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平成３０年度 第２回浜松市国民健康保険運営協議会会議録

１．日 時  平成３０年１２月 ６日（木）１９時００分～２０時１０分

２．場 所  浜松市役所 本館８階 全員協議会室

３．議 題  （１）国民健康保険事業の健全な財政運営について 

ア 事業の状況について 

イ 平成３０年度の決算見込みについて 

ウ 平成３１年度の収支見込みについて 

（２）その他 

出席委員  藤澤 智実   鈴木 知代   藤田 欣宏

大石 直裕   野澤 英子   品川 彰彦

  欠席委員  川島チエミ   野口 泰之   宮本 慶子

≪開会≫ 

≪鈴木副市長より諮問・あいさつ≫ 

≪会長あいさつ≫ 

≪会議及び会議録の公開≫ 

藤澤会長 ：本日は、川島委員ほか 2名の委員が欠席されていますが、委員の半数以上が出

席しておりますので、浜松市国民健康保険運営協議会規則第5条の規定により、

会議は成立いたします。 

では、会議及び会議録の公開につきまして、委員の皆様方にお諮りいたします。 

本日の議題は、「国民健康保険事業の健全な財政運営について」が主なものです。 

       原則どおり、公開することにしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

≪異議なし≫

藤澤会長 ：それでは、本日の会議及び会議録については、公開することといたします。

なお、今回の議事録署名人は、被保険者代表の野澤英子委員と保険医代表の藤

田欣宏委員にお願いします。

では、一般傍聴希望者がいましたら、入室してもらってください。

≪傍聴者入室≫ 
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≪議題≫ 

藤澤会長 ：それでは、議事に入りたいと思います。 

皆さんのお手元には、ただいま副市長からお受けしました諮問書の写しをお

配りしてあります。この諮問書にあります、平成 31 年度国民健康保険料率等

につきまして、運営協議会としての答申を来年 1 月中に提出したいと考えて

おります。本日の協議会で収支見込などをご説明いただき、委員の皆さんか

らのご意見を頂戴いたしまして、次回の協議会で答申に向けての審議を行っ

ていきたいと思います。 

なお、本日の進め方につきましては、議題に沿って事務局から内容を説明し

ていただき、その都度質疑、意見交換を行いたいと思います。 

では、議題（１）「国民健康保険事業の健全な財政運営について」「ア 事業

の状況について」を事務局から説明をお願いします。 

≪桔川グループ長より、資料に基づいて説明≫

藤澤会長 ：ただいまの説明について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。

大石委員 ：減免件数は増えているのでしょうか。資料 3 ページに法定軽減額と書かれて

いますが、これは減免も関連しているのでしょうか。 

安間課長 ：法定軽減は法で定められている制度のひとつで、減免は別の制度として存在

します。法にも規定されていますが、市の条例で減免について規定しており、

さらに要綱の規定に基づいて減免制度を運用しています。

大石委員 ：この法定軽減額の中には申請の減免は含まれていないということですね。

安間課長 ：含まれていません。

大石委員 ：減免の件数や金額の一覧表はないでしょうか。

安間課長 ：今回の資料には記載していませんが、平成 29 年度の減免件数は 856 件で、  

金額は 28,424 千円です。平成 28 年度の減免件数は 790 件で、金額は 26,048

千円となっています。 

大石委員 ：わかりました。
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藤澤会長 ：それでは、次に「イ 平成 30年度決算見込について」事務局から説明をお願

いします。 

≪桔川グループ長より、資料に基づいて説明≫ 

藤澤会長 ：ただいまの説明について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

大石委員 ：一般会計からのその他分繰入金ですが、前年度の説明では保険料の集まらな

かった額の半分を補填しているという話がありましたが、今年度、あるいは

来年度はどうなるのでしょうか。 

安間課長 ：資料 4 ページの「一般会計繰入金（その他）分」についてのご質問かと思い

ます。平成 29年度決算では 9.7 億円の繰入れを行いましたが、これは保険料

の未収納分から一定のルールに基づき算出した分を繰入れました。 

平成 30 年度は、今回の国保広域化によって、「一般会計（その他分）」からの

赤字補填が制限されるようになりましたので、その他分の繰入れ見込みは 4.9

億円となっています。30 年度のその他分繰入れは、法定分として計上したも

のを合わせますと 29 年度とほぼ同額ですが、赤字補填とならないように、4.9

億円は「その他分」、残りは「法定分」の繰入れに整理しました。これまでそ

の他分として繰入れていたものを振り分けたものです。 

大石委員 ：わかりました。

安間課長 ：補足させていただきます。

前回の運営協議会で、平成 29 年度決算における収支差額が 33 億円の見込で

あるとご説明しましたが、この繰越金の取扱いにつきまして、今回、事務局

としましては、33億円の約半分の 17 億円を基金として積んでいくことを提案

させていただいております。残りのうち、約 10 億円は国へ精算分として返還

しますので、33 億円から 17 億円を基金に積んで、更に約 10 億円を返還した

分の残りを平成 31年度収支見込みの中で前年度繰越金としています。 

藤澤会長 ：それでは、次に「ウ 平成 31年度収支見込について」事務局から説明をお願

いします。 

≪桔川グループ長より、資料に基づいて説明≫ 
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藤澤会長 ：事業費納付金について、まだ係数が確定していないということですが、最終

