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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成３０年度第１回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 平成３０年７月１７日（火）午後１時３０分～午後２時４０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・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・村山淳子委員 

柳田秀文委員 

 

 

（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・進藤保険年金課長補佐 

津田健康増進課長・西出収納課長 

松井収納課収納対策係長・加賀保険年金課国保給付係長 

小西保険年金課主事・保田保険年金課主事 

 

●欠席者： 

（委   員）武田紀子委員、三浦修委員、小林美緒委員、金澤善一委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
８人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．委嘱状の交付 

２．報告事項 

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（内線２５３３） 

ファックス番号  ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過  

 

１ 委嘱状交付 

○健康福祉部長 

  本日は、新たな委員の委嘱をさせていただく。 

 

  市長より委嘱状交付 

 

〇市長挨拶 

  昨年度、４月からスタートする国保の都道府県化ということについてご議論・ご指導・

ご協力をいただいた。残念ながら当市の場合は、東京都から示された保険料（税）の額

と現状の額に乖離があり、皆様にご審議いただいた結果、引き上げざるを得ないという

ことで、ご決定をいただき、議会にもお諮りをしてお認めをいただいた。窓口ではさほ

ど今の所混乱ないとのことであり、今後国保事業を安定的に推進していくためには、一

定の保険料（税）を頂戴せざるを得ないと考えている。今後の事業の円滑化に向かって、

我々も保険者として努力をしてまいりたいと考えている。特に医療にかからないように

していただく早期発見、早期治療が重要だと思っている。 

今年４月、同じく市が保険者となっている介護保険でも改定があったところであるが、

今回当市で介護保険事業を扱って３年ごとの計画見直しで初めて保険料を据え置くこと

が出来たところである。これまで介護予防に努めてきた成果が表れていると考えている。 

今後医療費の適正化に向けて、委員の皆様のご指導ご協力をいただければと考えてい

るので、本年度も引き続きよろしくお願い申し上げる。 

 

≪市長退席≫ 

 

〇健康福祉部長 

  ４月の定期人事異動があったので、本日出席している事務局の紹介をする。 

 

≪事務局職員紹介≫ 

 

〇健康福祉部長 

  会議に入らせて頂く。 

 

欠席 武田委員、三浦委員、小林委員、金澤委員 

 

  国保運営協議会規則第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

ことをまずご報告させていただく。 

  ここからの会議の進行を会長にお願いする。 

 

〇会長 

  本日の傍聴者の許可をしたいので、事務局より確認をお願いする。 

傍聴者８名 

   署名委員 田中一義委員、長島委員 

  

２ 報告事項 

○会長 
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資料１「平成２９年度国民健康保険事業特別会計決算」の説明を願う。 

 

