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平成 29年度第１回岩手県国民健康保険運営協議会 議事録 

 

（開催日時）平成 29 年５月 22 日（月）14 時 00 分から 15 時 47 分まで 

（開催場所）サンセール盛岡 １階「ダイヤモンド」 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 会長及び副会長の選任 

４ 諮問 

５ 議 事 

（１）岩手県国民健康保険運営協議会運営規程及び傍聴要領について 

（２）国民健康保険制度改革の概要について 

（３）岩手県国民健康保険運営方針の素案について 

（４）国民健康保険事業費納付金等の試算結果について 

６ 閉 会 

 

出席委員 

金澤千加子委員、立花久良委員、澤口則子委員、小原紀彰委員、木村宗孝委員、 

大黒英貴委員、西野豊委員、高橋聡委員、東海林智恵委員、根子忠美委員、 

十和田紳一委員、松本光一委員、田髙誠司委員、佐藤益子委員 

欠席委員 

菅野幸委員 

 

１ 開会 

○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長  

ただいまから、平成 29 年度第１回岩手県国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

  私、岩手県保健福祉部健康国保課の藤原と申します。暫時、司会を務めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

本日の協議会は、委員 15 名中、14 名の出席をいただいております。参考資料１が配付され

ていると思いますが、参考資料１の岩手県国民健康保険運営協議会条例の第５条第２項に規定

の過半数に達しておりますので、会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

また、ここで会議内容の公開についてお願いを申し上げます。この協議会は公開としており

ます。また、皆様の発言など議事の内容について、議事録を作成し、県のホームページに掲載

いたしますので、あらかじめご了承願います。 

開会に当たりまして、岩手県保健福祉部長の八重樫よりご挨拶を申し上げます。 

 

２ あいさつ 

 ○ 八重樫保健福祉部長 

県の保健福祉部長の八重樫でございます。 

  本日は、お忙しい中、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。 

  また、岩手県国民健康保険運営協議会の委員就任について、ご承諾いただきまして、重ねて

感謝を申し上げます。 

  さて、国民健康保険制度は、これまで市町村が主体となって運営を担って参りましたが、被

保険者の年齢構成が高く医療費水準が高いこと、被保険者の所得水準が低く保険料負担が重い
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こと、財政運営が不安定になるリスクが高い小規模保険者が全体の４分の１を占めるなど、構

造的な課題を抱えております。 

  このような状況を踏まえて、国においては、将来的に持続可能な制度とするため、国保制度

を改革することとし、そのための「国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成 27 年５

月に公布されました。 

制度改革におきましては、都道府県が市町村とともに国保の運営を担い、財政運営の責任主

体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、運営の中心的な役割を担うこととさ

れております。 

また、県が作成する、国民健康保険運営方針等について審議していただくため、知事の諮問

機関としての運営協議会を新たに設置することとされており、本年３月「岩手県国民健康保険

運営協議会条例」を制定したところであります。  

運営協議会は、本日が初めての開催となることから、今年度ご審議いただく予定の「運営方

針の作成に関すること」「納付金の徴収すること」の２つの事項について、諮問させていただく

こととしております。 

  運営協議会は、今年度は、本日を含めて３回の開催を予定しておりまして、11 月に開催予定

の第３回の運営協議会において、答申をいただきたいと考えております。 

本日は、限られた時間ではありますが、皆様それぞれの立場から、忌憚のないご意見を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 ○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長  

それでは、今回が初めての協議会でありますことから、委員の皆様のご紹介を名簿順に、私

の方からさせていただきます。恐縮ですが、名前を呼ばれましたら、その場でご起立願います。 

花巻市国民健康保険運営協議会委員、金澤千加子委員です。 

 次の、陸前高田市国民健康保険運営協議会委員、菅野幸委員は本日都合により欠席でござい

ます。 

  岩手町国民健康保険運営協議会委員、立花久良委員です。 

野田村国民健康保険運営協議会委員、澤口則子委員です。 

岩手県医師会、副会長、小原紀彰委員です。 

岩手県医師会、常任理事、木村宗孝委員です。 

岩手県歯科医師会、専務理事、大黒英貴委員です。 

岩手県薬剤師会、副会長、西野豊委員です。 

岩手県立大学社会福祉学部、教授、高橋聡委員です。 

弁護士、東海林智恵委員です。 

岩手県社会福祉協議会、専務理事、根子忠美委員です。 

岩手県予防医学協会、常務理事、十和田紳一委員です。 

全国健康保険協会岩手支部、支部長、松本光一委員です。 

岩手銀行健康保険組合、常務理事、田髙誠司委員です。 

地方職員共済組合岩手県支部、事務長、佐藤益子委員です。 

  続きまして、事務局の主な職員を紹介させていただきます。 

岩手県保健福祉部長の八重樫です。 

岩手県保健福祉部健康国保課、国保担当課長の鎌田です。 

私が健康国保課総括課長の藤原です。よろしくお願いいたします。 
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３ 会長及び副会長の選任 

 ○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長 

  それでは、次第の「３会長及び副会長の選任」に入ります。会長が決まりますまでの間、引

き続き私が司会を務めさせていただきます。 

 まず初めに、会長を選任していただきます。岩手県国民健康保険運営協議会条例第４条第１

項の規定により「会長は学識経験のある者である委員のうちから、委員が選挙する。」とされて

おります。学識経験のある者である委員は、高橋委員、東海林委員、根子委員、十和田委員の

４名ですが、この中から、どなたか自薦又は委員の皆様から推薦をお願いいたします。 

 

根子委員お願いします。 

 

 ○ 根子忠美委員 

  私の方から会長には岩手県立大学の高橋委員を推薦したいと思います。 

 

○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長 

 ただいま、会長に高橋委員をご推薦する旨の発言をいただきましたが、皆様いかがでしょう

か。 

 

「異議なし」の声 

 

○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長 

  ご異議がないようですので、会長は高橋委員にお願いしたいと思います。高橋委員はよろし

いでしょうか。 

 

○ 高橋聡委員 

  はい、お引き受けします。 

 

○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長 

 ありがとうございます。それでは会長は高橋委員にお願いすることとなりました。 

 岩手県国民健康保険運営協議会条例第４条第２項の規定により「会長は、会務を総理し、会

議の議長となる。」とされておりますので、この後の進行は高橋会長にお願いいたします。 

  高橋会長は、議長席にご移動いただき、会議の進行をお願いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

  お待たせしました。ただいま、会長になりました高橋と申します。県の経験があまりありま

せんけれども、今回この会議、初めて全国的に作られた会議です。皆さんからご指導をいただ

きながら進めていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  それでは、次第に従い進めて参りますので、ご協力をお願いいたします。 

 まず、副会長の選任になります。岩手県国民健康保険運営協議会条例により、会長と同様に、

「学識経験のある者である委員のうちから選挙すること」とされております。私を除いて、学

識経験のある者は、東海林委員、根子委員、十和田委員の３名ですけれども、この中からどな

たか自薦又は推薦をお願いいたします。 
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根子委員お願いします。 

 

○ 根子忠美委員 

  副会長には弁護士の東海林委員を推薦します。 

 

○ 高橋聡会長 

  よろしいでしょうか 

 

 「異議なし」の声 

 

○ 高橋聡会長 

  今東海林委員を推薦する旨の発言がありましたが、東海林委員はよろしいでしょうか。 

 

○ 東海林智恵委員 

  お引き受けします。 

 

○ 高橋聡会長 

  ありがとうございます。それでは副会長を東海林委員にお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 

 

４ 諮問 

○ 高橋聡会長 

次に、次第の「４諮問」に入ります。諮問について、知事から諮問書の提出があります。 

 

○ 八重樫保健福祉部長（諮問書を読上げ） 

 岩手県国民健康保険運営協議会会長様、国民健康保険事業の運営に関する事項について、岩

手県国民健康保険運営協議会条例第２条の規定に基づき、平成 30 年度以降の国民健康保険の運

営に関する次の事項について、あらかじめ決定する必要がありますので、貴協議会の意見を求

めます。 

１国民健康保険事業納付金の徴収に関すること。 

２岩手県国民健康保険運営方針の作成に関すること。 

 

