
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 平成２８年度第１回松阪市国民健康保険運営協議会 

２．開 催 日 時 平成２８年８月４日（木） 午後２時～午後３時  分 

３．開 催 場 所 松阪市役所 市議会棟第３・４委員会室 

４．出席者氏名 

（委員）◎竹林文平、中川長子、佐藤亜紀、鈴木和美、中角久美

子、野呂純一、森田和男、櫻井正樹、長井雅彦、長島喜久雄、

西尾央、長野憲照、廣路美智子、三宅博、橋本真一、北浦輝美、

中谷さよ子（◎会長） 

 

（事務局）福島税務部長、堀口収納課長補佐、三宅健康ほけん部

長、中川保険年金課長、竹川健康推進課長、豊田国民健康保険

税賦課担当主幹、北村嬉野地域振興局地域住民課長、竹内飯南

地域振興局地域住民課長、寺脇飯高地域振興局地域住民課長、

高村国民健康保険担当主幹 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 無 

７．担 当 

松阪市健康ほけん部保険年金課  国民健康保険係 

TFL 0598-53-4041 

FAX 0598-29-9130 

e-mail  hok.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

協議事項 

議 題 

（１） 平成２７年度国民健康保険事業決算見込みについて 

（２） 平成２７年度特定健康診査結果報告について 

（３）国保の広域化について 

（４）その他 

 

議事録 

 別紙 
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平成２８年度 第１回松阪市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

日時 平成２８年８月４日（木） 

午後２時～ 

場所 市議会 第３・４委員会室 

 

○出席した委員（１７名） 敬称略 

竹林文平、中川長子、佐藤亜紀、鈴木和美、中角久美子、野呂純一、森田和男、

櫻井正樹、長井雅彦、長島喜久雄、西尾央、長野憲照、廣路美智子、三宅博、橋

本真一、北浦輝美、中谷さよ子 

 

○議事進行のため出席した職員 

山路副市長、福島税務部長、堀口収納課長補佐、三宅健康ほけん部長、中川保険

年金課長、竹川健康推進課長、豊田国民健康保険税賦課担当主幹、北村嬉野地域

振興局地域住民課長、竹内飯南地域振興局地域住民課長、寺脇飯高地域振興局地

域住民課長、高村国民健康保険担当主幹 

 

○協議事項 

 議題 

（１）平成２７年度国民健康保険事業の決算見込みについて 

（２）平成２７年度特定健康診査結果報告について 

（３）松阪市国民健康保険「データヘルス計画」について 

（４）国保の広域化について 

（５）その他 

  ・国民健康保険税課税限度額について 

 

（事務局） 

ただ今から、平成２８年度第１回松阪市国民健康保険運営協議会を開催いた

します。本日は、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、ご出席を賜り誠に

ありがとうございます。 

開会にあたりまして、保険者を代表いたしまして、副市長よりご挨拶申し上げ

ます。 

 

（副市長） 

副市長の山路でございます。本日は、本当に暑い中を国保運営協議会にご出席

いただきましてありがとうございます。また、日頃より国民健康保険の円滑な運
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営に深いご理解とご協力、ご尽力をいただいておりますことに対し厚くお礼を