的には見込みのままで 1 月中旬に答申を行うことになると思います。事務局

にお聞きしますが、係数が確定するのが 1 月下旬になるのは外来的な要因の

ためスケジュールを動かせないことはわかりましたが、確定係数と仮係数に

よる見込みのズレは昨年の実績ではどの程度になるのでしょうか。 

安間課長 ：試算につきましては、国が示した仮係数で都道府県が試算を行った後、市町

へ結果を示すという手順を踏んできております。確定係数による納付金額に

ついても、昨年度と同じような流れとなっていますので、スケジュール的に

は動かせないのは致し方ないことであると思っています。 

1 月下旬に出てくる確定金額と現在示されている仮係数による事業費納付金

に大きな乖離はないだろうというのが私どもの見立てです。 

藤澤会長 ：大きな乖離がないというのは、どの程度を念頭にイメージしているのでしょ

うか。 

座馬補佐 ：昨年度の仮係数と確定係数による事業費納付金の差は 1 億円に満たない状況

でしたので、今回も大きい差は出ないだろうと考えています。 

藤澤会長 ：その乖離というのは事業費納付金が仮係数よりも確定分が下がったというこ

とでよろしいのでしょうか。 

座馬補佐 ：県内の多くの市町が仮係数の結果をもって、来年度の当初予算編成を行って

いくものと思われます。仮に、確定納付金のほうが高くなった場合は予算が

組めなくなるなどの影響が生じますので、県も基本的にはマックスの数字を

出してきていると認識しています。そのため、確定金額は仮係数による試算

金額よりも下がってくると考えています。 

藤澤会長 ：試算した数字ではあるが、よほどのことがない限り、確定金額は現在よりも

落ちるということでしょうか。 

座馬補佐 ：そのように考えています。 

藤澤会長 ：そういうことであれば、仮係数による見込みの数字を前提にという話でよろ

しいかと思います。 

      これまでの説明について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 
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鈴木代行 ：事業費納付金はどのように決まってくるのでしょうか。算出方法や基準を教

えてください。 

安間課長 ：事業費納付金の算定プロセスを大きく三段階に分けてご説明しますと、一つ

目として、県が県全体の保険給付費を推計し、県全体の納付金総額を算定し

ます。二つ目として、市町ごとに医療費水準や所得水準が県内でばらつきが

ありますので、これらを反映して市町ごとの納付金を算定します。そして、

算定した金額を各市町へ示し、市町は示された納付金を納めるために保険料

率を決定し、保険料を徴収していくことになります。 

大石委員 ：一般会計からの法定分繰入は、国の基準によるものということですが、どう

いったものでしょうか。 

桔川Ｇ長 ：資料 8ページ、9ページをご覧ください。 

歳入・歳出の内訳をまとめてあります。一般会計繰入金は 8 ページの（ア）

保険基盤安定繰入金、（イ）出産育児一時金分、（ウ）財政安定化支援事業分、

（エ）事務費分、（オ）医療費助成事業減額補填分の 5項目が国保特別会計に

繰入されていますが、国の基準によるものは（ア）（イ）（ウ）（エ）の 4項目

を合計したものになります。（オ）はその他分の繰入になります。 

大石委員 ：前年度 33 億円の黒字があったものを、今年度に基金として 17 億円積み立て

るということですが、31 年度の基金積立は 0 円になっています。せっかく黒

字が出たのに見返りのないまま取り消してしまっているように感じますが、

いかがですか。 

安間課長 ：33 億円の黒字は平成 29 年度です。そのうちの 17 億円を今年度に積み立てて

いきたいというのが今回の提案です。現時点において、平成 31年度は積み立

てる分が出ない見込みということで 0円としているものでございます。 

      資料 7 ページ欄外に今年度末の基金残高の見込みは、現在の 4.8 億円から 17

億円を積んだ形で 21.8 億円として記載してありますが、これは平成 31 年度

末の基金残高にも残っている数字としてご理解いただければと思います。 

藤澤会長 ：ご質問、ご意見ありがとうございました。 

次回の第 3回協議会では、平成 31年度の国民健康保険料等につきまして、運

営協議会としての結論を出し、答申に向けての審議を行いたいと思います。 

      そのほか、事務局からお願いします。 
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座馬補佐 ：次回の日程をご案内します。第 3回運営協議会を平成 30 年 12 月 27 日（木）

午後 7時より開催します。年末の大変お忙しいところ恐縮ではありますが、 

      ご出席をお願い申し上げます。 

藤澤会長 ：ありがとうございました。 

全体を通しまして、ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

大石委員 ：21.8 億円の基金残高があれば保険料率を下げてもいいと思います。一人 1 万

円ずつ保険料を下げても 10 億円程あればできるのではないですか。 

安間課長 ：平成 29 年度は収支差が大きく出ましたが、今年度以降の保険財政がどうなっ

ていくか懸念されるところもありますので、今回、基金として 17 億を積み立

てる提案をさせていただきました。 

藤澤会長 ：基金の残高など、長期的な推移がわかるような資料があったほうが意見形成

しやすいと思います。そのような資料があれば次回お願いします。 

それでは、以上をもちまして平成 30 年度第 2回浜松市国民健康保険運営協議

会を終了いたします。議事の進行にご協力いただきましてありがとうござい

ました。 

≪閉会≫ 

議事録署名人 

   被保険者代表 

   保険医代表 


