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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２９年度第３回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 平成２９年１１月１０日（金）午後１時３０分～午後２時２５分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

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・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 

田中一義委員・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 

加賀保険年金課国保給付係長 

池田保険年金課主事・小西保険年金課主事 

久保内保険年金課主事 

 

●欠席者： 

（委   員）武田紀子委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
６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 

前回の運営協議会でお伝えさせていただいたように、当市の国民健康保険税のあり方 

につきまして諮問をさせていただく。後ほど市長から挨拶並びに諮問がある。 

 

欠席 武田委員 

 

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 

ことをまず報告させていただく。 

ここからの進行につきましては、会長にお願いする。 

 

〇会長 

本日の傍聴希望があればそれを許可したいので、事務局より確認をお願いする。 

傍聴者４名（途中入場２名） 計６名 

署名委員 田中光枝委員、久保委員 

 

本日は東村山市の国民健康保険税のあり方について、渡部市長より諮問をいただくこ

ととなっている。渡部市長からご挨拶をいただき、諮問をお願いする。 

 

〇市長 

  国民健康保険については来年４月から、保険者がこれまでの区市町村に加え、都道府 

県も保険者になる。これに伴い、今般、都から各市町村が定める保険料（税）の標準保 

険料（税）の案が示されたところである。自治体の中には今回の都道府県化に合わせて 

保険料（税）の改定をしないという判断した自治体もあると伺っているが、当市として 

は基本的には今回の改正に伴い、都が示した標準保険料（税）率に合わせていくという 

基本的なスタンスをとらせていただきたいと考えている。現状の保険料（税）率と比べ 

ると、都が示した標準保険料（税）率は極めて高い。いきなりそこに持っていくという 

ことは、被保険者の皆様の負担が過大になることから、今後当市としては１０年ほどか 

けて徐々に標準保険料（税）に近づけていきたいと考えており、今回は、来年度の保険 

料（税）についての考え方を示させていただきたい。それぞれの立場で十分慎重にご審 

議いただき、被保険者に対する過剰な負担にならず、かつ、持続可能な保険制度が維持 

できるようにぜひ大所高所からご判断をいただければと考えている。よろしくご審議を 

いただくようお願い申し上げて、ご挨拶に代えさせていただく。 

 

    ＜諮問朗読～会長に手渡し＞ 

 

〇会長 

  ただ今市長より諮問をいただいた。市長については、公務の関係でご退席いただく。 

   

   ＜市長退席＞ 

 

１ 審議事項 

〇会長 

議事に入る。事務局から要点の説明を願う。 
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〇事務局 

資料１から、今回の国民健康保険税改定案について説明させていただく。 

今回の大きな変更点は、医療分である。現行の平等割１万２千円を廃止させていただ 

き、２方式に変更させていただきたいと考えている。これは東京都における標準保険料

（税）率が２方式となることを考慮したものであり、さらに今まで応能応益割合を５０

対５０としてきたが、この標準賦課割合の考え方がなくなることも踏まえ、被保険者に

対しても平等割を廃止することで世帯内での各々の保険税額をわかりやすくするもので

もある。 

所得割については、現行４．９５％を、５．３５％。均等割については、平等割の廃

止に伴い、一人当たり２万７千円から、３万４千円。 

後期分については、現行の所得割１．６％を１．８％。均等割１万８００円を１万１ 

千４００円。 

介護分については、所得割は現行の１．６％を１．８％。均等割については、現行の 

１万３千８００円を１万４千円へ変更として案を考えさせていただいている。 

調定額は合計約３２億７千５００万円、現行比では約１億５千４００万円、約５％増 

の改定率となっている。 

応能、応益割合は、現行４９．９１対５０．０９という応能・応益割合を東京都の標

準である５７対４３に近づけるべく、改定案では５１．８１対４８．１９と応能割に少

しシフトしている。 

改定案の考え方は、先ほど市長から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１０年程度かけて、この解消を図って 