申し上げます。 

本日は平成２８年度第一回の運営協議会でございます。委員の皆様の任期も

早いもので残り半年と伺っておりますが、医療費の増加への対応や、平成３０年

度からの県との共同運営、いわゆる国保の広域化など課題の多い国保でありま

すが、皆様の積極的なご意見をいただきますようお願い申し上げます。 

 本日の協議会では、平成２７年度の決算見込みと特定健康診査結果等につき

ましてご協議いただくとともに、国保の広域化を開始するために必要になる事

務等のスケジュールなどについてご説明させていただきます。 

 平成２７年度の決算につきましては、ほぼ数字が固まってまいりました。保険

給付費が 4.79%と大幅な伸びになっております。伸び続ける高齢者の医療費や高

度医療の利用、また最近は新しい治療薬の使用などが影響し、今後も引き続き医

療費の伸びが懸念されるところであります。一方、保険税収入につきましては、

平成２７年度は前年比 15.2%という大幅な税率改正をさせていただいたところ

でございますが、懸念しておりました収納率の低下は見られず、収納率も上昇い

たしました。今後も収納率向上については努力をしていきたいと思っておりま

す。 

 また、国等からの財政支援金につきましては、平成２７年度から国は、低所得

者を多く抱える市町への財政支援対策として保険者支援制度の拡充を行ってい

ただいております。松阪市もその拡充により、想定より財源増となりましたこと

から、平成２７年度決算につきましては、単年度収支で 8,079 万円程度の黒字

が出る見込みとなっております。 

 本日は、このあと、平成２７年度決算見込みと特定健診の結果報告等について

事務局から説明をさせていただきますが、様々な視点からご議論いただきまし

て協議会としてのご意見を賜りたいと思います。 

 今後も市民の皆さんが安心して医療を受けられるような国保運営に努めてま

いりますので、委員の皆様方におかれましても、引き続きご支援、お力添えを賜

りますようお願い申し上げご挨拶とさせていただきます。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。副市長はこの後、他に公務がございますので、退席

をさせていただきます。 

委員の一部に異動がございましたので、事務局からご紹介させていただきま

す。保険医代表としまして、松阪市民病院院長の櫻井正樹様が新たに委員となら

れました。櫻井様は、若干遅れて、この後ご出席の予定でございます。 

また、保険医代表としてご出席いただいております森田先生におかれまして



3 

 

は、公益社団法人松阪地区医師会の監事となられましたのでご報告させていた

だきます。修正しました新たな名簿を配布させていただいております。 

事務局を紹介させていただきます。 

税務部長 福島、収納課長補佐 堀口、健康ほけん部長 三宅、保険年金課長 

中川、健康推進課長 竹川、国民健康保険税賦課担当主幹 豊田、嬉野地域振興

局地域住民課長 北村、飯南地域振興局地域住民課長 竹内、飯高地域振興局地

域住民課長 寺脇、国民健康保険担当主幹の高村です。よろしくお願いいたしま

す。 

本日の国民健康保険運営協議会は、今年度第１回目でございます。 

本日の運営協議会は、委員１７名中１７名の出席を頂いております。運営協議

会規則第４条により、出席者が過半数を超えておりますので、本協議会が成立し

たことをご報告いたします。 

なお、修正しました名簿と合わせて追加資料を６枚配布させていただいてお

りますのでご確認ください。 

 なお、本日の議事録署名委員につきましては、鈴木委員と三宅委員にお願いい

たします。よろしくお願いいたします。 

ここで、本会の議長を会長にお願いしたく存じます。竹林会長、議事進行につ

いて、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 みなさんこんにちは。本日は議題が多いのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題（1）平成２７年度国民健康保険事業の決算見込みにつきまし

て事務局より説明願います。 

 

（事務局） （中川課長） 

中川でございます。よろしくお願いいたします。 

資料１をご覧頂きたいと思います。１ページの決算状況でございますが、まず

表の左側の歳入につきまして、ご説明を申し上げます。 

１の国民健康保険税は、４１億５，４８２万６，４００円で、前年度と比較し

ますと３億１，４０８万６，６７１円の増、率にして８．１８％の増でございま

す。収納率につきましては、２ページに表がございますので、ご覧いただきたい

と思います。現年課税分の収納率は８８．７７％で、前年度と比較しますと０．

４４ポイントの増となっております。滞納繰越分の収納率は、１５．４４％で、

前年度と比較しますと２．２３ポイントの増となっております。全体の収納率は、

６1．７０％で、前年度と比較しますと２．９３ポイントの増という状況でござ

います。 
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１ページへお戻りいただきまして、次に、３の国庫支出金は、４０億３，６６

