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平成３０年度 第３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２７日（木）１９時００分～２１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）平成３１年度国民健康保険料について 

       （２）収納対策、医療費適正化の取組等について 

ア 保険料収納率向上対策 

イ 医療費適正化対策 

ウ 出産費貸付制度の廃止について 

エ 広報活動 

（３）答申案について 

（４）その他 

 

出席委員  藤澤 智実   鈴木 知代   宮本 慶子   大石 直裕 

 野澤 英子   川島チエミ   品川 彰彦   藤田 欣宏   

  欠席委員    野口 泰之 

 

≪開会≫ 

 

≪会長あいさつ≫ 

 

≪会議及び会議録の公開≫ 

 

藤澤会長：本日は、野口泰之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いて、委員の皆様にお諮りいたします。 

本日の議題は、「平成 31年度 国民健康保険料について」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、よろしいでしょうか。 

 

≪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、公開することにいたします。 

今回の議事録署名人は、被保険者代表の川島チエミ委員と公益代表の宮本慶子 

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。 



平成３０年度第３回 

浜松市国民健康保険運営協議会 

 

2 
 

 

≪傍聴者入室≫ 

 

≪議題≫ 

 

藤澤会長：それでは、議事に入ります。 

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、その後、質疑、意見交換を行い、答申に向けた協議を行ってまいりたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

まず、議題の（１）「平成 31 年度国民健康保険料について」事務局から説明を

お願いします。 

 

≪桔川グループ長、山下グループ長より資料に基づいて説明≫ 

 

藤澤会長：ただいま事務局から直近の実績を踏まえた平成 31 年度の収支見込の報告があり

ました。要点を整理しますと、 

・県の試算結果を踏まえた平成 31年度の収支は、現行の保険料率を据え置いても

均衡が図れる見込みであること。 

・平成 31年度の一世帯当たり賦課限度額は、国民健康保険施行令が改正されるこ

とを条件として政令どおりの改定を行う。そして今後も政令が改正される場合

は、その規定を市の条例にも引用し、政令と同様の賦課限度額としていく。 

というような内容であったと思います。 

ポイントは「保険料率」と「賦課限度額」の２点になりますので、まずは来年

度保険料率について、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 

大石委員：基金残高が増える見込みとなっていますが、国は基金を積まなくてもよいとい

った話を聞きましたがどうでしょうか。 

 

安間課長：そのような話は聞いておりません。財政運営上、仮に事業費納付金が払えなく

なった場合、これを支払うために保険料を上げることはできるだけ避けたいと

考えています。この場合に、貯金的な意味合いを持つ基金を活用して納付金を

納めていくことは保険者として財政運営上必要なことと考えています。 

 

大石委員：基金を積むということは、そういった心配があるということでしょうか。 

 

安間課長：これまでご説明したとおり、一人当たりの医療費は平成 31 年度の見込みも右肩

上がりの試算になっています。一方で被保険者数は減少し、被保険者が高齢化
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していくこともご説明させていただきました。保険者として単年度収支だけで

見るのではなく、中長期的な視点で運営する必要があると考えています。 

 

大石委員：広域化したので、今後大きな変化があった時には県が面倒を見てくれると考え

ていたのですが、今後も市で基金などを切り崩して対応するということですか。 

 

安間課長：大きな変化があった場合は、県が財政安定化基金から一時的に貸してくれる仕

組みができています。貸付のため、市町は借りたお金を返済するということが

翌年度以降に発生してきます。医療費が想定より多く発生した場合には県が一

旦、立て替えてくれますので、市町は事業費納付金を納めるときにその立て替

え分を上乗せして納付することになります。 

     こういった場合、基金を活用していけるのではないかと考えています。 

 

大石委員：これまでも一般会計からの繰入金が減ってきていますが、基金をいくら積んで

も保険料は下がらないと思いますがどうでしょうか。 

 

安間課長：基金を際限なく積むことは考えておりません。財政運営的に保険料を下げても

問題ないという判断ができれば基金を取り崩して保険料を下げる選択もあると

思いますが、現段階では 29 年度の単年度決算が黒字になったことで、それをも

ってすぐに保険料を引き下げることは厳しいと考えています。 

 