参りたいと考えている。資料には記載していないが、概ね２年に１回のペースで単純に 

１０年で５回の改定を検討していきたいと考えている。標準保険料（税）率や納付金の 

額は、状況により毎年変動するものである。どのように変わってくるかにより、改定の 

是非も含めて、２年に１回は検討したい。 

医療分の所得割は、今後５回改定すると仮定した場合、この２方式の６．７３％に近 

づけるためには、毎年０．４ポイント程度の改定が必要となる。今回所得割は現行に 

０．４ポイント加算した改定案を作らせていただいた。医療分の均等割３万４千円につ 

いては、１世帯当たりに課している平等割の１万２千円を１人当たりの均等割に置き換

え設定した。置き換えた場合、均等割は３万５千円程度ないとプラスにはならないのだ

が、国民健康保険は低所得者が非常に多く、特に０円所得の１人世帯の方が大変多いこ

とから、この対象者が改定によって減となるように若干下げさせていただいている。 

後期分と介護分については、標準保険料（税）率とそれほど乖離はしていないことか 

ら、１０年という事ではなく、できるだけ早期に標準保険料（税）率に近づけたいと考 

えている。今回は後期分、介護分、ともに所得割は０．２ポイントの増。均等割につい 

ては、後期分は６００円増、介護分は２００円増で、介護分均等割については標準保険

料（税）率と合わせてまいりたいと考えている。 

下の表はモデル世帯を作り、この４つの保険料（税）率でそれぞれ計算をさせていた

だいた。 

モデル１は１人世帯の所得額０円、７割軽減が該当する世帯である。医療分は年額１ 

千５００円の減、後期分、介護分については若干上がるが、年間の合計で１千２００円 

の減となる。 

モデル２は２人世帯で所得額３５万円、５割軽減が該当する世帯である。こちらは現 

行との差額は年間で１千７００円の増となっている。 

モデル３は３人で世帯所得額１５０万円、２割軽減が該当する世帯である。こちらは 

現行との差額は年間１万５千６００円の増となっている。 

モデル４は所得４００万円３人世帯である。こちらは現行との差額は、年間４万５０ 
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０円の増となっている。 

 

資料２は、所得階層別の税額の影響となっている。こちらは１００万円所得の刻みで 

計算した。現行と標準保険料（税）率３方式、２方式そして改定案、それの各世帯の世 

帯人数１人から５人世帯でこのような違いがあるという表となっている。④「改定案」 

の上昇率という所をご覧いただくと、最大でも１０％の上昇率となっている。 

国民健康保険税はご案内のとおり限度額がある。現在、医療分の限度額については５ 

４万円、後期分は１９万円、介護分は１６万円となっているので、最大合計で８９万円 

になる。現行では、最下段の所得９００万円世帯の５人世帯という所。標準保険料

（税）率だと、所得７００万円４人世帯が８９万円となる。「改定案」では所得８００ 

万円世帯の５人世帯からとなっている。 

改定案の上昇率については、標準保険料（税）率と比べると、抑制されているものと 

考えている。 

 

資料３は、７割５割２割軽減対象の所得の試算である。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と 

してご覧いただきたい。 

なお、限度額については現在国で改正が検討されている。医療分、後期分、介護分が

どのぐらいの改正になるのかは、案もまだ示されていない。毎回改正の際には年末に国

が示す税制改正大綱で示される予定となっている。以前運営協議会でご答申いただいて

いることから、限度額については税制改正大綱のとおり、改正させていただく。 

 

〇会長 

  資料１の①「現行」で、改定案としては④、調定ベースで言うと５％の税の値上げと 

いう事になる。ただ、モデル等で示されているとおり、１人世帯の７割軽減の所だけは 

税が引き下げられる。それ以外の世帯ではすべて税が値上げになる。 

質問意見等があれば伺う。 

  

〇委員 

  モデル１というのは何世帯くらいなのか。 

   

〇事務局 

こちらは平成２９年度の当初賦課時点で、税申告をしている世帯で６千８３５世帯と 

なっている。全体の世帯は同じく平成２９年度当初賦課時点で、２万３千７３８世帯と 

なっており、約１／４がこの世帯に該当する。 

 

〇委員 

  モデル２からモデル４もわかったら教えてほしい。 

 

〇事務局 

  手持ち資料が税申告済みの５０万円刻みの世帯なので、１円から５０万円という所得 

になるが、モデル２の場合は６５４世帯。モデル３が３人世帯１５０万円になるが、こ 

ちらが１８６世帯。モデル４の３人世帯の所得４００万は５０世帯である。 

 

〇会長 

  ここで一言申し上げる。市長からの諮問に対して、今日答申するということではない 

と考えている。一度持ち帰って質問等があれば後日開催するこの運協でまた質問を受け 
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たいと思う。 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

 

〇委員 

  現行と改定案についてだが、現行は所得割、均等割、平等割、３つの方式になってい 

るが、平等割をやめて、２方式にしてトータルにすることによって平等割と均等割の負 

担が合わせた場合、若干マイナスになる３万４千円。１０年かけて見直していくという 

ことだが、現行の高いものから２方式にすることによって所得割は上げざるを得ないけ 

れども、いわゆる定額負担のところは抑えたという点をもう少し詳しく説明をいただき 

たい。 

２点目に標準保険料（税）２方式で算定した場合、約３８億３千万となるが、当市の

改定案で算定した額を見ると約６億近いマイナスになる。標準保険料（税）率と現行の

収入との差額というのはどういう関係にあるのか。このマイナス分は純粋にマイナスな

のか、それとも改定案で算出した３２億でずっと運営できるのか、そのあたりの説明を

いただきたい。 

３点目に、１０年かけて赤字解消をということだが、モデル世帯で全体２万３千７０

０世帯、このうち、モデル１の世帯が約６千８００世帯、モデル２の所得世帯が約６５

０世帯、モデル３が約２００世帯近い、モデル４は５０世帯、つまり４００万未満の方

の世帯がそれなりの数を占めるわけだが、全体としての考え方は、応能応益割合でいく

と、所得のある方に負担を多少求めるように読めるが、どのように考えたらよいのか。

もう１度説明を願う。 

  