１万３，３５２円で、前年度と比較しますと１億５，４７１万５２６円の減、率

にして３．６９％の減でございます。 

その主なものといたしまして、まず療養給付費等負担金は、３０億      

５，４０７万５，８６０円で、定率国庫負担として歳出の療養諸費、高額療養費、

後期高齢者支援金等、介護納付金等のそれぞれの給付費等から前期高齢者交付

金等を差引いた対象事業費の１００分の３２を国が負担するものでございます。 

次に、高額医療費共同事業負担金１億１，４８７万７，４９２円は、１件８０

万円以上の高額な医療費の費用負担を県内の市町国保で調整する再保険事業で、

高額医療費共同事業拠出金の４分の１相当額を国が負担するものでございます。 

次に、特定健康診査等負担金３，１２６万円は、特定健診・特定保健指導の補

助金で国、県、市が、それぞれ補助対象事業費の３分の１相当額を負担するもの

でございます。 

次に、財政調整交付金８億３，６４０万円は、市町村間の国保財政力の不均衡

等を調整する普通調整交付金と、画一的な測定方法によって措置できない、災害

等の特別の事情を考慮して交付される特別調整交付金の合計でございます。 

続きまして、４の療養給付費交付金は、７億１，８６９万９，７９８円で、退

職被保険者の医療給付費等の一部が交付金として社会保険診療報酬支払基金か

ら交付されるものでございます。 

次に、５の前期高齢者交付金は、４６億１，１０２万９，４１７円で、国保と

被用者保険の６５歳から７４歳の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の 

不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整し、前期高齢者の加入が多い国保に

対して、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

次に、６の県支出金は、８億７，７９５万４，４９２円で、国庫支出金と   

同様に高額医療費共同事業拠出金の４分の１相当額を県が負担する高額医療費

共同事業負担金と、特定健康診査等補助対象事業費の３分の１を県が負担する

特定健康診査等負担金、及び療養給付費等の１００分の９相当額を県財政調整

交付金として交付するものでございます。 

次に、７の共同事業交付金は、４５億５，７５７万９，０９３円で、レセ   

プト１件当たり８０万円以上の高額な医療費を対象として交付される高額  

医療費共同事業交付金と、全ての医療費を対象として交付される保険財政共同

安定化事業交付金が、国保連合会から交付されるものでございます。 

次に、９の繰入金１９億６，６３８万６，８８０円は、松阪市の一般会計   

からの繰入金で、内訳といたしましては、最後のページにＡ３サイズで、右肩に

「参考資料」と書かれた資料を付けておりますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 
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表の「左側」歳入科目、９の繰入金をお願いします。右へ３つ目進んでいただ

き、２７年度決算見込額（Ｂ）欄でございます。 

まず、繰入金は、１９億６，６３８万６，８８０円で、その内訳でございます

が、保険基盤安定繰入金１２億５,３４０万１,８８０円は、国保被保険者の保険

税軽減分及び低所得者数に応じた保険者支援分による繰入金でございます。 

次に、出産育児一時金等繰入金６，７２０万円は、被保険者の出産育児一時金

の支給に対しての３分の２を繰入れております。 

次に、財政安定化支援繰入金１億５，６３０万円は、国保財政の健全化及び保

険税負担の平準化に資するための繰入れでございます。 

次に、特定健康診査等繰入金３，１２６万円は、事業の実施に要する費用に対

して、国・県補助金と同額を市から繰入れるものでございます。 

次に、職員給与等繰入金４億５，８２２万５，０００円は、国保事業職員の  

人件費及び委託料等に要する一般経費の繰入れを行なったものでございます。 

資料１の１ページにお戻りいただきたいと思います。 

続きまして、１０の繰越金は、４億２０万６，８５０円で、平成２６年度の余

剰金でございます。 

次に、１１の諸収入は、４，６５５万７，７１５円で、主に第三者納付金でご

ざいます。 

歳入合計は、２１３億７，２２０万６，２９４円で、前年度と比較しますと１

７億６，９８１万３８０円の増、率にして９．０３％の増となっております。 

続きまして歳出のご説明を申し上げます。表の下のところで、「総務費」とい

う文字を囲んであるところから、ご覧いただきたいと思います。 

まず、総務費の総務管理費３億１，３１１万５，２０９円は、国保事業に係る

人件費及び保険税の賦課通知・委託料・共同電算処理手数料等の一般事務経費で

ございます。 

次に、徴税費３５６万３，７７９円は、保険税の徴収等に係る経費並びに  

金融機関及びコンビニに対する保険税の振替手数料等でございます。 

２ページをお願いいたします。 

次に、保険給付費１２７億５，０３２万６，４５０円でございますが、前年度

と比較しますと５億８，２８９万４，５２６円の増で、率にして、４．７９％の

増となっております。国保事業の歳出の約６１．０％を占めております。 

内訳といたしまして、療養諸費１１１億１，９６４万４，３１６円は、療養  

給付費、療養費、審査支払手数料で、被保険者の療養の給付に対して、国民健康

保険団体連合会を通じて保険医療機関へ支払う費用でございます。 

次に、高額療養費１５億４，２６２万４，３３１円は、被保険者が受けた   

療養に係る自己負担額が一定額を超えた時、その超えた額を保険給付するもの
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でございます。 