〇事務局 

平成２９年度については被保険者数の減少が原因となる決算になっている。被保険者 

の推移を簡単に申しあげると、平成２０年度には４万３千３０７人の国保加入者がいた 

が、平成２９年度末には３万４千６８７人と約２割減少している。直近の平成２９年３ 

月と平成３０年３月を比較しても１千６９２人で４．６％の減少率が見受けられる。被 

保険者の１年間の異動の原因だが、転出と転入を比較したところ転入者の方が多く、加 

入者の方が多かった。資格喪失者の一番大きな原因は、７５歳に到達し、後期高齢者加 

入となっている。昨年度は１千４９６人が後期高齢に加入となっている。国保の人数が 

減り、後期高齢者が増えるという流れは近隣市でも起きている。これを踏まえたうえ 

で、説明する。 

歳入１款「国民健康保険税」について、約１億１千７００万円の減となっている。徴

収率は上がっているが、歳入金額が下がったのは被保険者数が減少しているからであ

る。対前年比では約３．６９％となっている。 

国の補助金である４款「国庫支出金」はトータルで約８千万円の減になっている。被

保険者数の減少により、医療費が減っている。医療費の減が補助金の減少につながって

いる。 

５款「療養給付費等交付金」については、退職者医療制度が廃止に向かっており、被

保険者数も激減している。その影響で平成２８年度に引き続き減少となっている。 

６款「前期高齢者交付金」は約１億８千２００万円増となっている。６５歳から７４

歳の加入率等で計算されるが、そちらが増えていることから増となっている。 

都の補助金である７款「都支出金」は約４千８００万円の減となっていて、医療費の

減が補助金の減につながっている。 

１０款「繰入金」については、保険基盤安定や職員給与費、出産育児、財政安定化支

援事業の法定繰入金及びその他一般会計繰入金等の赤字補てんが一般会計からの繰入金

として入っている。今年度はその他一般会計繰入金が約１２億４千８００万円となって

いる。前年度は約１４億６千１００万円なので、約２億１千２００万円の減になってい

る。基金繰入金で５００万円の皆増となっているが、東村山市国民健康保険高額療養費

等貸付基金の廃止により繰入れしている。 

 

歳出について。 

２款「保険給付費」について、トータルでは約１０４億２千４００万円の決算見込額

となっている。前年度に比べ約４億７千４００万円、約４．３６％の減となっている。

平成２８年度決算時、平成２７年度と比べ約４億８千９００万円の減となっており、こ

ちらも被保険者の減少とともに医療費の減となっている。この影響で、今年度約４億８

千１００万円の黒字になっている。昨年度は約３億６千万円の黒字で、２年連続黒字に

なっている。ただし、赤字繰入が約１２億４千８００万円あり、約４億８千１００万円

の黒字となっているので、実質的な赤字額は約７億６千８００万円となっている。被保

険者の減少から医療費の歳出、国民健康保険税の歳入、ともに減少している。 

平成２９年度の一人当たりの医療費は２８万９千７１８円で、前年度と比べると約３

千円の増である。医療費総額は減っているが、被保険者の高齢化にともない、一人当た

りの医療費は伸びている傾向が続いている。 

 

〇会長 

  平成２８年度の３億６千万円の黒字はどうしたのか。 
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〇事務局 

  翌年度の基金に入れ、平成３０年度予算に歳入する。 

 

〇会長 

  基金に繰入れるにあたり、一般会計に戻したのか。 

 

〇事務局 

  国保の特別会計に入れている。 

 

〇会長 

  平成２９年度決算の４億８千万円も同じ扱いか。 

 

〇事務局 

  その予定である。 

 

〇会長 

  質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  平成２７年度から平成２８年度も被保険者数は減っているが、国民健康保険税の税収 

入は逆に増えていたがなぜか。 

 

〇事務局 

平成２８年度は国民健康保険税を値上げしたが、平成２９年度は値上げをしていない 

ので、被保険者が減った分だけ減っていると考えている。 

 

〇委員 

  平成２８年度のプラス分は減らないということか。 

 

〇事務局 

  そう推測している。 

 

〇委員 

  国庫支出金についてだが、平成２７年度から低所得者対策のために国民健康保険税軽 

減対象等に財政支援を拡充するということで１千７００億円投入されたと思うが、平成 

３０年から平成３１年にも１千７００億円投入されていると思うが、それはどのように 

ここに反映されているのか。 

 

〇事務局 

  税ではなく、繰入金に反映される。 

 

〇事務局 

  補足すると、１千７００億円の国の対策費は、低所得者対策ということで、一般会計 

にお金が入り、基盤安定繰入金として国保会計に入ってくる。１０款の保険基盤安定繰 

入金に低所得者対策分が含まれている。 

 

〇会長 
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  質問意見等がなければ次に移る。 

資料２「平成３０年度国民健康保険事業特別会計予算」の説明を願う。 

 

