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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和３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３年１１月９日（火）午後１時３０分～午後３時００分 

開 催 場 所 市民センター２階 第２・第３会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

 

●出席者： 

（委   員）鴫原健二会長・小林俊治委員 

松尾雄三委員・源優子委員 

内藤澄子委員・松谷憲政委員 

唐見和男委員・田中一義委員 

小林美緒委員・渡邊英子委員 

飯田規央委員・尾形敦委員 

米内久永委員 

 

（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 

幸野医療費適正化担当主査・齋藤保険年金課主任 

重浦保険年金課主任・秋元保険年金課主事 

 

●欠席者： 

（委   員）武田紀子委員・水越久吉委員・黒田克也委員・ 

伊藝秀一委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
１１人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．委嘱状の交付 

２．会長・会長代行選出 

３．審議事項 

４．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．委嘱状の交付 

○事務局 

本日は、第３１期の委員の委嘱をさせていただく。 

 

市長が他公務で欠席のため、副市長より委嘱状交付 

 

  ≪各委員自己紹介≫ 

 

２．会長・会長代行選出 

○事務局 

当協議会を運営するための会長と会長代行をお願いしたい。国民健康保険法施行令第 

５条に基づき、公益代表の方から選出することになっている。慣例に基づき、公益代表 

委員の方から推薦させていただき、ご審議いただきたい。事務局案として、会長には第 

３０期会長をお勤めいただいた鴫原委員に引き続きお願いしたいが、皆様はいかがか。 

 

  ≪複数から「異議なし」の声あり≫ 

 

ありがとうございます。 

  続いて会長代行だが、事務局案として小林俊治委員を推薦したいが皆様いかがか。 

 

  ≪複数から「異議なし」の声あり≫ 

 

  ありがとうございます。新会長は鴫原委員、会長代行は小林俊治委員に決定させてい

ただく。 

   

  ≪会長・会長代行挨拶≫ 

 

  ≪事務局紹介≫ 

 

   欠席 武田委員、水越委員、黒田委員、伊藝委員 

 

運営協議会規則の第７条に定めます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１０名（途中入場１名） 計１１名 

   署名委員 田中委員 小林美緒委員   

 

本日は出産育児一時金の改定、国民健康保険税のあり方について、渡部市長の代理で 

ある松谷副市長から諮問をいただくこととなっている。松谷副市長からご挨拶をいただ 

き、諮問をお願いする。 
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○副市長 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険運営協議会の開催が１年以上 

空いていた。今回、このように対面で会議ができるくらいに新型コロナウイルス感染症 

の第５波が収まった。当市においても準備から１年以上かけているワクチン接種も三師 

会の協力もあり２回目の接種まで順調に進んだ。現在、３回目の接種に向けて準備して 

いる。マスク、手洗い、ソーシャルディスタンス等の市民の皆さんの日々の努力が、な 

によりも新型コロナウイルス感染症を抑え込む要因に繋がっているのでは、と考えてい 

る。 

ご存じのとおり、平成３０年度より国保制度改革が行われ、国保運営の都道府県化が

始まった。東京都が共同保険者となり、全国的に国保の財政健全化が動き出した。当市

でも、「国保財政健全化計画」を策定し、計画にそって着実に事業実施している。令和２

年度は黒字決算だったが、被保険者数の減少、高齢化、医療費の増大などがあり、国保

特別会計はまだまだ厳しい状況である。 

第３１期も引き続き委員に留任されたかた、新たに委員に就任されたかた、ご多忙で

あるとは思うが、引き続きご指導ご鞭撻をお願い申し上げる。 

 

   ＜諮問朗読～会長に手渡し＞ 

 

○会長 

  ただ今副市長より「出産育児一時金の改定」「東村山市国民健康保険税のあり方」につ

いて諮問をいただいた。副市長については、他の公務の関係でご退席いただく。 

 

   ＜副市長退席＞ 

 

３．審議事項 

○会長 

議事に入る。まずは、１つ目の諮問「東村山市出産育児一時金の改定」について事務

局から要点の説明を願う。 

 

