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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和３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３年１２月２１日（火）午後１時３０分～午後２時３０分 

開 催 場 所 北庁舎１階 第２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 

      水越久吉委員・松尾雄三委員 

内藤澄子委員・源優子委員 

黒田克也委員・伊藝秀一委員 

唐見和男委員・田中一義委員 

小林美緒委員・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 

津田健康増進課長・小澤健康増進課長補佐 

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・増島健康増進課主事 

 

●欠席者：（委   員）武田紀子委員・松谷憲政委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
１２人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．報告事項 

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 

ファックス番号  ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過  

○事務局 

令和３年度第２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１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。 

  その他医療費適正化の資料として令和２年度第２期データヘルス計画保健事業進捗報

告書を配付している。 

    

   欠席 武田委員、松谷委員 

    

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１２名 

署名委員 渡邊委員 飯田委員   

 

１．報告事項 

〇会長 

  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、令和２年度第２期データヘルス計画保健事業についての進捗報告が 

あるので、事務局より説明願う。 

 

○事務局 

「東村山市国民健康保険第２期データヘルス計画保健事業進捗報告書 令和２年度 

版」の報告をさせていただく。 

１ページをご覧いただきたい。データヘルス計画の趣旨について説明させていただ 

く。データヘルス計画とは、レセプトや健診データの分析に基づく、国保加入者の健 

康の保持・増進のための保健事業実施計画である。東村山市では、計画の目標として「 

１健康寿命の延伸」「２国保医療費の適正化」の２つを定めている。 

第２期は平成３０年度から令和５年度までの６年間を計画実施期間としている。 

 

２ページをご覧いただきたい。「報告書の見方」についてである。 

計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、計画・実行・評価・改善のＰＤＣ 

Ａサイクルを確立し、１年ごとに保健事業の進捗管理を行っている。 

 

評価はＡ、Ｂ、Ｃの３段階になっており、「Ａ」は十分な取組と成果が認められる。 

「Ｂ」は概ね成果を認めることができる。「Ｃ」は取組が不十分で、成果が認められな 

いとなっている。 

各保健事業は、計画で定めている評価指標に基づき、アウトプット、アウトカムにつ 

いて、個別に判定をした上で、総合的に評価したものを事業評価としている。 

計画の評価指標は、１２ページに掲載している。 

また、令和２年度より「特定保健指導」のアウトプット指標に「初回支援利用率（実 
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績値）の増加」を新たに加えている。 

 

３ページをご覧いただきたい。ここからは、具体的な事業評価について報告する。 

「（１）ジェネリック医薬品の利用促進」についてである。こちらの事業は、薬剤費 

削減を目的にジェネリック医薬品普及率の向上を目指している。 

アウトプットをご覧いただきたい。 

目標は「対象者への通知率１００％」。実績は１００％。判定はＡとした。 

アウトカムをご覧いただきたい。 

目標は３つある。まず、短期指標としては、「普及率 前年度より５％増加」。成果は 

１．１％増。判定はＢとした。 

次に、中長期指標としては、「普及率８０％」。成果は７８．８％。判定はＢとした。 

最後は、「削減効果額前年度より増加」。成果は７４４，２７１円の削減効果額の増加 

である。判定はＡとした。 

取組として、１００円以上の効果額が見込まれる対象者に、毎月１回勧奨通知を送付 

した。普及率は１．１％と微増だが、通知対象者自体が減少していることから、既に認 

知度や利用は定着していると推測する。削減効果額も成果がでており、総合的に事業評 

価はＡとした。 

 

４ページをご覧いただきたい。「（２）残薬調整の促進」についてである。こちらの事 

業は数値目標を設定していないので、事業報告のみである。 

事業の目的は、医薬品の適正使用と残薬の利用・解消の推進である。残薬を入れる「 

節薬バッグ」を国保の新規加入者４，４９４世帯に配付した。 

配付した「節薬バッグ」は、今年度新たに作製したものである。引き続き、残薬の改 

善に努める。 

 