〇事務局 

  歳出から説明させていただくと、３款「国民健康保険事業費納付金」が創設され、後 

期高齢者支援金等や前期高齢者納付金等が廃止された。 

歳入では４款「都支出金」の中に保険給付費等交付金が創設され、大幅に増加した。 

代わりに国庫支出金の大部分や前期高齢者交付金等が廃止されている状況である。東京 

都が国保財政にかかわることによるものである。市区町村の国保特別会計は国民健康保 

険料（税）と国や都の公費で賄っていたが、今年度から公費や国民健康保険料（税）を 

財源として、市区町村は都道府県に一度納付金を納め、都道府県は国保の負担金等を収 

入源として必要な額を市区町村の医療費給付費に交付するようになった。 

歳出の「介護納付金（廃止）」に約７億９千８００万円と記載してある。歳出の３款 

「国民健康保険事業費納付金」の箇所に介護納付金が約３億７千万円と記載してある。 

昨年度と比べて介護納付金は半分に見えるが、介護納付金は被保険者の人数に一人当た 

りの納める金額をかけたものが市区町村の納める額になっていた。介護納付金は市全体 

の納める金額として約７億８千万円であった。払ったうちの半分は、歳入の廃止になっ 

ている箇所の「国庫支出金」、「都支出金」に入っていた。収支としては約３億７千万円 

から３億９千万円を市が負担していた。市の負担分は国民健康保険税の徴収部分となっ 

ていた。新制度では、市の歳出分として、国民健康保険税の負担分だけ歳出する形に変 

わっている。市の負担分としては変わっていないが、お金のやりとりとしては半分に減 

ったため、歳出が半分減ったように見える。 

予算上も去年の約１９１億円から約１５９億円にスリム化している状況である。「後 

期高齢者支援金等」も同様で、昨年度は約２０億円の歳出であった。これも負担の約半 

分は国や都からの補助金であった。平成３０年度からは、歳入の部分は切り捨て、市の 

負担分だけ計上するようになった。歳出３款に「後期高齢者支援金等分」約１０億円と 

あるように予算のスリム化が起きている。 

市の負担分イコール税であり、税の収入は約３０億６千万円の予算であり、納付金の 

ための歳出は約４７億８千万円である。足りない部分の約１７億円は、歳入の繰入金で 

補っている。繰入金は今年度約２０億円で、そのうち一般会計繰入金が約１６億５千万 

円で、ほぼ赤字分を埋めている予算のつくりになっている。ただ約１６億５千万円がす 

べて赤字というわけではなく、法定で決められている繰入金があり、保険料（税）軽減 

分は保険基盤安定繰入金といい、入れなければいけない繰入金であり赤字と換算してい 

ない。約１６億５千万円のうち、純粋な赤字分の繰入は約５億８千万円である。これに 

ついては今後赤字解消計画を作り年数をかけて解消しなければならない。今後運営協議 

会でも協議いただく予定である。 

歳入６款「繰入金」にある基金繰入金約３億６千万円は、平成２８年度黒字分が基金 

に入り、平成３０年度の予算に反映させている。 

 

〇会長 

  質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  国民健康保険税が増えているのは加入者が増えている見込みということか。 

 

〇事務局 

  平成３０年度に値上げをしているのでその分だけ少し増えると見込んでいる。 
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〇会長 

  他に質問意見等があれば伺う。 

 

〇委員 

  歳入の６款「繰入金」に一般会計繰入金があるが、平成２９年度当初予算と平成３０ 

年度当初予算で約５億９千４００万円の減になるが、国が１千７００億円投入し、それ 

が基盤安定繰入金で入るなら繰入金を減らす必要はないのではないか。 

 

〇事務局 

  平成２９年度予算と違い、３億６千万円の基金繰入金があり、全体的な繰入金として 

約２億円減少になっている。 

保険料（税）の軽減には、国や都・市の負担分がある。保険基盤安定繰入金はこの中 

に入れてある。被保険者の数が減少したことにより、予算は減っているが、医療費の推 

移により変わってくる。 

 

〇会長 

  質問意見等がなければ次に移る。 

資料３「国保税収納率向上への取組状況」の説明を願う。 

 