次に、出産育児諸費７，５５０万７，８０３円は、被保険者の出産１８２件分

に対する出産育児一時金等の費用でございます。 

次に、葬祭諸費１，２５５万円は、被保険者の死亡２５１件分に対する葬祭費

でございます。 

３ページをお願いいたします。 

後期高齢者支援金等２２億９，２８４万４，９６９円でございますが、   

各医療保険者が０歳から７４歳の加入者数に応じて負担するもので、支援金と

して社会保険診療報酬支払基金に支払い、支払基金が後期高齢者医療広域連合

に交付するものでございます。 

次に、前期高齢者納付金等１５６万９，９５２円は、国保と被用者保険の  

６５歳から７４歳までの前期高齢者の偏在による、保険者間の不均衡を各保険

者の加入者数に応じて調整し、社会保険診療報酬支払基金へ支払う経費でござ

います。 

次に、老人保健拠出金８万８，７２９円は、実績に基づく精算分として社会保

険診療報酬支払基金へ支払う経費でございます。 

次に、介護納付金８億７，１３３万４４９円は、介護保険の第２号被保険者に

かかる介護保険料を社会保険診療報酬支払基金へ支払う経費でございます。 

次に、共同事業拠出金４３億５，３１０万２，１６０円は、歳入の７の共同事

業交付金でも説明させていただきました再保険事業としてのレセプト１件当た

り８０万円以上の疾患者を対象として実施する高額医療費共同事業拠出金と、

全ての疾患者を対象として実施する保険財政共同安定化事業拠出金などを国保

連合会へ支払う費用でございます。 

次に、保健事業費１億３，９４８万６，１９３円のうち、特定健康診査等事業

費１億２，２９２万６，０１３円は、平成２０年４月から各医療保険者に義務化

されました特定健診・特定保健指導の実施に伴う費用でございます。 

4ページをお願いいたします。 

次に、保健衛生普及費１，５５６万１，９１８円は、被保険者の健康の保持増

進に関する指導事業に要する費用でございます。 

次に、貸付事業９４万６，０００円は、高額療養費及び出産育児一時金の支給

額を基準とした資金の貸付事業に要する費用でございます。高額療養費では、入

院・外来とも限度額認定証等の提示により自己負担限度額までとなったことに

より貸付件数は減ってきており又、出産育児一時金は、医療機関への直接支払制

度が出来たことから、平成２７年度も２６年度に続き貸付はありませんでした。 

次に、諸支出金の１億６，５２８万２，７０３円でございますが、主に    

上から２番目の○印の、平成２６年度の療養給付費等負担金の確定による返還



7 

 

