについて、平成２７年頃は約６割だったものが４～５％上がり続け、平

成３０年度末は約８割近くまで上がっている状況である。やり続けることが大事だと考

えているが、補助金等も含め、いろいろな面で事業を考えている。 

  医療費通知について、年末控除用と確定申告用として年２回、１１月と２月頃に発送
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する予定である。 

   

〇会長 

  他に質問意見がなければ、最後に事務局からその他についてお願いする。 

   

〇事務局 

  次回の運営協議会について、通常であれば７月と考えるが、日程調整しながら決定し

たい。 

   

〇会長 

  これをもって、令和元年度第４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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