  （議長席前で、八重樫保健福祉部長から高橋会長へ諮問書を交付。） 

 

○ 高橋聡会長 

ただいま知事から諮問がありましたが、諮問内容について事務局から説明をお願いします。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

国保担当課長の鎌田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

私から諮問の趣旨について説明させていただきます。平成 27 年５月に公布されました「持続

可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の規定により

まして、これまで市町村が個別に行って参りました国民健康保険の運営について、都道府県が

財政運営の責任主体となり、市町村とともに運営を担うこととなりました。 
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これに伴いまして、都道府県は国保事業に要する費用に充てるために市町村から国民健康保

険事業費の納付金を徴収するほか、県が行う安定的な財政運営、市町村の広域的及び効率的な

運営を推進するために、国民健康保険運営方針を定めることとされました。 

また、納付金の徴収、運営方針の作成など、国民健康保険事業の運営に関する重要な事項を

審議していただくために、都道府県に運営協議会を設置することとされました。 

運営協議会の設置につきましては、改正後の国民健康保険法第 11 条に規定されておりますけ

れども、改正法の施行は来年の平成 30 年４月１日であるため、それまでの間は、県の条例に基

づいてこの運営協議会を設置することとしまして、本年３月に条例を制定したところでござい

ます。 

条例については、参考資料１に載せておりますのでご確認をお願いします。この条例の一番

最後に条例の附則というのがございまして、附則２に「この条例は、平成 30 年３月 31 日限り、

その効力を失う。」と規定されております。 

今申し上げたとおり平成 30 年４月１日以降は、改正後の国民健康保険法第 11 条の規定によ

り、運営協議会を設置することとなりますので、この条例つきましては、平成 30 年３月 31 日

で効力を失うこととしているものでございます。 

なお、30 年４月以降は運営協議会の設置根拠が条例から法律に変わりますけれども、運営協

議会につきましては引き続き設置していくということでございます。その条例の第２条に本協

議会の所掌事務について規定しております。 

今年度は、平成 30 年度からの新制度への移行に向けた準備として、納付金や標準保険料率の

算定方法など「納付金の徴収に関すること」及び「運営方針の作成に関すること」についてご

審議いただくこととしておりまして、この２項目について本日諮問をさせていただいたところ

でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

ただいま、事務局から諮問の趣旨について説明がありましたが、委員の皆様からご質問、ご

意見はありませんか。 

 

○ 高橋聡委員 

それでは、特にご質問、ご意見がないようですので、次第の「５議事」に入ります。 

次第の「（１）岩手県国民健康保険運営協議会運営規程及び傍聴要領」について、事務局から

ご説明をお願いします。 

 

５（１） 岩手県国民健康保険運営協議会運営規程及び傍聴要領について 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

引き続き私の方から説明させていただきます。まず、 

資料１-１岩手県国民健康保険運営協議会運営規程の案について、説明いたします。 

これにつきましては、運営協議会条例の第７条の規定により「協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が協議会に諮って定めること」とされております。本県の他の審議会の規程や、他

の都道府県で既に設置しております運営協議会の規程などを参考にいたしまして、このたび案

を作成したものです。 

第１条は、運営規程の趣旨について定めるものです。 

第２条は、知事が会議を招集する場合の手続について定めております。 
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第３条は、委員が欠席する場合、代理出席を認めないことを定めるものです。 

第４条は、審議のため必要と認める場合は、会長が参考人の出席を求め、その意見を聴くこ

とができることを定めるものです。 

第５条は、会議の議事録の作成、議事録の署名について定めるものです。 

第６条第１項は、会議は、原則として公開すること。ただし、県が定めております情報公開

条例に規定する非開示情報に該当する事項を審議する場合又は公開することにより、公正かつ

円滑な議事運営に著しい支障が生じることが予想される場合は、会議の一部又は全部を公開し

ないということを定めるものです。 

第２項は、会議を公開する場合の傍聴に係る手続については、別に定めることとしているも

のです。 

第７条第１項は、議事録及び配布資料は、会議を非公開とした場合を除いて公開することを

定めるものです。 

第２項は、議事録等を公開することにより当事者若しくは第三者の権利や公共の利益を害す

るおそれがある場合などは、その全部又は一部を非公開とすることができることを定めるもの

です。 

第３項は、議事録等を非公開とする場合は、その理由を公表することを定めるものでござい

ます。 

続いて、資料１-２の傍聴要領の案についてご説明いたします。 

傍聴要領は、ただ今説明しました、運営規程案の第６条第２項の規定に基づいて、会議を公

開する場合の傍聴に関して必要な事項を定めるもので、本県が定めている審議会等の会議の公

開に関する指針及び指針の運用についてなどを参考として案を作成したものです。 

第１条は、傍聴要領の趣旨について定めるものです。 

第２条は、会議を傍聴する場合の手続について定めるものです。 

第３条は、会議の円滑な運営を図るための秩序の維持について定めるものです。 

第４条は、傍聴人が遵守しなければならない事項について定めるものです。 

説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

ご説明ありがとうございました。 

  説明に関して、ご質問やご意見はございますでしょうか。 

 

よろしいですか。それでは、当運営協議会の運営規程及び傍聴要領について、事務局提案の

とおりとさせていただきたいと思います、よろしいでしょうか。 

 

「異議なし」の声 

 

○ 高橋聡委員 

  それでは、運営協議会の運営に係る規程、傍聴に係る要領として定めたいと思います。 

  ありがとうございました。 

 

○ 高橋聡委員 

次の議事に入ります前に、運営規程に基づき、議事録署名委員を２名指名させていただきま

す。 
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  本日の協議会の議事録署名委員は、金澤委員、小原委員にお願いしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 それでは議事録署名委員は金澤委員、小原委員ということでお願いたします。よろしくお願

いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

 次に、議事の「(２) 国民健康保険制度改革の概要について」、事務局から説明をお願いいた

します。 

 

５（２） 国民健康保険制度改革の概要について 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

 それでは制度改革の概要につきまして、資料２によりご説明いたします。 

１点目、制度改革の目的についてでございますが、国民健康保険制度につきましてはその加

入している方が自営業の方あるいは会社等を退職された後の方などが多く加入している保険で

ございますので、被保険者の年齢構成が高く医療水準が高い、加入者の所得水準が低い、現在

市町村個別に運営しておりますので小規模保険者が多い、などの構造的な課題を抱えておりま

す。 

そのため制度改革によりまして国民健康保険制度の安定的な運営を図ろうとするものでござ

います。 

２番の制度改革の内容についてでございますが、今回の制度改革は、公費による財政支援の

拡充と運営の在り方の見直し、この２つが大きな柱となっております。 

  財政支援の拡充については、毎年約 3,400 億円の財政支援の拡充によりまして、国保の財政

基盤の強化が図られることとなっております。 

  表に記載してあるとおり、既に平成 27 年度から、低所得者の多い市町村の財政基盤の強化

を図るために低所得者数に応じて毎年 1,700 億円の財政支援が行われております。 

また、保険税の収納額の不足によりまして県に納める納付金の財源が不足する市町村に対し

て、貸付等を行うための財政安定化基金を各都道府県に造成することとしておりまして、27 年

度からこの基金の積み立てを行っております。 

これらに加えて、平成 30 年度から保険者努力支援制度。これは、国が評価指標を設定し、各

市町村の取組の達成状況に応じて交付金を国の方から交付される制度ですが、こういった制度

の創設などで毎年 1,700 億円の財政支援が行われることとなっています。 

（２）の運営の在り方の見直しにつきましては、資料にイメージ図を記載しておりますが、

現行は市町村それぞれで運営しておりますけれども、平成 30 年度以降は県が市町村とともに国

保運営を行うとともに、安定的な財政運営の中心的な役割を担うこととなります。 

具体的には、県が市町村ごとに決定した納付金を市町村が納付しまして、給付費に必要な費

用を、県が全額市町村に交付することとなります。 

次に、県と市町村の役割ですが、その下の囲みの中にありますとおり、県は県内の統一的な

方針である国保運営方針の策定、市町村ごとの納付金の決定、標準保険料率の設定などを行い

ます。 

  また、市町村は資格管理、保険税率の決定、税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを引

き続き行うこととなります。 

  財政運営の仕組みについては、一番下に参考として記載しておりますけれども、改革後にお

きましては、県に新たに国保の特別会計を設置することとなります。 
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先ほどご説明したとおり県が納付金の決定、標準保険料率の提示を行いまして、市町村は、