○事務局 

  資料１「東村山市出産育児一時金の改定」について説明させていただく。 

出産育児一時金とは、被保険者の出産に関して、条例の定めるところにより、保険者 

が保険給付を行うものである。 

現在の出産育児一時金の本体は、４０万４千円である。さらに、産科医療補償制度の 

保険料、いわゆる掛金分 1万６千円を加算して、合計４２万円を支給している。 

ここで、改めて産科医療補償制度について説明させていただく。 

産科医療補償制度とは、出産時に何らかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそ

の家族に対し、経済的負担を速やかに補償するもので、補償金は３千万円である。分娩

時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争う傾向があり、こ

の紛争が産科医不足の理由の１つとされたことが、産科医療補償制度の創設の経緯とな

っている。平成２１年１月から、掛金３万円で始まり、平成２７年１月から現在の保険

料１万６千円に改定されている。 

令和２年１２月、日本医療機能評価機構において、産科医療補償制度の掛金を１万６ 

千円から１万２千円とする報告書が出された。それを受けた厚生労働省の社会保障審議 

会医療保険部会において、産科医療補償制度の見直しに伴う掛金の４千円分について、 

少子化対策が重視されている中で、産科医療補償制度の掛金が下った分、支給額を下げ 

ることは少子化対策に逆行するメッセージになるとし、総額４２万円を維持し、出産育 
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児一時金の本体を同額引き上げるべきであると整理した。この医療保険部会の報告が、 

今回の健康保険法施行令等の一部を改正する政令に反映された。 

そのため、今回の条例・規則改正では、産科医療補償制度の保険料を１万６千円から 

１万２千円に４千円引き下げる一方で、出産育児一時金の本体現在４０万４千円から４ 

０万８千円に引き上げ、総支給額４２万円を維持するものとなっている。 

 

○会長 

  出産育児一時金の支給実績について伺う。 

 

〇事務局 

  令和３年度１０月末現在６１件、令和２年度７９件、令和元年度１２１件 

 

〇会長 

  減少傾向にあることが分かる。 

  他に質問意見等がなければ、出産育児一時金の改定について、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としたい。反対はあるか。 

 

   承認 １２名 

   反対  ０名 

 

それでは、市長の諮問に対して当協議会の結論としては、出産育児一時金の改定に対

し承認ということで答申したい。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つ目の諮問「東村山市国民健康保険税のあり方」について事務局から要点について

説明願う。 

 

○事務局 

「令和４年度国民健康保険税のあり方について」の概要を説明させていただく。 

資料２の経過から説明させていただく。 

都道府県と市区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年度に施 

行されてから４年目となっている。そして、財政運営については、令和元年度に国民健 

康保険財政の収支の均衡を図り、将来にわたり安定的な運営が可能となるよう、財政の 

健全化に向けた取組を計画的かつ効率的に実施することを目的とした「国保財政健全化 

計画」を作成している。令和１０年度を目途に財政の健全化を目指しており、令和４年 

度は、２年ごとに行う保険税率の見直しの年次となっている。 

また、現況では、制度改正に合わせ、「標準保険料（税）率」が公表される。「標準保 

険料（税）率」は、国民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、税収納率などを勘案した上で本来負担すべき税率を定めたも 

のである。令和３年度の標準保険料（税）率は現行とはまだまだ差がある。 

今回は、改定案に加え未就学児の均等割軽減と新型コロナウイルス感染症の影響によ 

る収入減に係る減免の延長の事業が２つある。 

まず、資料２－１の上段「現行・標準保険料（税）率・改定案調定比較表」から説明



 - 5 - 

させていただく。表の左側は、現行・標準保険料（税）率・改定案の税率を示している。

真ん中の「調定額」は９月１４日現在の被保険者で計算した現在の調定額である。右は

「現行比」となっている。「現行比」の１については現行通りなので空白となっている。

現行の調定額は、３１億１千２８７万９千８００円、「２ 標準保険料（税）率」、の調

定額は、医療分・後期分・介護分の合計３６億９千２９８万７千８００円となっていて、

現行比では合計で５億８千１０万８千円の違いとなっている。そして３が今回改定案で

ある。 

医療分については、現行所得割５．７５％を、６．００％。均等割については、１人

当たり３万５千７００円から、３万６千８００円としている。 

後期分については、現行所得割１．９％を２．０５％。均等割１万１千８００円を１

万２千４００円としている。 

介護分については、現行所得割１．９％を後期分と同率の２．０５％。均等割につい

ては、現行１万４千３００円を１万５千４００円としている。 

改定案の調定額の合計は３２億５千２６３万８千２００円、現行比で１億３千９７５

万８千４００円の増、約４．５％の改定率である。 

応能・応益割合について、改定案では５３．２５対４６．７５と応能割の方に少しシ

フトしている。 

改定案の考え方は、先ほど諮問の中にあったとおり、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「国保財政健全化計画」を作成しており、令和