〇事務局 

  １点目の医療分の平等割の廃止に伴う所だが、今回３万４千円とさせていただいたの 

は、まず応能応益割合のあり方の変更も一つの要因である。当市は国の標準割合を目途 

に税率を設定しており、インセンティブを獲得してきた。しかしながら今回の制度改革 

により東京都における標準割合が５７対４３と示され、また、社会保障制度改革国民会 

議においても、一定の所得のある方からは応分の負担をしていただくという考え方も示 

されたことから、新たな標準割合に少しずつシフトをしていくことを念頭に置いたもの 

である。さらに医療分均等割の３万４千円という額については、一番の低所得者である 

０円所得１人世帯という所に配慮をさせていただいた。 

２点目は、調定額との６億の差についてだが、これについては赤字繰入で対応をさせ 

ていただきたいと考えている。国からはできるだけ早期に赤字を解消することを求めら 

れているが、委員ご承知のとおり、国保は低所得者層が多く、特に東京都内においては 

保険者が多額の赤字繰入を行なうことで保険料（税）率の高騰を抑制してきた。その点 

社会保険ではすべてを保険料で賄うこととなっているが、国保はこのような事情がある 

ことから現段階での一定の赤字繰入はやむを得ないと捉えている。また３２億円では試 

算上乖離が生じており、今後も継続して歳入増に努める必要性は認識している。 

３点目の１０年という考え方だが、東京都においては、国の抱える赤字３千５００億 

のうち、１千１００億円程度投入している。当市でもそれなりの額となるが、この赤字 

をすぐになくしていくのは至難の業だと思っている。やはり低所得者層が非常に多いと

いうこともあり、料（税）率を上げるのみではなく、医療費適正化施策の取り組みによ

り、納付金自体を抑制していくことが重要である。また、負担については所得に応じた

応分の負担をという考え方があることから、低所得者層への配慮とともにいわゆる富裕

層にはそれなりのご負担をお願いせざるを得ない部分もある。また、１０年という目安

については、現在、我々も皆様方のご協力をいただき、医療費適正化施策に取り組ませ
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ていただいているところであるが、医療費適正化というものは今年度やりましたから来

年度にすぐ成果が出るというものではないので、一定の成果を鑑みつつ検討していきた

いという点や他市においても複数の保険者が１０年程度を一つの指標としていることか

ら当市も同様に考えさせていただいた。 

 

〇委員 

１０年の中で医療費適正化というフレーズが出たが、国民健康保険の制度では、保険 

者が努力することによって都からの交付金が増え、収入が増えるという所にもつながる 

と聞いているので、そういった進捗状況を踏まえて見ていこうという考えもあると理解 

した。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  １０年かけて少しずつ標準保険料（税）率に近づけていくという事だが、それまでの 

間、赤字が出るという事か。それは税金で補填するのか。 

 

〇事務局 

  お見込のとおりである。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  今回の広域化に伴い制度が変更されるが、これにより国の負担、つまり公費はどのよ 

うに変わるのか。 

 

〇事務局 

  現在の国の法定負担の国庫負担金の率は医療費の３２％でこれについては特に変更は 

ないが、さらに３千４００億円の赤字分を毎年それとは別に投入し続けるという形にな 

る。この３千４００億円の財源の一つとして、社会保険では平成２７年から平成２９年 

の３年間かけ、後期高齢者支援金の総報酬割というものが導入されている。これは社会 

保険の後期高齢者支援金に該当する分に、それまでは国の補助金が今まであたっていた 

ものを徐々になくしていき、その分を保険料に転嫁させることで、国費を減らしてきた 

もので、それを財源の一つとして３千４００億円に投入している。社会保険の保険料が 

上昇し、なおかつ国保への赤字繰入を区市町村で行うと、社会保険加入者の方から二重 

の保険料賦課ではないかと捉えられかねない部分もあるので、早期の赤字解消を求めて 

いる部分もあるのではないかと推察している。 

 

〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

１０年の件だが、前回の会議でまだ赤字解消に向けたガイドライン等が示されていな 

いと言っていたが、ガイドラインが示される見込みはあるのか。 
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〇事務局 

未確認情報だが、赤字解消計画の策定ということで、今年度中に作らなければならな 

いが、まだ中身の詳細はほとんど決まっていないようである。既に１１月に入ってお 

り、おそらく近々我々の方にもお示しいただけるのではないかと考えている。 

 

〇会長 

  未確認の情報が結構あるようだ。事務局の方でも確実な情報が運協の方に伝えられな 

いもどかしさはあると思う。 

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 

  先ほど会長から話があったとおり、次回までに資料をお読みいただき、ご審議いただ 

ければと思う。 

次回の開催日は、１２月末頃で検討したいと考えている。 

  第１回の運営協議会で納税課が滞納処分の件数についてご報告させていただいた。滞 

納処分の金額についていくらかというご質問をいただいたが、納税課よりその回答をい 

ただいたのでご案内させていただく。滞納処分執行件数２２２件に対し、９千３０１万 

３千７７３円が滞納額の合計となっている。それに対する処分額は６５５万８千５００ 

円となっている。 

   

〇会長 

１２月末の会議については改めて連絡する。 

これをもって、平成２９年度第３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 

    

        田中 光枝 

 

        久保 秀樹 

 

 

 

 