それを参考といたしまして保険税率を決定して住民の方に賦課して、徴収する。その集めた税

金を原資にしまして県に納付金を納めることとなります。 

県は、市町村から集めた納付金をプールいたしまして、それを財源に給付に必要な費用を市

町村に交付し、市町村はそれを医療給付費として支払うこととなります。 

次に２ページをご覧願います。 

ここでは納付金と標準保険料率について、これまで言葉が出てきましたけど再度説明いたし

ます。 

納付金につきましては、県全体で必要となる保険給付費から国と県からの公費等を除いた、

保険税で賄う必要がある費用を市町村の医療費の水準や所得水準等に応じて割り振ります。市

町村は、その割り振られた納付金について、徴収した保険税を財源として県に納めることとな

ります。 

標準保険料率につきましては、各市町村が納付金を納めるために必要な税率を県が示すもの

でありまして、市町村はこれを参考にしまして、市町村ごとの保健事業等の個別の事情を勘案

して、最終的には市町村が税率を決定することになります。 

次の４番、制度改革後の保険料（税）の考え方については、今回の制度改革によりまして、

県が市町村とともに国保の運営を担うことになることから、保険税を県内で統一するというこ

とも考えられますが、国のガイドラインにおきましては「市町村間の医療費水準の格差が大き

い場合は、原則として医療費水準に応じた市町村ごとの保険料率として、将来的に地域の実情

を踏まえつつ、都道府県において統一した保険料水準を目指すこととする。」とされています。 

本県におきましては、現在の医療費水準に約 1.5 倍の格差があるという状況などから、これ

までの市町村との協議におきましては、当面は保険税の統一は行わずに市町村ごとに設定する

こととしております。  

今の説明で保険料と保険税の表現が混在しておりますが、国保につきましては、それを保険

料として徴収するか、あるいは税金として徴収するかは各保険者、市町村が判断できるとされ

ております。本県におきましては全ての市町村が保険税という形で徴収しておりますけれども、

国の資料・ガイドライン等では標準保険料率という言葉を使っておりますので、言葉が混在し

ておりますが、中身としては同じということで、本県の場合は税ということで考えていただけ

ればと思います。 

  続いて５番の激変緩和措置についてでございます。今回の財政運営の仕組みが変更されるこ

とに伴いまして、一部の市町村では、保険税負担が現状よりも上昇する可能性があることから、

激変緩和措置を講じることとしております。 

方法としては２つございまして、（１）１つ目が市町村ごとの納付金の額を決定する際の配慮

ということで、この後ご説明します実際の納付金の算定にあたって、医療費水準や所得水準を

反映するのですが、そういった水準を反映させるための係数を調整することによりまして、市

町村間の差を小さくしようとするものでございます。 

これらの係数につきましては、国が示したガイドラインを基に、都道府県ごとに決定するこ

とができるということになっておりますので、格差を少なくするような係数の設定も可能とな

っております。ただし、格差を縮小するということは、医療費水準の低い市町村が、高い市町

村の負担をカバーすることになりますので、県内市町村間の調整が必要というものでございま

す。 

２つ目が都道府県繰入金による配慮でございます。(１)の係数の調整については、県内で同

じ係数を使いますので、個別の市町村ごとの激変緩和措置が行えるわけではないことから、現
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在、市町村の個別の事情によって交付しております県の特別調整交付金という制度がございま

すが、それに相当します 30 年度以降の県の繰入金というのを活用しまして、市町村ごとの事情

による激変緩和措置を設けるというものでございます。 

これらの激変緩和措置につきまして、どの程度の繰入金を活用するのか、どのような交付に

するのか、などについてはまだ未定であり、今後市町村との協議を進めていくこととしており

ます。 

６番の運営方針についてございます。都道府県及び市町村の国保事業の運営に関する統一的

な方針として運営方針を定めるということになっております。 

国が示した記載項目では、必須項目４項目、任意項目４項目ございますが、本県では、任意

項目を含めた８項目について運営方針として作成することとしております。 

対象期間につきましては、32 年度までの３年間ということにしております。これにつきまし

ては、本県の保健医療の全体的な計画であります岩手県保健医療計画が６年間の計画というこ

とになっておりまして、その中間年の３年ごとに見直すということにしております。 

続きまして３ページをご覧いただきます。 

３ページは今年度のスケジュールについて記載しております。今年度は、運営方針の作成と

30 年度の納付金・標準保険料率の算定が、県における主な取組となります。 

この運営協議会につきましては、今年度３回開催する予定でありまして、運営方針について

は、この後説明します素案についての意見等を踏まえて修正などを行った上で、９月に開催予

定の第２回の運営協議会にて、中間案についてご審議いただくこととしています。その後 10

月には、法律に定められた手続である、市町村からの意見聴取を行いまして、その意見などを

踏まえて最終案をとりまとめ、11 月に開催の第３回運営協議会で、最終案をご審議いただき、

答申をいただきたいと考えております。 

  運営方針につきましては、協議会の答申を踏まえまして最終的には知事が決定することとな

っております。 

 納付金・標準保険料率につきましては、本日ご説明いたします試算結果を基に、今後、国か

ら 30 年度以降の公費の考え方などが示されますので、それを踏まえまして、市町村との協議を

進めることとしております。 

  第２回運営協議会では、実際の医療費水準、所得水準の反映係数や、激変緩和の具体的な方

法などについてご審議いただく予定でございます。 

  10 月下旬に、国から仮係数が示されることから、係数というのは 30 年度の給付費とか公費

を推計する必要があるのですが、そういった推計に使用する係数が示されることとなっており

ますので、これに基づいた 30 年度の納付金・標準保険料率を算定いたしまして、その結果に

ついて第３回の運営協議会において審議していただいて、答申をいただきたいということを考

えております。 

  確定係数については、国の予算編成が固まった後の 12 月末でなければ示されませんので、

その後、仮係数を確定係数に置き換える作業を行った上で、来年１月に最終的な納付金・標準

保険料率を決定して、市町村に通知することとなります。 

 市町村におきましては、県が示した標準保険料率を参考としまして、30 年度の保険税率を決

定し、30 年度予算への反映、市町村の条例改正等の手続を行うということとなります。 

  なお、本来であれば、国から確定係数が示された最終的な数字で、運営協議会でご審議いた

だくべきものと考えておりますが、市町村において、予算の編成作業や条例改正の手続を行う

ためには、12 月末に国から確定係数が示された後、仮係数を確定係数に置き換える作業を早急

に行いまして、年明け早々には、最終的な数字を示す必要があります。 
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その間に運営協議会でご審議いただくのは日程的に難しいということから、仮係数に基づい

た算定結果によりまして、医療費水準や所得水準の反映係数や、激変緩和の方法などを決定い

たしまして、それに基づいて、県が確定係数への置き換え作業を行った上で、市町村に通知す

るということとしております。 

説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

  ご説明ありがとうございました。 

  今回のこの運営協議会の設置は、国の制度改正に伴うものでございます。今詳しくご説明が

ありましたけれども、この国民健康保険の制度に関しましては、長年に渡って構造的な課題が

色々あるということが指摘されてきたところであります。 

  それに加えて、社会変動など色々とありまして、そういう中で改革があった訳ですけれども、

議事（２）のこの報告の趣旨は制度改革の内容を確認するということでございます。 

  内容の確認をして、それを前提として今後の議論をしていくということでありますので、委

員の皆さんにおかれましては、色々とご確認いただきたいと思っております。 

  また、スケジュールに関して説明がありましたけれども、なかなか現時点で決まっていない

ことも多いということもあります。ですから、今回の協議会から次回の協議会までの間に国か

ら色々考え方が提示されるということもありますし、係数の計算に関しましても今後我々の協

議会の審議と平行して、様々な新しいデータがでてくることもありますが、それら色々な日程

を考え合わせてこのスケジュールということになります。 

  それでは、今のご説明のありました制度改革の内容について、ご質問などがあればお願いい

たします。 

 