１０年度までに概ね２年に１回のペースで、標準保険料（税）率を目標に改定の検討を

していきたいと考えている。そうすると、１０年で５回の改定を検討する。  

 

資料２－２について説明させていただく。 

今後の国民健康保険税を標準保険料（税）率に合わせて２年に１回、１０年かけて見

直しをした場合の税率・税額の表である。表の横は、前回の令和２年度改定時点、２つ

目は今回令和４年度の改定案、３つ目はその差分である。縦は、２年刻みで標準保険料

（税）率に近づけた場合、その時点での税率・税額である。令和２年度時点の標準保険

料（税）率と現時点での標準保険料（税）率は、医療分については、所得割・均等割と

もに減少、後期分・介護分はほぼ上昇となっている。そのため、上げ幅は、医療分につ

いては前回予定率より縮まり、後期分、介護分は前回予定率より伸びている。 

医療分の所得割について、今後４回改定すると仮定した場合、６．８２％に近づける

ためには、２年毎に０．２５ポイント程度の改定が必要となる。今回所得割については

０．２５ポイントの増の６％の改定案とした。続いて、医療分の均等割についても、同

様に４万１１０円に近づけるために１千１００円増の３万６千８００円の改定案とし

た。 

後期分については、後期高齢者支援金で、国民健康保険から後期高齢者医療に納付す

る金額に対応するものである。こちらは標準保険料（税）率が２．５３％なので、０．

１５ポイント増の２．０５％、均等割は、１万４千４９１円なので６００円増の１万２

千４００円としている。 

介護分は、国民健康保険から介護保険に納付する金額に対応するものである。介護分 

は標準保険料（税）率が２．５８％なので０．１５ポイント増の２．０５％、均等割は 

１万８千８２１円なので、１千１００円増の１万５千４００円としている。  

 

次に２つの事業を説明させていただく。 

１つ目は資料２－５「子どもの均等割額の軽減」である。 

見直しの趣旨としては、子育て世帯の経済的観点から、未就学児の均等割の金額を５

割軽減するものである。対象は国保全世帯の未就学児で、令和４年度実施予定となって
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いる。全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律が６月に公布され、令和４年４月から施行予定である。法律に定められた軽減で、国

１／２、都１／４、市１／４が負担となっている。 

具体的な軽減額は２の表のとおり。医療分の均等割は改定案では３万６千８００円、

後期分は１万２千４００円で、合計金額４万９千２００円であるが、それぞれ半額とな

り、合計額も半額の２万４千６００円となる。低所得世帯に対し均等割の７割・５割・

２割の軽減を受けている世帯については、均等割の軽減を受けた後さらに５割の軽減と

なる。７割軽減のかたは、もともと４万９千２００円の均等割が７割軽減されるので、

１万４千７６０円であるが、ここから５割軽減されて７千３８０円となる。 

「３ 事業規模」だが、当市国保の未就学児は９月末現在、表の未就学児人数（ｂ）

のとおり７６６人。これをもとに計算すると全体の軽減額は、約１千４３５万円、市負

担は１／４なので約３５８万円となる。 

 