〇事務局 

  収納課では住民税・固定資産税・自動車税の市税と国民健康保険税の４税を担当して 

いるので、特に言及なく記載されている事項は市税と国民健康保険税を含んだ値となっ 

ている。 

  平成２９年度に課税された国民健康保険税のうち、収納された割合は９３％。平成２ 

８年度と比べるとプラス１．２％。滞納の記載のある２段目は、平成２８年度以前に課 

税されたものの、その年度内に納められずに翌年度に繰越された滞納繰越分、その収納 

があった割合が２７．５％。平成２８年度と比較するとプラス４．９％である。現年と 

滞納繰越分の合計は８２％で、平成２８年度と比較すると２．７％収納率を向上させる 

ことができた。 

下表は「現年度課税分」、「滞納繰越分」についてどのような取組を行ったか、「その 

他」は広報等の取組を記載している。 

「現年度課税分」について、催告業務に力を入れ、文書催告、自動電話催告システム 

による電話催告を行っている。 

滞納繰越にならないよう現年中の徴収強化として、カラー用紙や目立つ色の封筒を使 

用する等、自主納付の勧めを行った。また、勤務先への給与照会や自宅への差置き催告 

も併せて行った。 

早期滞納整理の着手として、平成２８年度は３月から職員が直接電話催告を実施した 

が、平成２９年度は１２月から実施し例年よりも開始時期を早め、７１９名に対して催 

告を行った。さらに平成２９年度初の試みとして、年末調整による所得税還付金の差押 

を実施した。 

「滞納繰越分」について、納付期限が切れて納付相談がされない場合は差押等の滞納 

処分を実施している。 

ボーナス時期の一斉催告の件数は記載のとおり。預貯金や生命保険、給与や不動産な 

どの差押等を６６５件行い、収納率の向上を目指している。 

「その他」について、郵便返戻に伴う市内現地調査の実施、また、平成２９年度より 

市外滞納者実態調査業務委託を実施した。これは、遠隔地に居住する滞納者の居住実態 
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調査を行うとともに、連絡文書の投函を依頼するというものである。対象者は６０名。 

また、社会保険加入状況一斉調査として社会保険に加入したが国保の脱退手続をして 

いないかたの勤務先に対して社会保険加入状況調査を行い、２８人の減額更正処理へと 

つないだ。広報活動として、東京都とタイアップして１２月に「オール東京滞納ＳＴＯ 

Ｐ強化月間」を実施し、グリーンバスや市報、ホームページ等で使ったＰＲを行った。 

引き続き収納課では税を納めやすい環境を整え、賦課された国民健康保険税がきちんと 

収納されるよう、今後も粛々と取組を進めたいと考えている。 

 

〇会長 

  意見質問等あれば伺う。 

 

〇委員 

遠方滞納者が沖縄と北海道に２名ずついるが、その他の割合を地方別にすると、どれ 

くらいか。 

 

〇事務局 

  都道府県別の件数は、手元に資料がない。次回提示する。 

 

〇委員 

勤務先の給与照会を実施した件数と年末調整による所得税還付金の差押実施件数、差 

押処分した金額についてそれぞれ教えてほしい。また、社会保険加入状況一斉調査で、 

減額更正につながったというのは具体的にどういうケースか。 

 

〇事務局 

給与照会の件数については次回提示する。 

所得税還付金の差押は、合計８件。 

差押処分の合計金額についても次回提示する。 

社会保険に加入した際に、国保の喪失手続をしなかった世帯を調査し、社保に継続加 

入していると確認できた場合、職権で資格喪失とする。 

  減額更正分は滞納分ではなく、本来ならば賦課する必要のないものである。 

 

〇委員 

  差押による滞納処分は、平成２８年度は７７件あったが、現年度実施しているか。 

 

○事務局 

  現年度分のみの滞納者への差押による滞納処分は実施していない。 

 

〇委員 

  滞納処分について、６６５件であるが、この中で国保に関する数字はでているのか。 

 

○事務局 

  滞納処分６６５件のうち、国保のみの数字はない。 

 

〇委員 

  滞納処分が減っているのは努力された結果だと思うが、今年度は都道府県化に伴い、 

値上げがあり、収納率のさらなる引き上げも求められてくる。今でも苦しい中、滞納者 

がまた出てくる可能性があるのではと危惧している。生活を再建する立場ですすめてい 
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ただきたい。 