○ 高橋聡会長 

大変細かい内容で色々豊富に謳っておりますので、特に今回、今までは市町村でそれぞれ行

ってきたところが、県で取りまとめていくことになりますので、そうすると激変緩和という言

葉もありますけれども、色んな形で調整が必要になってくると。 

そういった調整の中には色々と考えが分かれるところもあるかと思いますけれども、前提と

してこのような制度改革の概要をやっているということについての確認をしていきたいと思い

ますが、何かございませんでしょうか。 

 

○ 高橋聡会長 

  それでは、特に質問がございませんようですので、進みたいと思います。 

次に（３）に入りたいと思います。（３）は「岩手県国民健康保険運営方針の素案について」

ということで、これは皆さんに議論いただいて、今後決めていくという方向でございますが今

日は素案について県から提出いたしますので、それに基づいて色々とご意見をいただきたいと

いうことであります。 

先ほどスケジュールの説明がありましたとおり、これから国から示されるものもありますし、

色々と市町村との協議ということもあります。その上で、今日出された様々な意見を踏まえて

９月の次回の協議会に向けて内容を再検討して案を作っていきたい、ということでありますの

で、そのために今日様々なご議論をお願いしたいというところであります。 

それでは、（３）の議事について「岩手県国民健康保険運営方針の素案について」、事務局か

ら説明をお願いいたします。 



11 

５（３） 岩手県国民健康保険運営方針の素案について 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

運営方針の素案について、ご説明いたします。 

資料は、資料３‐１が素案の概要、資料３‐２が素案の全体版ということになっています。 

運営方針につきましては、これまで市町村との協議を重ねてきたところでございまして、こ

れまでの協議結果を踏まえて素案をまとめたところでございます。 

今後、引き続き市町村との協議を重ねますとともに、市町村からの意見聴取などを踏まえて

内容を修正するとともに、運営協議会での審議を経まして、12 月に決定したいと考えておりま

す。 

本日は、資料３‐１の概要版によりまして、ご説明をさせていただきます。 

  左上、「１ 基本的事項」についてでございますが、対象期間は平成 32 年度までということ

で、３年ごとの見直しということとしています。 

国が示しました策定要領におきまして、必須項目４項目に任意項目４項目ということで示さ

れておりまして、本県では、任意項目を含めた８項目について記載するということでございま

す。 

概要版の、２から５までの４項目が必須項目で、６から９までの４項目が任意項目というこ

ととなっております。 

「２ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し」につきましては、医療費の将来見

通し、赤字解消・削減の取組、財政安定化基金の運用などについて記載しております。 

医療費の将来見通しにつきましては、県全体の国保における医療費の動向、市町村ごとの保

険税の水準、財政状況の現況などのほか、将来の国保財政の見通しについて記載することとな

っておりますが、将来の見通しにつきましては、現在、県が策定作業を進めております、平成

30 年度からの医療費適正化計画におきまして試算中でありますので、それを踏まえて今後記載

することとしています。 

赤字解消・削減の取組につきましては、市町村が解消・削減する必要がある赤字の定義、赤

字市町村となる要件などについて記載しております。 

また、赤字市町村となった場合には、解消・削減の取組、その目標年次等の計画を県に提出

することとされています。 

続いて、財政安定化基金の運用につきましては、基金の運用の基本的なルールを記載してお

ります。 

まず、市町村に対する貸付・交付につきましては、市町村において保険税が当初の計画より

も集まらなかったために、県に収める納付金の財源が不足した場合に、基金から貸付を行うこ

ととなっています。貸付金につきましては、納付金に上乗せをしまして、原則３年間で県に償

還していただくことになります。 

  また、保険税の収納不足の理由が、特別な事情による場合は、不足額の２分の１以内の額を

基金から交付、貸付ではなくて交付することとなっています。 

 この特別な事情につきましては、今後、国から示される予定ですけれども、多数の被保険者

の生活に影響を与える災害が発生した場合ですとか、地域企業の破綻、主要産物、農産物等の

価格が大幅に下落するなど、地域産業に特別な事情が生じた場合などについては交付するとい

うこととなっております。 

次に、財政安定化基金の取崩しにつきましては、県全体の医療給付費が当初の見込みを上回

った、最初に県で集めるべきお金の見込みが少なすぎたという場合ですが、そういった交付金

の財源が不足した場合につきましては、その不足分について、この基金を取り崩して市町村に
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交付することとなっています。 