２つ目の事業は、資料２－６「新型コロナウイルス感染症の影響による減免の延長」

である。 

令和２年度・３年度も行っているが、令和４年度も事業を延長したいと考えている。 

減免の対象となる世帯は、大きく分けて２つある。１つは、新型コロナウイルス感染 

症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯で、国民健康保険税 

を全額免除とする。もう１つは、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計 

維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入といった事業収入等の減少が見 

込まれ、次の１から３で全てに該当する世帯。 

「１．事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の３／１０以上であ 

ること」 

「２．前年の合計所得金額が１千万円以下であること」 

「３．減少することが見込まれる事業収入等に係わる所得以外の前年の所得の合計額が 

４００万円以下であること」 

減免額だが、１つ目は全額免除となる。２つ目は計算式がある。「２ 減免額の計算方

法」の「令和３年の合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）」において、３００万円以下の

所得で所得が３／１０以上減少するかたは、対象保険税額が全額免除となる。国民健康

保険は所得の低いかたが多く、３００万円以下の所得のかたは８割から９割を占めてい

る。そのため、収入が大きく減少している場合は、こちらに当てはまるほうが多いので

はないかと推測している。 

例として、給与所得３００万円のみの世帯で、給与収入が３０パーセント以上減少し

た世帯の場合、Ａ「世帯の被保険者全員について算定した令和４年度の国民健康保険税

額」が１５万円、Ｂ「世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和３

年の所得額」が３００万円、Ｃ「主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和３

年の合計所得金額」が３００万円とすると、 

Ａ １５万円×Ｂ ３００万円／Ｃ ３００万円×１０／１０ 

となり１５万円全額免除となる。 

事業規模は、令和３年度並みの金額約４千１００万円と捉えている。 

これらの改定案に２つの事業を加えたモデルケースをみていく。 

資料２－１の下の表では、モデル世帯を作り、この４つの保険料（税）率でそれぞれ 

計算した。 

モデル１について、１人世帯の所得額０円、いわゆる７割軽減というのが該当する世

帯のかたになる。「改定案」では、医療分については年額プラス３００円、後期分年額プ

ラス２００円、介護分は年額プラス４００円、年間の合計でプラス９００円、月額にし

て１００円の増となる。 
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モデル２が２人世帯で所得額１００万円、これは５割軽減が該当する世帯になる。こ

ちらについても、「改定案」では、合計の現行との差額は年間で４千円の増、月額４００

円増となる。 

 

モデル３について、こちらは４人世帯、未就学児が２人、所得２５０万円という世帯 

 で２割軽減が該当する。こちらについては通常の「改定案」では現行比で年間１万８千 

６００円の増、月額にして１千５００円の増となる。しかし、今回から未就学児の均等 

割５割軽減があるので、「改定案＋未就学児均等割軽減」が今回の改定額となる。現行比 

で年間２万８００円の減、月額にして１千７００円の減となる。 

  

モデル４は、３人世帯、未就学児１人、所得５００万円という世帯で軽減はない。通 

常の「改定案」では年間２万１千７００円、月額では１千８００円の増となる。しかし、

今回から未就学児の均等割５割軽減がございますので、先ほどと同様「改定案＋未就学

児均等割軽減」が今回の改定額となる。現行比で年間２千９００円の減、月額にして２

００円の減となる。 

   

資料２－３は、所得階層別の税額の影響となっている。この資料は所得１００万円の 

刻みで計算している。現行と標準保険料（税）率、改定案、それぞれの各世帯の世帯人 

数１人から５人世帯の違いが分かる表となっている。また、今回は未就学児の均等割の 

軽減を行うので、３人目以降は未就学児の世帯人数として数える「改定案＋未就学児均 

等割軽減」を加えた表になっている。例えば現行の０円所得１人世帯というのは先ほど 

のモデルケースになっているが、世帯の人数が変わると、それぞれの改定の上昇率も変 

わり、今回の「改定案」の上昇率では、最大でも７００万円所得階層の５．６５％とな 

る。 

一方で、未就学児のいる世帯では、軽減が影響するため「改定案＋未就学児均等割軽

減」のとおり、多くがマイナスかほぼ横ばいとなる。 

 

国民健康保険税には、限度額がある。現在、医療分の限度額については６３万円、後 

期分は１９万円、介護分は１７万円となっているので、最大合計で９９万円になる。現 

行だとこの表においては、最下段の所得９００万円世帯の４人世帯。標準保険料（税） 

率だと、所得７００万円５人世帯、８００万円３人世帯が９９万円となる。改定は所得 

８００万円５人世帯、９００万円４人世帯が９９万円となる。また、改定案の上昇率に

ついては、標準保険料（税）率と比べると、ある程度抑制されていると考えている。ま

た、未就学児の均等割軽減により、未就学児のいる世帯は上昇率がマイナスやほぼ横ば

いとなる。 

 