宮本委員：過去３年間委員を務める中で、保険者としてなるべく保険料を上げないように

する努力を聞いてきました。平成 29年度のように基金を取り崩して保険料の上

昇を抑制した年もあります。財政運営が県に移ったとはいえ、今後大きな変化

がないとは言い切れませんので、来年度保険料率を下げるのは怖いように感じ

ます。今回は基金への積み立てを行い、来年度の保険料率は据え置きが妥当で

はないかと思います。 

 

大石委員：保険料収入と保険給付費は見合っていないように思います。 

加入者は低所得者や高齢者が増加して、保険料による収入は少なくなる一方で、

保険給付費は上がっていくのだから、他の財政から資金を入れていかないと運

営できなくなってしまうように感じます。そのため、社会保険や協会けんぽに

比べて保険料が倍近くになっているのだと思います。 

 

品川委員：大石委員へお聞きしますが、国保の保険料と協会けんぽ等の保険料が倍ぐらい

違うとのことでしたが、労使折半の額でということでしょうか。それともトー

タルでということでしょうか。 



平成３０年度第３回 

浜松市国民健康保険運営協議会 

 

4 
 

 

大石委員：トータルではなく、個人の支払う保険料額です。 

 

品川委員：それであれば労使折半なので倍違うのは当然かと思います。国民健康保険制度

が非常に脆い状況というのは同感です。しかし、国保以外にも健康保険組合は

もっと厳しい状況にあります。実際に保険運営ができずに組合を解散し、協会

けんぽに移っている保険者もいます。国保は同じような状況になっても解散と

いうのは簡単にできません。基金を取り崩して保険料を下げるということは運

営状況が非常に脆いものであると私は考えますので、保険料の据え置きは致し

方ないものと思いますし、基金もある程度保有していかないと非常に怖いと感

じています。 

 

藤澤会長：基金の保有状況を見ると取り崩している年もあるので、この状況では料率の引 

き下げというのは厳しいように感じます。基金をなくして、不足が出た場合に

は県に借金をすることになり、その返済をするために料率を引き上げることに

なるならば、上げたり下げたりするだけになってしまうので被保険者の方々も

困ってしまうと思います。ただ、保険料率を引き下げてもいいと言えるような

状況の基準や要素などの説明があればわかりやすいように感じましたので、 

次年度以降、もしご提案できるようなものがあればお願いしたいと思います。 

 

次に、賦課限度額につきまして、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 

藤澤会長：賦課限度額の引き上げは低所得者には影響がないということですか。 

 

山下Ｇ長：賦課限度額は高所得者の方に影響があるものです。低所得者の方には影響あり

ません。 

 

藤澤会長：賦課限度額については国の法規があり、その中で上限額が定められていて、そ

の上限額の範囲内で各自治体が賦課限度額を定めているという理解でよろしい

ですね。 

現在は市の条例に具体的な金額が入っているために、国の政令が変わった際に

条例改正をその都度行わなければならないが、今回の条例改正によって、市の

条例に具体的な金額を入れないで、国の政令改正に連動するような形にすると

いうことでしょうか。 

 

山下Ｇ長：そのとおりです。 
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藤澤会長：賦課限度額についてはご意見ご質問がないようですが、保険料率につきまして 

はご意見が分かれていますので、浜松市国民健康保険条例第６条の規定に基づ

き表決を行いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

藤澤会長：それでは平成 31 年度の保険料率に関して、表決をとりたいと思います。 

     引き下げの方は挙手をお願いします。 

≪保険料率引き下げ１≫ 

     据え置きの方は挙手をお願いします。 

≪保険料率据え置き７≫ 

 

藤澤会長：この結果、本協議会として保険料率は据え置きということで答申します。 

次に賦課限度額について、政令どおりの額に改定することに反対される方は挙

手をお願いします。 

≪挙手なし。賦課限度額引き上げについて、一同異議なし≫ 

 