金で、精算による超過交付分の返還金によるものでございます。 

１ページにお戻りいただきたいと思います。表の右側、下の方の歳出合計でご

ざいますが、歳出合計は、２０８億９，１２１万２，４７２円で、前年度と比較

しますと１６億８，９０２万３，４０８円の増で、率にして、８．８０％の増と

なっております。 

表の一番下の歳入歳出差引額である実質収支額４億８，０９９万     

３，８２２円は、次年度へ繰り越しをさせていただくものでございます。 

 なお、単年度収支といたしましては、実質収支である平成２７年度の歳入、歳

出差引額４億８，０９９万３，８２２円から平成２６年度の繰越金４億 

０，０２０万６，８５０円を差引いた額で、８，０７８万６，９７２円の黒字と

なりました。 

 以上でございますが、、平成２７年度の決算見込み全体につきましては、先ほ

ど副市長がお話しさせていただきましたように、歳出では、全体の６０％を占め

ております保険給付費が、前年度と比較すると６億円の増額でございましたが、

歳入では、税率を上げさせていただいたにもかかわらず、収納率が上昇し、収納

額が約３億円増額いたしました。また、法改正による国の財政支援の拡充による

財源増が、実質で約１億８，０００万円と考えられ、これらのことから、単年度

収支で、約８，０７９万円の黒字となりました。 

 しかしながら、国保財政の運営につきましては、予測しがたい医療費の動向や、

伸び続ける高齢者の医療費、又減少し続ける被保険者等、不安定要素は数あり、

厳しい環境が続いていくと考えております。 

平成３０年度からは、国保の財政運営を都道府県が担うこととなります。この

ことにつきましては、４番目の議題で、詳細につきまして説明をさせていただき

ますが、今後、その都道府県化の運営方針等について、三重県と２９市町で行う

会議で協議されていくことになります。都道府県化後も、国保が持続可能で安定

した運営ができるように、意見・要望していかなければならないと考えておりま

す。 

以上で、平成２７年度国民健康保険事業の決算見込みについての説明を終わ

らせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（会長） 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様ご意見、ご質問はございませんか。 

ご質問・ご意見は無いようです。議題（１）平成２７年度松阪市国民健康保険

事業の決算見込みについて、ご承認していただける方は挙手をお願いします。 

ありがとうございました。 

挙手全員（多数）により、議題（１）平成２７年度松阪市国民健康保険事業の
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決算見込みについては承認されました。 

それでは、議題（２）平成２６年度特定健康診査結果報告について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

（事務局） （中川課長） 

それでは、議題（２）の平成２７年度特定健康診査結果報告についてご説明申

し上げます。 

特定健康診査は、生活習慣病にかかる人や、それに移行する前段階のメタボリ

ックシンドロームの人が増加していることから、生活習慣病の予防を積極的に

進めるために平成２０年度から各医療保険者に実施が義務付けられたものでご

ざいます。 

松阪市国保の平成２７年度特定健康診査は、４０歳から７４歳までの方を対

象に７月１日から１１月３０日まで実施し、また、１２月と１月の２ヶ月間、集

団健診を延長して実施をさせていただいたところでございます。 

資料２をご覧ください。 

まず、1 特定健康診査受診状況の１)「受診者数および受診率」でございます

が、平成２７年度の対象者数３１，４８７人に対しまして、受診者数は１１，３

４１人でありました。受診率は、36.0%でございます。 

平成２６年度との比較の増減欄は、対象者数は４８２人の減となりましたが、

受診者数では、１７７人の増となり、受診率は 1.1ポイントの増でございます。 

次に２)詳細健診受診者数でございますが、平成 27 年度の貧血検査を受けら

れた方は１０，０８１人、心電図検査を受けられた方は８，５３２人、眼底検査

を受けられた方は１，２３０人でございます。 

平成２６年度との比較の増減欄は、貧血検査で８６人の増、心電図検査は１６

９人の増、眼底検査は５０８人の増となっております。 

次に３)メタボリックシンドローム判定でございますが、 

表の下から２行目の平成２７年度の合計でございますが、メタボリックシンド

ロームに該当した方が２，１４０人で率にして 18.9%、予備群に該当した方が１，

１１３人で 9.8%、非該当の方は８，０８８人で 71.3%でございます。昨年度との

比較は、メタボリックシンドロームの該当人数は１１０人の増、割合で 0.7 ポ

イント増となっております。 

次に４)特定保健指導でございますが、平成２７年度動機付け支援対象者合計

が７９５人、利用者が１８６人、利用率は 23.4%でありました。 

また、積極的支援 対象者 合計が２４１人、利用者は２４人で、利用率は 10.0%

でありました。 

特定健診におきましては、少しずつですが毎年受診者が増加しております。こ

れもひとえに関係者の皆様のご理解ご協力があってのことと思っております。

既に平成２８年度の健診も始まっておりますが、私どもとしてもあらゆる機会

を通じて啓発に努めております。 

昨年は、新たに、協賛事業者からの特典サービス提供として、スポーツ施設無

料体験や、７月の早期受診者へカテキン緑茶の提供などを行い、受診率の向上に
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努めました。本年は、国保連合会が設置しております特定健診受診勧奨コールセ

ンターを活用して、受診率が低い４０歳代から６０歳代の方に電話勧奨を行う

ことで、直接的な働きかけを行い受診率向上につなげ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申し上げます。 