取り崩した分につきましては、翌年度以降の納付金に含めて市町村から徴収いたしまして、

基金へ繰り入れるということとなっております。 

  続いて、（３）特例基金の活用についてですが、先ほど説明しました制度の見直しによりま

して、税率が上昇するような市町村には、激変緩和措置を講じることとしておりまして、その

財源といたしまして、財政安定化基金の中に特例分として基金を積み立てることとしておりま

す。 

続きまして、「３ 市町村における保険料（税）の標準的な算定方法」についてでございます。 

保険税水準の統一につきましては、先ほど触れましたけども、本県の場合は、当面の間は、

保険税水準の統一は行わずに市町村個別の保険税水準とすることとしております。 

なお、統一の時期につきましては、医療費適正化の取組などによる医療費水準の平準化の状

況を踏まえまして、運営方針見直しの際に検討することとしております。 

 次の納付金算定の考え方につきましては、この後ご説明いたしますので、ここでは省略させ

ていただきます。 

 激変緩和措置につきましては、激変緩和措置の方法といたしまして、先ほど説明した２つの

方法ということで、医療費の反映係数、所得の反映係数の値を設定する場合と、県の２号繰入

金を活用する措置があるということでございます。 

標準的な保険税算定方式につきましては、標準保険料率の算定の方法について記載しており

ます。算定方法については、３方式、所得割、均等割、平等割ということで、市町村の保険税

の賦課については、県内、３方式でやっている市町村と４方式と呼ばれる、これに資産割を加

えた方法でやっている市町村がございますが、標準保険料率については、３方式を用いて算定

することとしております。 

算定に使います収納率につきましては、直近３か年の平均収納率により設定することとして

おります。 

  「４ 市町村における保険税の徴収の適正な実施」についての項目でございます。 

ここでは、保険税の適正な徴収を実施するための取組について記載しておりまして、市町村

ごとの収納率の目標についても記載することとしております。 

収納率の目標につきましては、現在、市町村の規模によりまして収納率に開きがあるという

状況を踏まえまして、現行で県の方で広域化等支援方針というものを作っているのですが、そ

の方針の中にも収納率目標を設定しておりますけど、同じ考え方で被保険者の規模別に設定し

たいと考えています。 

その他、収納率向上の取組について、市町村・県それぞれの取組を記載しております。 

 「５ 市町村における保険給付の適正な実施」についてでございます。 

ここでは、保険給付が統一的なルールで確実に行われるための取組を記載しているところで

ございます。 

保険給付の点検につきましては、これまで保険者である市町村が行っておりましたけれども、

今回、県も、市町村とともに運営を担うということから、県において専門性・広域性を発揮し

た保険給付点検について、費用対効果も含めまして、実施について市町村と協議をしていくと

いうことでございます。 

続きまして、不正請求に関する返還事務についてですが、医療機関などの不正請求があった

場合の返還請求についても、これまで個別の市町村ごとに対応しておりましたが、これについ

て県に委託することができることになっておりますので、委託する場合の要件等について、今

後、協議することとしております。 



13 

  保険給付に関する取組につきましては、県としましては、国保連合会と連携しながら市町村

の取組を支援していくこととしています。 

  高額療養費の多数回該当についてですが、これにつきましては直近の 12 か月間で高額療養

費に該当する月が４回以上ある場合は、４回目以降は高額療養費の負担額が少なくなるという

既存の制度でございますが、これまで市町村個別に運営をしておりましたので、他の市町村に

住所を異動しますと、また１回目からカウントすることとなるのですが、今後、県も保険者と

なるということで、制度改革後は、県内の市町村間の異動であれば、県外に転出しない限りは、

その回数を引き継ぐということになります。 

 ただし、その場合、世帯の継続性ということで、そのまま同じ構成で異動すればよいのです

が、世帯員が増えたとか減ったとか、色々な基準がございますので、そのような継続性の基準

については、国が示した基準のとおり本県としても対応したいということでございます。 

「６ 医療費の適正化に取組」につきましては、県が策定しております医療費適正化計画と

の整合性を図るということとしておりまして、そちらの計画も、今、30 年度からの計画策定中

ということでございますので、それを踏まえまして、今後修正することとしておりますけども、

特定健診とか特定保健指導の実施率の向上、あるいは糖尿病の重症化予防、医薬品の適正使用

などの推進につきまして取組を記載することとしております。 

「７ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進」につきましては、今回、県も保

険者になるということで、市町村の事務の広域化・効率化を推進するとされておりますので、

これにつきましては、平成 30 年度以降、市町村の実務者で構成しますワーキンググループなど

で、共通化について検討していくこととしております。 

「８ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携」につきましては、国保保

険者として、地域包括ケアの構築に向けた取組に留意いたしまして、保健、介護、福祉分野の

施策の連携について、市町村・県それぞれの取組について記載しております。 

最後、「９ 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整等」につきましては、平

成 30 年度以降、この運営方針を推進していくために、県・市町村・国保連合会の協議の場とし

ての会議を設置することなどを記載していることろでございます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

 ご説明ありがとうございました。さて、今回のこの素案ですけれども、全体的には今詳しく

説明いただきましたけれども枠組みが広域化いたしますので、色々な形で調整の仕組みが必要

であるということになります。 

  それで、この概要版で説明されましたけれども、実際にはこの素案という形で詳しいものが

配られていると思いますので必要に応じてそちらも参照され、あるいは説明を求めていただけ

ればと思います。 

 確認しますとこの概要は、２番は全体的な費用財政の見直し、３番は標準的な算定方法、こ

れは激変緩和措置を含みますので重要なところで、詳しい算定の中身については次の議事にな

るところです。 

４番、５番、６番、これは様々な形で今まで市町村の方でやられてきた訳ですけれども、ど

うしても収納率にも差があるとか、いろんな状況に考えがあるということ、これは本県に限ら

ず全国どこでも現状があるわけですけれども、それに関してどの程度どのような調整をしてい

くのが全ての県民において全県的に良いのか課題であります、それが医療費適正化の取組、7

番は効率的な運営の推進、８番は国保の隣接的な領域との連携ということが書かれております。 
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このような形で、概要ということでかなり密度の濃い形で集約されておりますので、なかな

か個々の場面においてどうなのかということは、この概要だけでは分からないというのがある

と思いますので、委員の皆さんにおかれましては、例えばこういう場合、こういう風なケース

についてどうだということも含めてご確認いただければと思います。 

 それでは、この概要版に関するご質問やご意見をお願いしたいと思います。特にこの項目の

順番にはこだわりませんので、お気づきの点から順にお願いします。 

 

  小原委員お願いします。 

 

○ 小原紀彰委員 

  文言の訂正をお願いしたいのですが、５の丸の２つ目不正請求に係るという「不正請求」、

医療機関が不正請求をいかにもやっているというまずい表現なので「過誤請求」という文言に

直してください。 

  なぜかといいますと２年に１回診療報酬改定の説明会がありまして、その解釈によって、ど

うしても指導を受けて、誤りなので戻しなさいということがでてくる訳です。 

 これはけっして不正をやっているという訳ではありません。この不正という言葉を直してい

ただきたい。よろしいでしょうか。 

 

○ 高橋聡会長 

  今の不正請求というのは、一般的な言葉としてこういうように言われるけども、これはあま

り正確ではないというお話でしょうか。 

 

○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長 

  ただいまの意見を参考にして修正させていただきたいと思います。 

 

○ 小原紀彰委員 

  修正してください。 

 

○ 高橋聡会長 

  今のお話のとおり不正請求というのは一般的な用語ではありまして、今ご指摘のとおりあま

り正確な表現ではないと思いますので、今の点も含めて検討していただければと思います。 

 

○ 小原紀彰委員 

  これはやはり重要な言葉なのです。 

 

○ 高橋聡会長 

  つまり制度上正確な表現をすると、正確ではないということになるんですね。おっしゃると

おり誤解を生む表現かと思いますのでしっかりしていただければと思います。 

 

○ 小原紀彰委員 

  総論的なお話で大変恐縮なんですが、医療費というのはどのいうものが含まれているのでし

ょうか。 
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○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  医療費につきましては、一般的な医療給付費ということでございますが。 

 

○ 高橋聡会長 

  どういうふうな趣旨の質問かということで、もう少し詳しくお願いします。 

 

○ 小原紀彰委員 

 医療機関で請求をされている部分を医療費と言っているのでしょうか。それとも、それを運

営するために係る運営費ですとか、健康のためのその他の健康増進運動とか、そういったこと

も医療費に含まれているのかということです。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  ここで言っている医療費につきましては、いわいる純粋的な医療費のところを指しておりま

して、例えば医療費の適正化といった部分は、医療費を適正化しようというような取組のこと

を書いております。 

 

○ 小原紀彰委員 

  岩手県はご承知のとおり全国に比べて低医療費なのですけれども、この低医療費の中で適正

化という言葉は、これはどのような水準まで持っていきたいというお考えでしょうか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

 それにつきましては、先ほどお話した医療費の適正化計画について別途 30 年度からの計画策

定に向けて取り組んでいるところです。その適正化の目標につきましては、そちらの計画との

整合性を合わせながら詰めていくということにしております。 

 

○ 小原紀彰委員 

  今後そういった全国平均に比べてどうかという資料は、後で提出していただけるものなので

しょうか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

 医療費適正化計画のところでそういった資料等も出てくるかと思いますので、その中で必要

なところ、国保の運営方針で必要なところは記載をしていきたいと思います。 

 

○ 高橋聡会長 

  私の意見でもあるのですが、適正化計画との整合性に関しては重要な問題だと思います。適

正化という言葉は国が一般的に使っている言葉なので、国としてはどれが適正だという考えは

なく使っている言葉だと思いますけれども。 

しかし、本県として適正化についてどう考えるかということと、整合性を図っていかなけれ

ばいけませんので、これについてはぜひ資料の提供をよろしくお願いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

  他にございませんでしょうか。 
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○ 松本光一委員 

  保険者の立場からしますと、県の方のこの６番の医療費適正化こちらの方は任意事項なので

すね。必須事項ではなくて、任意事項ということでこの取組をするということは、岩手は低医

療費というふうに小原先生おっしゃいましたけれど、その中でも果たして全国と比べると真ん

中よりは一人当たり医療費は高いということですね。 

私どもはこの適正化ということを目的にしている訳ではないのですけれども、事業者と加入

者の皆様の健康づくりを通しまして、健康経営宣言事業というのを進めておりまして、それが

最終的に結果として、医療費が適正化になることというふうに私どもも進めております。 

そういう中で岩手県さんも保険者としてそういう取組、市町村の取組も県の取組としても予

防を中心に力を入れていくということなので、我々全国健康保険協会とも色んな面で共同して

取り組んでいけると考えておりますので、色んな場で協議していきたいと考えておりますので、

今後ともよろしくお願いしたい。 

 

○ 高橋聡会長  

ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

根子委員お願いします 

 