藤澤会長：ありがとうございました。 

それでは保険料率は「据え置き」、賦課限度額は政令改正を条件に、政令どおり

改定を行うということで答申したいと思います。 

次に、議題の（２）「収納対策、医療費適正化の取組等について」です。 

この点につきましても、答申に盛り込んでいきたいと考えておりますので、事

務局から説明いただいた後、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

それでは事務局から説明をお願いします。 

 

≪森川グループ長、竹村グループ長、佐野グループ長、座馬補佐より資料に基づいて説明≫ 

 

藤澤会長：事務局の説明が終わりました。ただいまの説明について、ご意見、ご質問があ

りましたら、お願いいたします。 

 

藤田委員：特定健診の受診率向上について、千葉市は個別の対応を行い本市よりも成果を

出したようですが、具体的にはどのような取り組みをされたのでしょうか。 

 

竹村Ｇ長：年度中に未受診者を抽出して、その方の未受診歴、年数や受診行動によって個

別に響くような通知を発送しているそうです。具体的にはメッセージ性のある

文章や色調による緊迫感を出しているそうで、２番目に受診率が向上した福岡

市も同じ取り組みをしているとのことでした。 
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藤田委員：特定健診のチェック項目に歯科に関する項目が４項目ありますが、チェックを

した受診者に特定健診実施医療機関が歯科受診を促すことを行政から勧めても

らうことは可能でしょうか。また、自治体の中には特定健診の中に歯周病検診が

盛り込まれているところもあると聞いていますが、浜松市でも可能かどうかお聞

きしたいです。 

 

竹村Ｇ長：特定健診時に質問票がありますが、基本的にはメタボを総合的に判断するため

に使用するものです。受診者本人が記載するもので、自覚症状を把握するよう

なものになっています。今後は歯周病検診を受けることが非常に重要になって

くることは認識しておりますので、特定健診実施機関等へ配布する手引きに受

診を促すように記載していこうと考えています。 

 

鈴木代行：受診率向上や収納率向上の作業というのは大変地道なものだとわかりました。 

今年度の受診率向上の取組みでよかったところと今後の課題があれば教えてく

ださい。 

 

竹村Ｇ長：受診率向上に一番効果があったのは個別の通知です。本年度実施した休日健診

において、受診者から「通知が届いたから受診した」という声が多くありまし

た。イベントなどで啓発活動も行っていますが、それよりも効果があると感じ

ています。しかし、効果があるといっても大幅に伸びるものではありませんの

で、委員のおっしゃるとおり、地道に特定健診の重要性を広報していきたいと

思います。 

 

品川委員：医療費適正化対策が重要だと感じています。第１回運営協議会の時に生活習慣

病、重症化予防についてお伺いしましたが、来年度どのような取り組みがある

か検討しているものがあれば教えていただきたいです。 

 

竹村Ｇ長：来年度の保健事業の取組みは現状維持を予定しています。ただ、受診率向上や

生活習慣病の発症予防は一時の話ではないので、薬剤師やかかりつけの薬局、

歯科医師会とともに被保険者に声をかけていく仕組みを作っていくことが大事

なことと思っています。今後も関係機関の話を聞きながら検討していきたいと

考えています。 

 

品川委員：データヘルス計画については、国保に先駆けて健康保険組合が早くから取り組

んでいます。今年の厚生労働省の共同実施に関する事業に２つ採択されました。

１つは愛知県で、６つの健康保険組合が薬局の薬剤師を利用した保健指導を行
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うというものが採択されています。その他、日本航空でも糖尿病の重症化予防

の取組みを行っているということです。特に糖尿病の重症化予防は医療費の適

正化に非常に意味があるものだと考えていますので、薬局や薬剤師に関わらず

関係機関を利用し、市の保健師と連携することでより結果が出ると思います。

ぜひ前向きな検討をしていただきたい。 

 

大石委員：保険料の減免ですが、浜松市は他の政令市と比べて減免件数が少ないように思

います。減免の枠を広げていただくことはできないでしょうか。 

 