以上、平成２７年度特定健康診査結果報告の説明とさせていただきます。 

 

（会長） 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様ご意見、ご質問はございませんか。 

ご質問ご意見・ご質問は無いようです。議題（２）平成２７年度特定健康診査

結果報告につきましては、以上のとおりとさせていただきます。 

それでは、議題（３）松阪市国民健康保険「データヘルス計画」について、事

務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） （中川課長） 

それでは、議題（３）の「データヘルス計画について」でございますが、「松

阪市国民健康保険保健事業実施計画」(データヘルス計画)という冊子をご覧く

ださい。こちらは、平成２８年２月に開催させていただきました当協議会で計画

案の内容につきご説明をさせていただき、ご承認いただきました後、３月２９日

に市のホームページで公開し周知を図っているところでございまして、本日皆

様にお配りさせていただきます。 

 本計画の期間は、平成２７年度に策定し、２９年度までの３か年でございます。

市民の健康保持増進と医療費の適正化という課題に対して、３４ページから３

８ページに記載しました特定健康診査未受診者対策事業、特定保健指導事業な

ど９つの事業に重点を置き取り組んでまいりますが、その評価結果につきまし

ては、三重県国民健康保険連合会が実施する保健事業支援・評価委員会での支

援・評価を参考としたうえで、当協議会に報告し、必要に応じて計画の見直しを

図ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。。 

 

（会長） 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様ご意見、ご質問はございませんか。 

ご質問ご意見・ご質問は無いようです。議題（３）松阪市国民健康保険「デー

タヘルス計画」につきましては、これで終了とさせていただきます。 

それでは、議題（４）国保の広域化について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） （中川課長） 

それでは、議題（４）の国保の広域化についてご説明申し上げます。 
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この内容につきましては、平成２８年２月に開催させていただきました当協

議会においても説明をさせていただきました。その時の内容は、平成３０年度か

ら施行されます国保の広域化に伴っての「国保運営に関する基本事項」や「都道

府県・市町村のそれぞれの役割」や「改正後は、県と市町それぞれに運営協議会

が設置されること」や、また、「県内２９市町が参加する三重県市町国保広域化

等連携会議とその下部組織である４つの部会において国保運営方針・市町納付

金・医療費適正化・事務の標準化等について協議、検討が始まったこと」をお伝

えいたしました。前回と重なる説明になる部分も多々ありますがご了解くださ

い。 

まず、なぜ広域化をするのかということですが、国民健康保険は、制度創設以

来、国民皆保険体制の中核を担い、地域住民の医療の確保と健康の維持増進に大

きく貢献していますが、現在では、国保の加入者は、無職者や非正規雇用者など

が多くなり、保険税の負担が高いることから保険税の収納率が低迷しています。 

また、高齢化の進展と医療技術の高度化によって医療費は増大しており、その

ような要因から、国保財政はたいへん厳しい状況になっております。このような

状況をどうにかしていかなければということで、昨年５月２７日に、「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」が

成立いたしました。 

本日お配りいたしました追加資料１をご覧ください。この法案が成立したこ

とによって、国民皆保険体制を維持していくための改正法令が順次施行される

こととなりますが、その中の１つとして、国保保険者の都道府県単位化がありま

す。つまり一般的には「国保の広域化」と呼ばれていますが、これが平成３０年

度から施行されることになります。 

次に、今回の国保改革での国、県、市の役割でございますが、本日お配りしま

した追加資料２にも少し記入はしてございますが、、国は、財政支援を拡充し、

国保の財政基盤を強化します。都道府県は、国保の財政運営の責任主体となり、

安定的な財政運営や効率的な事業の確保など国保運営の中心的な役割を担いま

す。市町村は、住民と身近な状況にあることから、今までと同様、資格管理、保

険給付、保険税率の決定、賦課徴収、特定健診等の保健事業など地域におけるき

め細かい事業を引き続き担うことになります。 

次に三重県においての状況をお話しします。平成３０年４月から広域化を開

始するためには、三重県においても、運営方針を決め予算を立て、条例を制定す

ることが必要になります。県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営を行うた

めに県内市町の統一的な「国保運営方針」を定め、そしてこの運営方針のもと、

県内２９市町は事務を推進することとなります。 

本日お配りしました追加資料３をご覧ください。追加資料３の真ん中頃あた
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りですが、運営方針の内容については、県内２９市町が参加する三重県市町国保