   

〇会長 

  収納課の職員のかたは、運協に出席する場合細かい数字を持参し、その場で答えられ 

 るよう願う。 

  質問意見等がなければ次に移る。 

  資料４「特定健康診査・特定保健指導実施状況」について説明を願う。 

 

〇事務局 

  表１「特定健診受診率」について、平成２９年は対象者２万６千８６３人、受診者１ 

万２千５９７人、受診率４６．９％。平成２６年度と同様４６．９％と受診率は特定健 

診始まって以来の最高の受診率となっている。ただ被保険者が減っていることから、対 

象者及び受診者も減少傾向にある。しかしながら受診率としては過去最高であり、医師 

会の皆様のご協力が非常に大きいものであった。 

過去５年間の特定保健指導の実施状況について、平成２９年度は、まだ事業が完了し 

ていないため、速報値である。 

平成２９年度利用率１７．７％とあるが、動機づけ支援と積極的支援の特定保健指導 

実施率となっている。過去最低の利用率になっている。その下段には動機づけ支援は２ 

０．７％、積極的支援には９．３％という利用率となっていて、低調な利用率となって 

いる。特定保健指導についても被保険者及び対象者の減少が影響していると思うが、さ

らに複数年に渡り同じかたが対象になっている、そして過去に保健指導を受けている、

ということがあるのではないかと考えている。今後医師会の先生に相談させていただき

ながら保健指導受診率向上に努めてまいりたい。 

 

〇会長 

  意見質問等あれば伺う。 

 

〇委員 

  特定健診の平成２４年から受診率がほとんど変わっていないが、一番の理由は何か。 

 

〇事務局 

特定健診の受診勧奨について、以前は受診されていないかた全員に受診勧奨通知を送 

 っていたが、直近２年ほどは過去の結果から数値が悪い人に対象を絞り、勧奨通知して 

 いた。今年度からは未受診対象者に幅広く勧奨して受診率向上に努めていきたい。ま 

た、どの医療機関で特定健診を実施しているかわかりにくいという医師会からの助言を 

いただいたので、手作りの「特定健診実施中」の看板を配布した。 

 

〇会長 

  他に意見質問等あれば伺う。 

 

〇委員 

  後期高齢者への受診勧奨の案内はどうしているか。 

 

〇事務局 

後期高齢者には特定健診のような勧奨はしていない。特定健診は、医療費分析からデ 

ータを持ってきてピンポイントに数値の悪いかたを特定できるが、後期高齢者はレセプ 

ト自体が後期高齢者医療広域連合にあるので医療費分析できないからである。推測だ 
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が、後期高齢者については、平均年齢が上がってきているので、健診の受診が落ちてき 

ている可能性がある。 

 

〇委員 

説明を聞くと納得するが、数字だけを見ると受診率が減っている。分析されているな 

 ら良いのだが、心配だ。 

 

〇事務局 

  ７月末に講師を呼び、近隣市とともに受診率向上のための研修を行う予定となってい 

る。 

 

〇委員 

  医師会でも話し合っており、特定健診は、若い人に将来のために受診の大切さに気づ 

いてもらいたい。また期間を長期にしたら人が集まるのでは等を提案している。 

 

〇事務局 

期間については検討していきたい。今年度から特定健診については３月上旬に未受診 

者を対象とした集団検診を初めて実施する予定である。土日２日間で定員４００人を予 

定しており、１０月末までの受診期間に受診しなかったかたを対象に勧奨する。 

 

〇会長 

  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 

  当市国民健康保険運営協議会第２９期の委員として様々な案件について審議いただい 

ており、この場を借りてお礼申し上げる。任期については、平成２８年１０月１日から 

平成３０年９月３０日の２年間となっており、この今期委員での委員会がおそらく最後 

になると思われる。 

 

〇会長 

  これをもって、平成３０年度第１回国民健康保険運営協議会を閉会する。 

 

  

 

      署名委員 

    

        田中 一義 

 

        長島 文夫 

 