５ページをご覧いただきたい。「（３）受診行動の適正化」についてである。こちらの 

事業は、重複、頻回受診、重複服薬の適正化を図るためレセプトデータから選定した対 

象者に、訪問指導を行っている。 

アウトプットをご覧いただきたい。 

目標は３つある。最初の目標は、「指導対象者の指導実施率 ２０％」である。実績 

は、１２．７％。判定はＢとした。 

次は「指導実施終了者の受診行動適正化 ５０％」である。実績は、９５．７％で、

判定はＡとした。 

最後は、「指導実施終了者の医療費を指導実施前より５０％減少」。実績は、３０％減 

で、判定はＢとした。 

次に、アウトカムをご覧いただきたい。 

目標は「重複、頻回受診者、重複服薬者数 ２０％減少」である。成果は１１．６％ 

減で、判定はＢとした。 

事業の取組として対象者に通知や架電による案内を入れているが、防犯上、知らない 

電話番号には出ない家庭も多い。また新型コロナウイルス感染症の影響で訪問を嫌がる 

方もおり、つなげるまでが難しくなっている。しかし、指導効果の高い事業なので、多 

くの方に参加いただけるよう周知や広報に努め、安心安全な指導が受けられる体制を整 

えていく。令和２年度の事業評価はＢとした。 

 

６ページ、７ページをご覧いただきたい。「（１）特定健康診査受診率の向上」及び 

「（２）特定保健指導」については、健康増進課から報告させていただく。 
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〇事務局 

  アウトプットをご覧いただきたい。 

１つ目の目標は、「特定健診未受診者への受診勧奨通知率１００％」である。実績は 

１００％である。 

次に「集団健診受診率増加」である。実績は７．３％。平成３０年度比２．３％の増 

である。 

次に、アウトカムをご覧いただきたい。 

「特定健診受診率向上」として１％の向上を目指した。成果は４７．４％であり、前 

年度比１．３％減であった。判定はＢとした。 

次に「内臓脂肪症候群該当者の割合の減少」である。成果は１８．７％で、前年度比 

１．４％増であるが、こちらもＢ判定とした。 

 「前年度の内臓脂肪症候群者うち、今年度の内臓脂肪症候群・予備群でなくなった方 

の割合増加」は、１０．３％で、前年度比０．８％減であることから、判定はＢとし 

た。 

  

 令和２年度については、医師会の協力のもと６月から１０月まで行っている特定健康 

診査は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年より期間が２週間短くなった。 

また、集団健診については、令和元年度は新型コロナウイルス感染症がはやり始め、状 

況が読めなかったことから中止としたが、令和２年度は感染症対策を行った上で実施し 

た。令和元年度の受診率は、４８．７％であったが、２６市中２０番目の順位であっ 

た。令和２年度の受診率４７．４％は、２６市中８番目である。受診率が１．３％減少 

したが、他市はより減少している。 

 

 次に、「（２）特定保健指導」についてである。 

 アウトプットをご覧いただきたい。 

 「初回支援利用率」を追加した。実績としては、「６０％」。前年度比４６．９％の増 

である。 

 次に、アウトカムをご覧いただきたい。 

 「特定保健指導対象者の減少」が目標である。成果は２７．８％で、前年度比０．６ 

％減である。減少幅が少ないことから、判定はＢとした。 

  

 「特定保健指導目標・実施率の推移」は、令和３年１０月時点で作成しており、法定 

報告は未発表であったが、法定報告が先日発表されたのでお伝えする。令和２年度の「 

実施（終了）率」は、４６．５％。「特定保健指導による特定保健指導対象者の割合の 

減少率」は、２８．８％。 

「実施（終了）率」が令和元年度の１５．８％から大幅に増加した。要因は、令和２ 

年度より、特定保健指導の委託先を東村山市医師会に加え、直営から業者委託へと変更 

したことによるもの。また、特定健診の結果処理も委託業者を変更し、これまでよりも 

１か月早く健診結果が戻るようになった。このデータを用いて、各医療機関で対象者に 

一度目の保健指導をする形に変更した。医師会の多大なるご協力のおかげで「初回支援 

利用率」が６０％、「実施（終了）率」が４６．５％と大幅に増加した。「実施（終了） 

率」が４６．５％というのは、令和２年度の東京都内ではトップであり、こちらの結果 

は、令和４年度にインセンティブという形で歳入に繋がるはずである。 

 

○事務局 

８ページをご覧いただきたい。 

「（３）若年層健康診査受診率及び健康相談者数の向上」についてである。こちらの 
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事業は数値目標を設定していないことから、事業報告のみである。 

２５歳から３９歳までの被保険者の方を対象に健康診査を実施している。事業実績だ 

が、受診率は前年度より６％減少している。原因は、新型コロナウイルス感染症による 

受診控えや、感染防止対策として、これまでの集団健診から個別健診への変更、実施時 

期の変更などが影響していると推測している。 

また、結果相談会については実施自体を控えた。こちらの事業は、生活習慣病の早期 

発見、予防対策として有効な事業であり、結果相談会も含め、今後もより受診しやすい 

環境を整え、受診率向上を目指す。 

 