安間課長：政令市の中にも運用に差があるというようなご指摘でしたが、減免は条例に定

めがあり、各市が要綱を定めています。その要綱の中で減免する事柄について

の記載内容に差があることは事実です。今年度、国保事業が広域化されたこと

に伴い、先日、静岡県が減免に関する基本的な取り扱いを示しましたので、そ

の内容を基に、要綱の見直しについて現在検討中です。 

 

藤澤会長：減免は被保険者が申請を行わなければならないと思いますが、周知はどの程度

行っているのでしょうか。 

 

安間課長：当課で作成した国保制度などを記載したリーフレットにも記載しています。 

しかし、被保険者の方全員がリーフレットを隅々まで読んでいるかは疑問があ

りますので、よりわかりやすい周知啓発に努めていきたいと思います。 

 

藤澤会長：制度を知っている人は減免を受けられて、知らない人は受けられないというの

は平等原則的な意味で好ましくないと思います。特に滞納されている人には減

免を受けられる方もいるのではないかと思いますので、収納対策の時に意識し

ていただければと思います。 

 

藤澤会長：それでは議題の（３）「答申案について」、協議に入ります。これまで、委員の

皆様にご審議いただきました内容等を踏まえまして、市長からの諮問に対する

答申の素案をまとめましたので、配付いたします。 

 

≪事務局から答申の配付≫ 

 

藤澤会長：それでは鈴木知代代行に答申案をお読みいただきます。 

 

≪鈴木知代代行が読み上げ≫ 
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藤澤会長：ありがとうございました。 

概ねこれまでの審議どおりに反映されていると思います。 

一つお伺いしたいのですが、先ほど政令が改正されると自動的に市の賦課限度

額もそれに合わせていくということだったと思いますが、今後、運営協議会に

おいて賦課限度額については諮問の対象になるのでしょうか。 

市民の方の利害に直結するところになりますので、今後も諮問内容に入れてよ

いのではないかと思います。来年度のことになりますので拘束は出来ませんが、

そのような意見があったことは覚えておいていただきたいです。 

そのほか、委員からご意見ございますか。 

 

≪意見なし≫ 

 

藤澤会長：それでは、この内容で答申したいと思います。 

なお、収納率向上対策などを含めた答申最終案を後日、委員の皆様に郵送させ

ていただきますので、ご意見がある場合は、翌年１月７日（月）までに事務局

宛てにご連絡をお願いします。ご連絡がない場合はご了解いただいたものとし

ます。 

なお、答申書の最終的なとりまとめにつきましては、私と鈴木代行に一任させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

藤澤会長：ありがとうございました。 

また、市長への答申は、１月 15 日を予定していますが、本運営協議会を代表し

て、私と鈴木代行で行いたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

藤澤会長：ありがとうございます。 

ではそのように対応させていただきます。答申案以外にご質問がある方はいら

っしゃいますか。 

 

大石委員：委員になって感じたことですが、資料の数字などの意味を理解するのに大変苦

労しましたので、委員向けの勉強会があったらいいと感じました。また、今後

の運営協議会委員の選定方法についてどのようにしていくのか教えていただき

たいです。 
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座馬補佐：運営協議会の委員につきましては、条例で被保険者を代表する委員３名、保険

医または保険薬剤師を代表する委員３名、公益を代表する委員３名の計９名で

構成することが定められています。この中の被保険者を代表する委員のうち  

１名を公募委員として、来年２月の広報はままつで募集させていただきます。  

その後、３月中には後任委員を決定していくことになりますので、来年度も公

募委員１名を含めた９名の方で運営協議会を構成していきます。 

 

大石委員：できれば公募の人数や委員の人数を増やしていただければと思います。 

 

藤澤会長：それでは、議題の（４）「その他」について、事務局からお願いします。 

 

≪座馬補佐より説明≫ 

 

≪部長あいさつ≫ 

 

藤澤会長：ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の国民健康保険運営協議会の議題は、すべて終了いた

しました。議事の進行にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

これにて閉会といたします。 

 

≪閉会≫ 

 

 

 

議事録署名人 

   被保険者代表 

 

 

 

   公益代表 

 