○ 根子忠美委員 

 分かる範囲で教えていただければと思うのですが、２番の国民健康保険の医療に関する費用

及び財政の見通しの関連で、この冊子の方の資料３-２、２ページの１番下図表２-２、世帯数、

被保険者数の推移があるのですけれども、これを見ますと世帯数が平成 23 年度から平成 27 年

度まで全体とすれば増えているが、一方で国保加入者の世帯数は減っているということでつま

り反比例している。 

これというのは国保以外の医療保険の加入世帯が増えているとか、あるいは医療保険に入っ

ていない世帯が増えているとか、色々と考えられるのですけれども、分かる範囲でどんな要因

があるのか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

 国保の加入世帯につきましては、どうしても高齢化が進んでいるということもあって、75 歳

以上となると後期高齢者の方に移行するということもございます。あとは景気的なこともござ

いますので、ある程度景気に左右されて雇用者保険の方に加入して、国保の方の被保険者が減

るという状況もございまして、そういった様々な要因があって、国保の世帯数については減少

しているという傾向があるかなと思います。 

 

○ 根子忠美委員 

  分かりました特に後期高齢者が増えているということですね、今の回答でなんとなく分かり

ました。ありがとうございます。 

 

○ 高橋聡会長 

  他にございませんか。 

  なかなか、今すぐご覧になって細かいところで指摘されるというのも難しいと思いますが、

はっきりしないところでも結構ですのでよろしくお願いします。 
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それではございませんようですので、ただ今すぐに見て直ちには気づかないということもあ

るかと思いますので、概要と素案の資料３-２の方で、この会議の後でも改めてご覧になってで

すね、詳しいところご覧になった上で、もしお気づきの点などがございましたら、事務局の方

にお伝えいただければと思います。 

今日この協議会で出た意見については、いずれも大変理由があるご指摘かと思いますので、

この点を十分に反映して、次回の案の編成に反映させていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

それではこの議事（３）については以上とさせていただきます。 

次に「(４)国民健康保険事業費納付金等の試算結果について」事務局から説明を願います。 

 

５（４） 国民健康保険事業費納付金等の試算結果について 

資料４-１によりまして、試算結果についてご説明をいたします。 

 試算結果の説明の前に、かなり算定の仕方が複雑なものですから、先に算定のイメージにつ

いて、簡単にご説明をさせていただきます。 

１番が、その納付金の算定イメージということです。 

要は、納付金をいかにして各市町村に割り振るかという、割り振り方を決めるものでござい

ます。 

上の方の図にありますとおり、県全体で必要な保険給付費から、公費などを差し引いた分を、

この分をいわゆる税金として集めるということになりますが、それを、応能分（いわゆる所得

割分）と応益分（均等割、頭数割）の２つに分けて算定するということになります。それぞれ

に、所得割については市町村ごとの所得のシェア、均等割については被保険者数のシェアに基

づいて算定いたしまして、さらに市町村ごとの医療費水準を反映させて、市町村ごとの納付金

を出すというのが、大まかな算定の仕方でございます。 

先ほどから、係数、係数という話を出してますけれども、例えば、①の応能分、応益分の下

に、所得シェアをどの程度反映させるか、応能分に配分する割合については、この所得係数、

βと言っておりますが、これにより設定することとなります。同じく、医療費水準のところの

下に点線で囲んでいますが、医療費水準をどの程度反映させるかについては、医療費指数の反

映係数、αと言っていますが、この係数を使って納付金を算定するということです。今後、こ

のαとかβという係数をどうしていくのか、ということを市町村と協議を進めていくこととな

ります。 

  下に算定例ということで書いておりますけども、先ほどのβにつきましては、所得水準が全

国平均と同じということであれば、基本が応能分１：応益分１という割合になるのですが、本

県は全国の平均と比較いたしまして、所得水準が低いということになっております。比率で言

うとここに書いてありますとおり、0.8683 という数字でございまして、その分所得が低いため

に応能分としてなかなか集められないということがございまして、その分応能分の割合が低く

なるということで、１：0.8683 ということになっております。 

仮に、県全体で 186 億円、都合の良い数字で恐縮ですが、これだけ集めなければならないと

すると、応能分 86 億円、応益分 100 億円というのが、本県の配分の仕方になるということでご

ざいます。 

 ②については、さらにそれを市町村ごとに割り振るということで、極端な例ですが、仮にＡ

市、Ｂ市、Ｃ町の３つしかないと仮定して、所得については４対４対２の割合、同じく均等割、

被保険者数については３対４対３の割合であるとすると、ここにあるような数字で割り振ると

いうことになります。 
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  さらに、そこに市町村ごとの医療費水準を反映させるということで、医療費の水準が県の平

均以下であればその分納付金が少なくなる、逆に県平均以上だと多くなるというような調整を

するということでございます。 

 この結果、Ａ市については応能分 30 億円と応益分 26 億で 56 億円、同じくＢ市については

82 億円、Ｃ町は 48 億円と、簡単に言うとこのような市町村ごとの割り振りをするということ

で、これが医療費水準なり所得水準を反映させるという趣旨でございます。 

  次に２ページに移りまして、こちらは、納付金を集めるために、各市町村でどの位の税率に

すれば納付金が集まるかというものを県が示す標準保険料率の算定のイメージでございます。 

  市町村においては、県に納める納付金のほかに、自前で行っている保健事業等がございまし

て、これについても保険税として集める必要があるものでございます。ですので、納付金＋こ

の保険事業の費用等は上乗せした形で税率を決めなければならないことになります。 

一方で、上の方に、市町村向け公費等と収入の欄に書いてありますが、市町村に直接入って

くる、冒頭説明しました保険者の努力支援制度や市町村の個別事情によって配分される特別調

整交付金という公費がございますが、これらが入ってくれば、要はその分納付金に充てられま

すので、その分税率は低く抑えられるというような構造になっております。 

さらに、それを市町村ごとの収納率に応じた調整を行うというのが、標準保険料率の算定の

仕方でございます。 

  下に、算定例ということで書いておりますが、これもあくまで仮の数字ですが、先程のＡ市

が 56 億円県に納めなければならないとした時に、ここは保健事業に４億かけていますとなれ

ば、本来であれば 60 億円集めなければならないのですが、一方で、先ほどの市町村向けの公

費が 17 億円入るということであれば、それを差し引いて 43 億円分を税金として集めることと

なります。 

  さらに収納率の調整ということで、仮に収納率が 90％であるとすると、10％分あらかじめ税

率を上乗せしておかないと、その分集まらないということなので、その分を上乗せして、47 億

円分を税金で集めるということになります。 

  総額はこのような形になりますけども、最終的には、先ほど言いました所得割、均等割、平

等割という構成になっておりますので、所得割であれば所得の何％、均等割であれば１人いく

ら、平等割であれば１世帯当たりいくらといった税率を県が算定して、各市町村に示すという

のが全体の流れでございます。 

  続いて、３ページが、今回の試算の結果ということでお示しをしているものでございます。 

 今回は、あくまで試算ということでございますので、今後、αとかβといった係数あるいは

激変緩和をどうしていくのかというものを、今後、市町村と協議していくための参考として、

一定の条件を設定しまして試算をしたところでございます。 

 ２番に、試算の前提条件を書いておりますが、（１）が 30年度から新たに追加で入ります 1,700

億円の公費、これについては含めていないというところです。 

後は、市町村の個別事情によって交付されております国・県の特別調整交付金、これについ

ては現時点で確定しております 27 年度の実績を反映しております。ただし、東日本大震災によ

り被災した市町村に対しまして、医療費が増加したことに対して国から特別調整交付金が平成

24 年度から入っておりますけど、これについては段々削減されておりまして、27 年度と 28 年

度の乖離が大きいということで、これについては 28 年度の実績を反映させています。 

後は、算定に当たりまして、市町村から様々なデータを出していただいているのですが、そ

ういった市町村の基礎データについては決算が確定しております 27 年度実績を基準としてい

るということです。 
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後、収納率については、直近３か年の収納率を反映しているということでございます。 