９ページをご覧いただきたい。 

「（１）糖尿病の重症化予防」についてである。人工透析移行への遅延・防止を目標 

として、６か月間の指導プログラムを実施している。指導を終了した後もフォローアッ 

プ事業を実施し、継続支援をしている。 

アウトプットをご覧いただきたい。 

最初の目標は「対象通知者のうち参加者数 １０％」である。実績は８．２％で判定 

はＢとした。 

次の目標は「対象通知者の指導実施率 １０％」である。実績は７．７％で判定はＢ 

とした。 

３つ目の目標は「指導実施終了者の生活習慣改善率 ７０％」である。指導実施終了 

時のアンケートでは、全員の方が今後もプログラムの内容を実践していくと回答してい 

る。判定はＡとした。 

４つ目の目標の「糖尿病重症化予防講演会通知勧奨」並びに、最後の目標である「指 

導終了者の継続率」については、新型コロナウイルス感染症防止対策のため講演会、フ 

ォローアップ事業共に中止としている。 

次に、アウトカムをご覧いただきたい。 

最初の目標は「辞退者０人」。成果は１人で判定はＢとした。 

次の目標は「指導終了者の検査値改善率７０％」。成果はＨｂＡ１ｃが６６．７％、 

ＢＭＩが３３．３％、ｅＧＦＲが３３．３％となり、判定はＢとした。 

３つ目の目標は「人工透析移行０人」。成果は０人で判定はＡとした。 

４つ目の目標は「人工透析患者数減」。成果は６人減であり、判定はＡとした。 

最後の目標は「糖尿病講演会参加者数の増加」。先ほど申し上げた通り講演会は中止 

であった。 

令和２年度は、フォローアップ事業等は中止としたが、プログラムは感染対策を施し 

て、例年通り実施した。参加者数や改善率等の数値は目標到達できなかったが、生活改 

善するための大切な健康への意識づけはできたと考えている。 

事業評価はＢとした。 

 

１０ページをご覧いただきたい。 

「（２）健診異常値放置者の受診勧奨」についてである。こちらは、特定健康診査の 

結果、医療機関への受診が必要であると思われる未受診者に対し、受診勧奨を行う事業 

である。 

アウトプット指標をご覧いただきたい。 

目標は「対象者への通知率１００％」。実績は１００％で、判定はＡとした。 

アウトカムをご覧いただきたい。 

目標は「対象者の医療機関受診率２０％」。成果は２０．４％で、判定はＡとした。 

事業の取組は特定健診の結果を表示した勧奨通知を送付し、医療機関への受診を促した 

上で、ハイリスク者には、専門職による電話勧奨を行った。 
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事業評価はＡとした。 

 

○会長 

質問意見等あれば伺う。 

 

〇委員 

  いくつか質問させていただく。 

  まず、特定健診の受診率は、国保全体と比較しても高いと思われる。過去からの受診

率、新型コロナウイルス感染症の影響を加味しても、約５０％を推移している。このあ

たりが国保としての受診率の限界なのか。 

  次に特定保健指導についてである。過去の実施率をみるとかなり低い。しかし、令和

２年度は非常に増加していることから感心した。 

データヘルス計画における指標の立て方、アウトプットについて伺いたい。「初回支援

利用率（実績値）の増加」とあるが、あまり見たことのない指標であるが、実績として

「６０％」としている。何に対する実績なのか。健診結果から階層化して、対象者に対

する初回利用率なのか、それとも通知などを発送した件数なのか、応募があり登録した

件数に対する初回利用率なのか、そのあたりを教えていただきたい。 

  最後に、糖尿病重症化予防についてである。通知発送者に対して参加者が約１割弱で

ある。アウトプットについても１０％となっている。これは委託をしているものだと思

う。健保組合においても様々な事業をする中で、委託をすると参加者が１割ということ

はよくある。参加勧奨をどのように行っているのか。受診行動の適正化の箇所において、

電話連絡や留守番電話を残すという記載がある。同様に行っているのか、また、必要が

あるのかどうか。重症化予防プログラムは非常にお金がかかる事業であるので、予算的

制約もあると思う。このあたりについて、説明を伺いたい。 

 