資料２－４は、７割・５割・２割軽減対象の所得の試算で、均等割の７割・５割・２ 

割軽減が該当する世帯の所得額、１人世帯でいえば４３万円、７１万５千円、９５万円、 

そしてそれを１円でも超えると軽減に該当せず、そちらのモデルをそれぞれの料（税） 

率で算定をしたものである。下に示したのは、この限度額を超過する所得というのは一 

体どのくらいなのかというもので、こちらはあくまでも参考で、所得額というのはこの 

所得を超えるとそれぞれ限度額に達するというものである。 

なお、限度額及び軽減判定所得については、現在国の方でも改正を検討しているよう 

である。こちらについては今後の法令改正のタイミングに合わせ条例改正させていただ 

く予定である。 
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○会長 

  国民健康保険税のあり方について、資料は事前配布されていたが、詳しい説明は本日 

初めてされた。本日答申としての結論を出すのは難しいと考えることから、国民健康保 

険運営協議会をもう一度開催する予定である。 

 最初に伺うが、国保の財政健全化を目指すということで、令和１０年度まで２年に１ 

回税率改定を行うということだが、一般会計から赤字繰入をしている金額はいくらであ 

るのか。また、令和１０年度までに解消できるのか。この２点を伺う。 

 

〇事務局 

  令和２年度の決算額で回答すると、歳入総額約１５４億５千１３２万円、歳出総額約   

１５０億６千４９０万円、約３億８千６４２万円の黒字となっている。しかしながら、 

一般会計から多額の赤字繰入と基金繰入をしている。一般会計からの赤字繰入の金額は、 

約５億５千５００万円、基金繰入金は約２億２千万円、合計約７億７千５００万円。こ 

の合計金額が赤字繰入の金額である。 

 令和１０年度までに解消できるかということであるが、目指す保険税率は、標準保険 

料（税）率であり、毎年示されるこの率を下げる努力をしている。この標準保険料（税） 

率に到達すれば、国が示す赤字は解消される見込みである。 

 

○会長 

  基金繰入金を含め約７億７千５００万円の赤字があるということである。 

質問意見等あれば伺う。 

   

○委員 

  資料２－３について伺う。この表の中で一番該当者が多いのはどの所得階層の世帯人 

数なのか。 

   

○事務局 

  現在データを持ち合わせていないので、次回回答したい。 

   

○会長 

次回への宿題とする。 

他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

資料２－５について伺う。長年子どもの均等割については、意見していることから、

一歩前進したと考えている。ただし、会社員が加入する社会保険においては、扶養する 

子どもの保険料はかからない。しかし、国民健康保険では、生まれたばかりの赤ちゃん 

にも保険税の負担がある。非常に不公平な制度であると考える。今回の軽減措置の問題 

点としては、対象が未就学児に限定されていることである。就学児がいる世帯は、教育 

費や習い事などにも負担がかかる。さらなる対象の拡大を国や東京都に対して、働きか 

けをしていただきたい。 

 

○事務局 

  委員からの要望については、国や東京都に対して要望をしていきたいと考えている。 

 

○委員 

  資料２－６について伺う。これは当然の措置であると考える。令和元年度分から保険 
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税の減免が開始していると思うが、令和２年度における決定件数、減免額を伺う。 

 

○事務局 

  令和元年度分の決定件数は、２５６件、減免額は６６９万３００円。令和２年度分は 

４３３件、減免額は７千６３４万３千６００円。減免総額は、８千３０３万３千９００ 

円。 

   

○委員 

前年と比較しても、増えていることが特徴である。減免の切実性が際立っている。そ 

れを踏まえ、国保の加入者が厳しい状況にもあるにもかかわらず、２年に１度の税の見 

直しの時期であるから、見直しを行うということであるが、国保税の値上げを諮問する 

にあたり、国保加入者の実態を市当局は、どのように認識しているのか。 

 