 その下の図につきましては、先程説明した公費等について、その内容を記載しているという

ことでございます。これでもわかるとおり、27 年度実績だったり、試算に含めていないという

ことです。こういった市町村向けの公費の額が、標準保険料率の算定に大きく関わってくる訳

ですけど、30 年度以降の公費の考え方が、まだ国の方から示されておりませんので、その状況

がまだ現時点ではわからないということで、今回の試算については、あくまで、現在交付され

ている公費の考え方に基づいて算定しているところでございます。 

その結果、３ページの一番下、太囲みで敢えて強調させていただいたのですが、今回の試算

につきましては、市町村と協議を進めるための参考ということで、先ほど申し上げた条件で算

定しているものでございますので、今回の試算結果と実際に 30 年度の納付金・標準保険料率と

は大きく異なる可能性があるということについては、ご理解をいただきたいということでござ

います。 

４ページに、実際の試算の方法について書いております。 

  今回、今後の協議を進めるための参考ということですので、幾つかのパターンを想定して試

算を行ったところです。 

  具体的には、医療費を反映させる係数であるαをどうするか、所得を反映させる係数である

βをどうするかという辺りを、パターンを変えながら３パターンで試算を行ったところです。 

３の（１）のαにつきましては、医療費水準をどの程度反映させるかということを設定する

ための係数ということで、αを１とすることは現状の医療費水準の格差をそのまま納付金に反

映させるということ、0.5 というのが反映割合を半分程度にしましょうというもの、α＝０と

いうのは市町村間の医療水準を全く反映させないということで、要は県内で統一した保険料の

水準にしようというものがα＝０でございます。国のガイドラインにおきましては、α＝１と

いうのが原則とされています。 

βにつきましては、先ほど説明しましたとおり応能分に配分する割合をどうするかというこ

とで、本県は 0.8683 と国から示されております。これについても、国のガイドラインでは都道

府県ごとの所得係数を用いるのが原則とされているところでございます。 

  （３）の試算方法ということで、今回、３パターンで試算した結果をお示ししているところ

でございます。 

ケース 1 が、国のガイドラインに基づいたパターンということで、αが１、βが岩手県の係

数ということで 0.8683 を使っております。 

ケース２としては、仮に医療費水準を半分しか反映しないと想定した場合はどうかというこ

とで、βはそのままでαを 0.5 に変えたものです。 

ケース３については、αは１ということで、βの値を全国平均と同じ１と仮定した場合とい

うことでございます。 

今回、３パターンお示ししましたが、最終的にこの３つの中からどれかを決めるということ

ではなくて、α、βについては、その組み合わせによって無数のパターンがございます。αを

0.9 なのか 0.95 なのか 0.8 なのか。色々なパターンがございますけど、今回は傾向を見るため

ということで、この３パターンについて試算をしたところでございます。 

４番に、その試算の結果ということでお示ししておりますが、（１）が、３つのケースがあり

ますが、それぞれの比較ということで、ケース１の場合だと１番高いところが 145,858 円、一

番少ないところが 97,439 円ということで、差が 48,419 円でございましたが、ケース２ですと

その差は 35,000 円余りということで、１と２を比較しますと差額が 12,551 円縮小していると

いうことで、αを１にするか、0.5、少なくするかによって影響が大きいということが試算結果
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からわかったところでございます。 

一方、βの値を変えたケース１とケース３を比較すると、差が 1,152 円ということで、βを

変えることによる影響は少ないという辺りが、今回の試算結果から見えてくるかなと考えてお

ります。 

続いて、５ページの（２）が、仮に 27 年度、現状の保険税と比較すればどうなるのだろうと

いうことでの比較でございます。これは、国のガイドラインに示されたケース１の場合に限っ

て比較をしております。 

県平均で見ますと試算結果は 113,937 円となっておりまして、27 年度の保険税の実績である

98,456 円と比較しますと 115.72％ということで、15％程増加するという結果になっております。 

ただ、これにつきましては、下の枠囲みの中の⑤に記載しているとおり、現在、市町村によ

りましては、一般会計から国保の特別会計の方に繰入を行ったり、また、これまでの国保会計

の中の黒字分等を積み立てた財政調整基金という基金を持っているのですが、そういった基金

を取り崩すことによりまして、保険税を抑制している、抑えているという場合がございまして、

今回の試算につきましては、そういった繰入などは行わないで、必要な保険税総額を全て保険

税で賄うとどうなるかという前提で算定しているものですから、27 年度の実績、先ほどの

98,456 円と比較しますと、かなり増加額が大きいということになります。 

ただ、これだと今回の試算結果と条件が違うということになるので、その条件を合わせたの

が、右端の「27 年度保険税＋繰入金等」ということでございますが、これと比較しますと、5.56％

増ということで、先ほどのケースと比較すると 10％位増加幅が圧縮されるということになって

おります。 

個別の市町村ごとを見ますと、１番増加率が大きいのが陸前高田市になっております。だい

たい金額で 43,000 円程、率で言うと 42.34％の増加。逆に減少する、少なくなる市町村もござ

いまして、１番減少幅が大きいのは奥州市ということで、17,000 円程減るということで、率で

言うと 85.5％という状況でございます。 

  なぜ現状よりも増加する市町村があるのかということでございますが、そこについては再度

箱囲みの中をご覧いただきたいのですが、１つは、１人当たりの医療給付費が伸びているとい

う状況がございますので、どうしても標準保険料率も増加する傾向にあるというところでござ

います。 

１人当たり医療給付費については、次の６ページにグラフをお示ししておりますけども、こ

れは、あくまで県内の国保に限った数字ですが、国保の医療給付費についてはほぼ横ばい。下

に棒グラフで書いてありますが、ほぼ横ばいでございます。一方、被保険者数は、先ほどもお

話しにありましたが、世帯数、人数ともに減少傾向ということでございます。そのために、ど

うしても１人当たりの医療給付費については増加しているということで、25 年度から 27 年度

で比較すると年間 4.25％位は増加しているというような状況でございます。 

すみません、５ページに戻っていただいて。 

そういった事情もあるので、どうしても、その分は保険料として伸びる形になるということ

と、後は、医療費水準あるいは所得水準に応じて納付金を配分しますので、県内の市町村の中

で、医療費の水準あるいは所得水準が高い市町村は納付金が高くなって、１人当たりの標準保

険料率も高くなるという傾向がございます。 

④ですが、医療費水準、所得水準もそうなのですが、プラス、国からの特別調整交付金、こ

れの影響がかなり大きいということで、これらがたくさん入っている市町村は、その分税率を

下げられる、少なくなるのですが、そういったものが少ない市町村については、どうしても標

準保険料率が高くなるというような傾向にあるということでございます。 
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５番、今後の対応についてでございますけど、今回の試算につきましては、あくまで 27 年度