〇事務局 

  特定健康診査については、東京都内での受診率が約５０％前後である。全国的に見て

比較的に高い。しかし、５０％前後から受診率が伸びていないのは事実である。健保で

は企業で実施することから１００％に近いと思われる。国保では、一般の市民を対象と

していることから、１００％は難しい。また、国においてももっと高い受診率を目標と

している。過去においては５０％を超える自治体もあることから、ここが限界だとは考

えていない。医師会と協力して、受診率の向上に努めていく。 

特定保健指導の初回支援利用率についてであるが、対象となった方の初回支援利用率 

である。また、この目標を立てた理由としては、特定保健指導は、多くの方に参加して 

もらうことが大切であり、やり方を変えたことによるものである。  

 

〇事務局 

  糖尿病重症化予防プログラムについてであるが、通知発送後、電話勧奨をしている。

また、各医療機関から、プログラムに参加させてほしいという方がいれば、参加しても

らっている。 

 

〇委員 

  特定健診について伺う。人間ドックや病気による検査を受けたばかりで、特定健診を

受けなくてもいいかな、という気持ちになる方もいる。そのような方の検査結果を特定

健診にカウントすることは難しいのか。 

  もう一点。電話勧奨についてである。民間業者に委託していて、電話が来ると市が実

施している事業なのかどうかあやしむ方もいる。どのような広報をすれば、理解しても
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らえるのかを考えているが、意見を伺いたい。 

 

〇事務局 

  特定健診についてであるが、委員の意見のとおり、人間ドックで受けた項目と特定健

診の項目が一致していれば、特定健診を受けたことになるのではないかと考えて、医療

機関にデータの提供が可能かどうか問い合わせたことがある。いただいた回答は、技術

的には可能である、ということであった。しかし、個人情報に当たるので、まず個人の

同意が必要であるということ。また、問い合わせた医療機関では、東村山市国保の加入

者で人間ドックを受けた人の数が非常に少ないこともあり、話は現在進展していない。 

  また、電話勧奨についてであるが、市民の方からそういう意見があることは認識して

いる。周知不足があったかもしれないし、特殊詐欺も頻発していて市民の方があやしむ

ことから、特定健診未受診者に対して、もっとＰＲをして、不安を取り除けるよう対応

していきたいと考えている。 

 

〇事務局 

  昭和病院で人間ドックを受けた人だけでも、特定健診の受診者にカウントしていただ

きたい。 

 

〇会長 

  他に質問意見等がなければ、次に移る。 

  国民健康保険税のあり方について、引き続き審議する。前回いただいている質問への

回答からお願いする。 

 

〇事務局 

  資料２－３の表において、一番該当者が多いのはどの所得階層の世帯人数なのか、と

いう質問であった。一番該当者が多い所得階層の世帯人数は、所得０円で１人世帯のと

ころである。 

 

〇会長 

  前回の質問への回答であった。他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  均等割の軽減措置を受けている世帯数について伺う。手元の資料にあれば、令和２年

度、令和元年度の推移でお伺いしたい。 

 

〇事務局 

  令和３年度の数字だけしかないので、ご了承いただきたい。７割軽減の世帯数は５千

８２５世帯、５割軽減の世帯数は２千２８５世帯、２割軽減の世帯数は２千２１９世帯

である。 

 

〇委員 

  令和３年のどこの時点か。 

 

〇事務局 

  令和３年の本算定時点である。 

 

〇委員 
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  軽減世帯が多いように感じる。軽減世帯は、増加傾向なのか。 

 

〇事務局 

  軽減世帯は増えているという認識である。 

 

〇委員 

  手元に市長会が東京都に対して出した令和４年度予算に対する要望書があるので、要

約して読まさせてもらう。 

   

国保にあっては、中高年齢の被保険者が多いことなどから医療費の増加を招く一方、

年金生活者、非正規労働者、失業者などの低所得者の加入が多いことから、保険料（税）

収入が得られにくい。東京都から国に対して、財政支援を講じるよう働きかけてほしい、

とのこと。 

 

  しかし、低所得者が多く、国保税を払いにくいという意見を示しているが、その上で、

国保税を引き上げるということは、矛盾しているのではないか。また、新型コロナウイ

ルス感染症が、ヨーロッパやアメリカで再拡大している現状がある。アメリカでは１日

の感染者数が１３万人という報道も出ている。そのような事態が起こることもあり得る

が、ここで諮問に対して決議すれば、このまま国保税の引き上げを実行するということ

なのか。 

 