○事務局 

  国保加入状況から説明する。国保の被保険者の社保加入、社保離脱、こちらから景気 

の状況が少し見えてくると考えている。令和２年度においては、社保加入が例年ほど増 

加しなかった。これは、就職がなかなかできない状況にあったことを意味しているので

はないかと推測している。また、新型コロナウイルス感染症に関する減免が、かなり多

かった。新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事を辞めてしまったかたや自営業

で急激に収入が減少してしまったかた等苦しい状況にあったかたは、こちらの減免によ

り税負担が救済されたと考えている。 

  また、医療費の給付状況としては、緊急事態宣言が発出されている月は、保険給付費 

が大きく減少した。当市では、前年比で約１５％から２０％下がった月もあった。しか

しその反動で、緊急事態宣言解除後の翌月は、急激に給付費が増加した月もあった。結

果として、令和２年度の保険給付費は、令和元年度と比較して少し減少した。令和３年

度の現状では、令和元年度と同等の保険給付費を支払っている状況であり、元に戻りつ

つある状況である。 

 

○委員 

  子どもの均等割は、素晴らしい制度である。この制度の財源について伺う。 

国が１／２、東京都が１／４、市が１／４の負担であるということであるが、どのよ 

うな条件で、どのような名称で補助されるのか。 

 

○事務局 

 具体的な予算の名称などは、これから示される予定である。７割・５割・２割の軽減 

は、基盤安定繰入金として一般会計から繰入れているので、同じやり方になるのではな 

いかと推測している。 

 

○委員 

  一般会計繰入金についてだが、被用者保険に加入している市民からすれば、給与から 

保険料が天引きされている上に、市に収めた税金が国民健康保険の赤字を埋める形にな

り、保険料の２重払いとなる。医療費の適正化に尽力はされているが、被用者保険加入

者からすれば、赤字繰入金は早期に解消するべきである。 

  東京都が示している標準保険料（税）率を目標にして、計画設計しているが、令和２ 

年度の計画を見ると緩やかになっていると思われる。赤字繰入金の早期の解消を求める

以上、計画を早めて、解消することも考えられる。そのあたりの検討結果を伺う。 
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○事務局 

  委員のご指摘の通り、被用者保険に加入している市民からすれば、加入している社会

保険料と国民健康保険税の２重払いと考えられる状況は、保険者として憂慮している。

国保財政健全化計画に基づき、なるべく早く解消したいと考えている。 

  計画を早めて解消しないのか、ということであるが、２０年かけて解消するという自

治体もあれば、令和６年度までに解消するという自治体もある。他市の状況を踏まえて

考える必要があると思うが、国民健康保険運営協議会で承認された計画であることから、 

 それに則り、実施していきたい。 

  また、令和２年度では緩やかになっているということであるが、標準保険料（税）率 

の数字が下がれば、緩やかになる。目標年度の変更をしなければ、赤字の解消が可能で 

ある。 

  

○委員 

  令和３年度において全国で国保税・国保料の据え置き、引き下げた自治体がどれくら 

いあるか把握しているか。 

 

○事務局 

  全国では把握していないが、令和３年度の保険料（税）率については、２６市中５市

が税の引き上げを行った。 

   

○委員 

  残りの２１市は、据え置き又は引き下げを行ったということか。 

   

○事務局 

  引き下げを行った自治体はない。 

   

○委員 

  令和３年度の税率について調べたところ、引き上げを見送った自治体が複数ある。立

川市は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みて、引き上げに反対する意見が国保運

営協議会の委員からでたことから、２年連続で、据え置いたと聞いている。武蔵村山市

や瑞穂町では、国保運営協議会が据え置きを答申している。小金井市や日野市では、国

保運営協議会での引き上げの諮問が見送られたと聞いている。今は新型コロナウイルス

感染症の感染者数が落ち着いているが、新型コロナウイルス感染症により営業自粛を強

いられた自営業者や職を失った非正規社員は立ち直れない状況である。それを考えれば、

引き上げを諮問すること自体が、市民の立場に立っているのか疑問である。 

 

○事務局 

  令和３年度の税率については、令和２年度末で審議し、そのうえでの判断である。今

回については、各市で考えているはずであり、当市としては、新型コロナウイルス感染

症の影響による減免を市単独で行うことで、一定カバーできると考えている。 

  先ほどの委員からの意見もあった通り、様々な意見がある。その中で、計画に近づい

ていければと考えている、 

 

○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。 
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○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１２月２１日火曜日に開催させていただきたい。後日出欠の調査をさせていただ

く。 

   

○会長 

  改めて事務局より連絡するが、開催するには、一定数の出席が必要になることから、

各委員には調整していただきたい。 

これをもって、令和３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。 
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