実績を基準としているということで、夏頃に国の方から、30 年度の公費の考え方が示されます

ので、それらを踏まえまして、実際には 30 年度の見込みはどうかというもので算定を行うこと

としています。 

また、今回、こういった試算結果を出しましたので、これを参考にしながら、実際の医療費

水準の反映係数α、あるいは所得水準の反映係数β、激変緩和などについて、市町村との協議

を進めていくことにしております。 

  最後、※印で書いているのが、今後、激変緩和について考えていくということになっている

のですが、これについては、現在の１人当たりの保険税と繰入れなどを行わないで保険税で全

てを賄った場合ということなので、上の表でいうと、「27 年度保険税」と比較するのではなく

て、「27 年度保険税＋繰入金等」、こちらと比較して、繰入れなどがなかった場合の税率と比較

して、急激に伸びた市町村に対して激変緩和するということでございます。 

  なぜかというと、27 年度保険税と比較してしまいますと、繰入れをして保険税を安くしてい

る市町村が激変緩和の対象となる一方で、保険税を高めに設定していて繰入れがなくてやって

いた市町村が逆に激変緩和の対象とならないなどという不公平が生じるということになるの

で、繰入れなどを行わなかった場合と比較して一定程度伸びた市町村については激変緩和をす

るというような考え方にしているところでございます。 

続きまして、７ページは、先ほど説明した試算結果をグラフ化したものでございます。 

試算結果の１が、ケース１の場合の市町村ごとの比較ということでございます。 

その下の２番が、ケース１とケース２の比較ということで、先ほど少し説明しましたが、ケ

ース１よりもケース２の方が増減幅がならされているというグラフになっております。 

８ページのグラフ、３番が、ケース１とケース３の比較ということで、βを変えてもあまり

影響がないということのグラフになります。 

４番が、平成 27 年度保険税とケース１の比較ということでございます。赤で表示しているの

が今回の試算結果、青が 27 年度の保険税額ということになっております。これだけ比較すれば、

かなり増える市町村が多いのですが、先ほど言った市町村の基金の取り崩しとか赤字補填の繰

入れ、これらを緑とか青・点線で示しておりますが、これらを加味した形で見ると、増えると

ころと減るところが同じくらいになるというような市町村ごとの傾向があるというところでご

ざいます。 

  最後、資料４‐２に、Ａ３の１枚ものの資料を付けております。これは、先ほど説明した試

算結果の市町村ごとの一覧という形で付けたものでございます。 

 表の左側に、現状ということで、医療費指数、所得指数と書いていますが、全県の平均が１

ですので、１を上回っている市町村については、どうしても納付金・標準保険料率が高くなる

というような傾向があるということでございます。 

その次が、27 年度の保険税ということで、（Ａ）としているのが実際の保険税で、（Ｂ）とし

て保険税＋繰入金等としているのが、繰入金等を全て税金で賄うとした場合は 27 年度このくら

いの保険税が必要となってくるというのを仮に試算したものでございます。それ以降は、ケー

ス１、ケース２、ケース３、それぞれの試算結果と 27 年度の実績あるいは 27 年度の保険税に

繰入金等を加えたものとの比較というものの一覧という形で載せたものでございます。 

繰り返しでございますけども、今回の試算につきましては、医療費水準の反映係数、所得水

準の反映係数、激変緩和の方法等について、これから市町村との協議を進めていくための参考

といたしまして、先ほど説明した様々な条件の下で算定したものということでございます。市

町村によりましては、今回の試算結果と実際にお示しする 30 年度の納付金・標準保険料率が大
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きく異なる可能性があるということについては重ねてご説明させていただきます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○ 高橋聡会長 

説明ありがとうございました。大変細かい話ですので、なかなか議論するのも難しいと思い

ますが、全体の試算については所得水準の反映、医療費水準の反映、それから激変緩和措置と

いうことで色々変わってくる。 

それからモデルが示されておりますが、あくまでモデルでございましてこの３種類の中のど

れかという話ではございません、その中間系など色々あるわけでございます。しかし、議論し

やすくするために、途中でありましたようなモデル化をして示しているということであります。 

さて、既にこの会議の予定時刻というものを過ぎているのですが,大事な話でありますので、

ご意見、ご質問ありましたらぜひお願いします。 

 

木村委員お願いします。 

 

○ 木村宗孝委員 

  難しくてよく分からないところが多いのですが、この会議は毎年ずっと繰り返しこのスケジ

ュールで行っていくということでしょうか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  ありがとうございます。この会議自体来年度も続くということで説明いたしましたが、今回

は 30 年度に向けた準備ということで方針の策定や新たに納付金の算定方法などを決めなけれ

ばならないということで、今年度３回お願いしておりました。 

おそらく来年度以降は運営方針の進捗状況の管理ですとか、納付金のルールはある程度今年

度決めますので、実際 31 年度以降はどういう風な税率になるのかということの確認のようなも

のだと考えておりますので、回数としては年１回か２回くらいの開催ということで考えていま

す。 

 

○ 木村宗孝委員 

 これから地域医療構想だとか、医療介護の方で色々変わってくるようなものもあり、あとは

高齢化の問題など、色々と要素が変わってくると思います。 

そういうことを考えると毎年出していかないと、この時は良かったけれども、例えば矢巾町

には岩手医大が移転するなどして医療費がぐんと上がるなどといった可能性もある、あとは震

災でいっぱい補助をもらっている市町村というのも少なくないと思いますので、毎年しっかり

見ていかなければならないのではないか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  ありがとうございます。標準保険税率や納付金は毎年定めることとなっておりますので、そ

ういった様々な事情の変化等も踏まえながら毎年お示しすることにしております。 

 

○ 小原紀彰委員 

  市町村国保の病院や診療所の問題です。岩手県の地域医療を支えるために一生懸命頑張って

おられますけれでも、ほとんどが赤字です。 
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その赤字の補填は、その市町村がこの国保税から補填されているのか、何か別の特別交付税

とか別のもので穴埋めされているのでしょうか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  おそらく一般会計からの繰入れなどもされていると思いますし、そういった様々な交付金等

を活用した中でそれぞれの診療所は運営されているのだと思います。 

 

○ 小原紀彰委員 

  そうすると今回の国保税の算定根拠には組み入れていないと考えてよいか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  そうです、納付金はあくまで医療費分ということです。先ほどの話で保健事業というのは、

市町村個別の事情で別途集めるということを話しましたが、そちらの方の分野に入ると思われ

る。納付金とはまた別の形です。 

 

○ 澤口則子委員 

  私たちは野田村で、東日本大震災で被災した訳で、私自身も大規模半壊で現在医療費は免除

されております。それで、医療費の免除は今年の 12 月 31 日まででしょうか。１月１日から全

部負担ということになる訳ですよね。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  まず今年いっぱいは免除することとしておりまして、来年１月１日以降はこれから市町村と

相談しながら決めることとしております。 

 

○ 澤口則子委員 

  もし、そういったことになった場合、被保険者の人たちは国保税を納めているわけですが、

今は病院で支払いは免除されております。それが、個人で負担するようになる場合は国保にど

れくらいの影響があるのでしょうか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  それは一部負担金の免除が無くなった場合に、市町村に対してどういった影響があるかとい

うことでしょうか。 

 

○ 澤口則子委員 

  医療費の額が、かなり負担が出るような推定があると思うがどれくらいでしょうか。今現在

この被災者の医療費は国の方から負担しておりますよね。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

 この国保の一部負担金を免除しているのは、つまり３割分を負担なさっていないというのは、

国の方からその８割が特別調整交付金できておりまして、残りの２割を県と市町村で負担する

という形となっております。 
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○ 澤口則子委員 

  分かりました。その場になってみないと分からないことですものね。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  すいません、細かい数字などは今日は持ち合わせておりません。 

 

○ 根子忠美委員 

  係数αとβの話で、最終的には市町村と協議して決めるということですが、無数のケースが

あるという風にお聞きしたのですが、αというのは０と１の間で係数を決めていくことになる

と思うが、βというのは１と 0.8683 以外の数字というのは、例えば東北平均を適用するなど

そういった考え方がでてくるのか。 

 

○ 鎌田保健福祉部国保担当課長 

  正直 0.8683 以外の数字を使うというのは、それなりの理由がないとその数字が使えないの

で、なかなかそれ以外の数字を使うという理由を見出すのは難しいと現段階では考えている。 

 

○ 根子忠美委員 

  βを変えても影響が少ないという試算が出ているので、おそらくそれ以外の数字はでないと

思うが、それはこれからの協議だと思います。 

 

○ 高橋聡会長 

 αは多様だけれども、βはあまり多くは考えれないと、そういうことですね。 

 

○ 高橋聡会長 

  それではまだ色々あるかと思いますけれども、時間を超過しておりますので議事を以上で終

了させていただきたいと思います。 

  それでは、今日先ほど質問の後にもありましたけれども、細かい数字を求めるようなものに

関して、必ずしも今質問にちょうど良いものがでてくるものではないと思いますので、後で資

料をご覧になってお気づきの点については事務局の方におっしゃっていただければと思いま

す。それでは、これをもちまして本日の議事を終了いたします。 

 

６ 閉 会 

○ 藤原保健福祉部健康国保課総括課長  

 高橋会長ありがとうございました。 

  以上を持ちまして、本日の協議会を閉会いたします。委員の皆様のご協力に感謝いたします。

ありがとうございました。 

 

 