〇事務局 

  国に対しての要望と矛盾があるのではないかという意見についてであるが、東村山市

をはじめ２６市は、国保の保険者として都や国に対して要望するべきことはしっかりと

要望していく。 

国保を持続可能な制度として維持していくため、未来に対して負荷をかけないための

改定である、と前回説明させていただいた。二重課税となるような現状を解消するため

にも保険者としても努力する必要がある。その上で、国や都に対して要望するべきこと

は、きちんと要望していく。 

また、コロナ禍においての税率の改定についてであるが、国保に加入していない市民

の方が納めている市税をもとに赤字繰入をして、国保税の値上げを抑制し、国保財政を

支えているのは事実である。それを踏まえると被保険者の方に負担をかけざるを得ない

状況はやむを得ないことと考えている。また、国保の医療費が高いというのも事実であ

る。その上で、現状を鑑みて、新型コロナウイルス感染症の減免を継続していく予定で

ある。 

 

〇委員 

  意見としてであるが、国保は、高齢者と低所得者が被保険者である。現状は医療費が 

増え続けると、保険税が上がるシステムであり、その結果として赤字となっている。東 

京都が保険者となり、赤字が薄まっている印象になっているが、根本的に赤字体質であ 

ることは変わりなく、財政主体を国に戻すようなことも決しておかしいことではないと 

思う。そのような要望をすることも必要であると考える。先ほどインセンティブの話も 

あったが、これだけの人数が集まって議論しても、保険税の劇的な改善を見込めなるよ 

うな案はでない。 

 

〇委員 

  １０年間で財政の健全化を目指すということだが、金額も大きいし、被保険者の方も
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大変だと思う。しかし、今回子どもの均等割軽減が導入されることになった。これが法

律で定められた軽減となったことは非常に大きなものだと思う。また、市独自で新型コ

ロナウイルス感染症の減免を延長する。国保税の引き上げによる負担は確かにあるが、

市としてきちんと段階を踏み、軽減できるところ、負担ができるところについては、き

ちんと対応している。新型コロナウイルス感染症により受診控えがあったと思うが、そ

の反動はこの後来ると思うので、払うべき医療費が高くなるので、仕方がないと思うと

ころがある。 

 

〇委員 

  今回、国保税の引き上げと、子どもの均等割軽減がセットで提案されている。しかし、

軽減措置は、国が定めたものである。税の引き上げと軽減の時期が偶然一致しただけで

ある。税の値上げが一年ずれていたとしても、軽減措置の改正は行う必要があった。そ

う考えると、軽減措置があるから、引き上げに賛成、反対、という考えではなく、引き

上げについて単独で判断するべきであると考える。 

  もう一つ。法定外繰入を赤字と呼んでいるが、赤字という表現に抵抗がある。赤字だ

からしょうがないのでは、と多くの一般市民が考える。なぜ法定外繰入金が発生してき

たのか、ということを考えてみた。繰入を行ってきたやむを得ない事情が二つほどある

と考えた。まずは、国保の加入者が非常に高齢化し、医療費がかさむ状況にある。また、

年金生活者や非正規労働者という低所得者が多くなってきた。もう一つとして、国都の

負担が減らされてきているという事実があるのではないか。この二つの理由から、住民

へ負担をかけたくないということから、市が法定外繰入を行い、市民を支えてきた。こ

のような事実があるのではないかと考えている。赤字だからと言って、保険税を引き上

げるというのは問題ではないかと考える。今でも国保税は、組合健保の１．７倍と言わ

れている。その重い負担にさらに、負担を乗せるということである。全国知事会も国は

１兆円を投入し、保険税がせめて協会けんぽ並みに下げられるようにしてほしいと、要

望している。 

  健全な国保制度を保つということであるならば、赤字解消のために２年ごとに引き上

げるのではなく、抜本的な改定を国や都に求める姿勢が必要ではないか。以上のことか

ら引き上げという考えには大きな疑念がある。以上が意見であり、ほかの委員の皆さん

もきちんと考えていただきたい。 

 

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。 

 

   承認 １２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。 
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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３年１２月１０日に発表された政府与党の税制改正

大綱で課税限度額の改正などがもりこまれた。 

基礎課税分いわゆる医療分について、現行の６３万円から６５万円に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１９万円から２０万円

に１万円引き上げ、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１７万円

での据え置きが予定されている。 

例年３月末の政令公布となるので、それにあわせ、やむを得ず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。 

次回の国保運営協議会の日程については、調整いたしたい。 

 

〇会長 

日時と場所の調整を事務局にお願いする。 

本日の国保運営協議会はこれをもって終了する。 

 

 

 

   署名委員 

 

 

     渡邊 英子 

 

 

       飯田 規央 

 