広域化等連携会議で協議を行い、平成２９年１０月に発足する予定の三重県国

保運営協議会に諮問・答申され、知事が平成３０年３月末日までに決定いたしま

す。国保運営方針などに意見をいただき、最終案に向け協議を重ねる必要がある

ことから、来月（９月）には、県国保運営協議会準備会が設置される予定です。 

追加資料４をご覧ください。その県運営協議会準備会は、１１名のメンバーで

構成される予定で、そのうち被保険者代表の３名は、各市町から輪番制での選出

になるとの説明が県からございました。９月からの準備会での被保険者代表は、

四日市市、尾鷲市、大台町からの選出となるようでございます。また、県運営協

議会は、任期が３年となるため、市町運営協議会も平成３０年度からは、任期を

３年としてほしいとの説明がございました。 

次に、予算面につきましてですが、県にも特別会計を設けられ、県は収入とし

て市町から納める納付金や国(と県)からの交付金などを計上し、支出としては、

市町への保険給付費（特別給付分の保険者努力支援相当分、市町村向け特別調整

交付金等相当分、特定健診２／３）などを計上する予定です。市町においては、

収入として保険税や国からの補助金、県からの保険給付費等交付金などを計上

し、支出としては、県への納付金や保険給付費などを計上することになります。 

現在との大きな違いは、現在市町が個々に支払っている医療給付費や後期高齢

者支援金や介護納付金等の支払いを、３０年度以降は、県が、県下全市町のもの

をまとめて支払うことになります。そして、その支払いに必要な財源を、各市町

から納付金という形で集めるようになります。従いまして、市町は、県に対して、

納付金を支払うことになりますが、その納付金の額を県がこれから決定してく

ることになります。 

追加資料５をご覧ください。左の上の方から順に矢印が出でおりますが、県は、

各市町の医療費水準と所得水準を考慮して、市町ごとの納付金を決定し、同時に

標準保険税率の提示をしてきます。市は、提示された保険税率を参考に、市民の

皆様に賦課させていただく税率を決定し、賦課させていただき、税収として徴収

したものを県に納付金として納めるというサイクルになる予定です。市町にと

って最も重要な県へ納める納付金額と保険税率の算定につきましては、各市町

から算定に必要な情報、例えば所得や医療費などの情報を県に提供し、本年１０

月から、県において仮算定を行っていただき、来年１０月頃には本算定を開始、

平成３０年１月頃に、最終の納付金等が提示される予定でございます。 

最後に条例化についてですが、県では、条例を制定して、県運営協議会のこと、

納付金や交付金のことについて規定することになり、市町においても改正が必

要な部分があれば改正を行います。県条例においては、県運営協議会の発足予定

の平成２９年１０月までに制定が必要になると考えております。この７月１３
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日には、今年度第１回目の市町が参加する連携会議が開催され、参加をしてまい

りました。その中での説明では、本年１０月の仮算定の前までには、納付金の算

定に係る医療費水準や所得水準の設定の仕方をどうするのか、とか、賦課限度額

をいくらとするのか、とか、県内で保険税水準を統一するのか等につき検討され、

１０月に開催予定の第２回連携会議で考え方や方向性を提案されるとのことで

した。 

以上になりますが、先にお送りさせていただきました資料で「国保改革平成２

８年度の検討スケジュール（案）」は７月１３日の会議でいただいた最新のもの

でございます。また、もう一枚の資料「納付金・標準保険料率算定までの流れ」

は、先ほどからお話ししました算定関係の国、県、市町の流れを表しております。

今後もこの三重県市町国保広域化等連携会議等の議論内容や進捗状況につきま

しては、当運営協議会で報告し、意見等をいただき要望、提案等を行っていきた

いと考えております。 

以上が制度改正についての概要、報告でございます。 

 

（会長） 

事務局のからの詳しい説明がございました。国保の広域化については、県内の

様々な各市町の状況を想定しながら一本化をしていくという大変重要な事項を

含んでいると思います。各市町の運営協議会においてもこれからこの推移を注

視していかなければならないと考えています。委員の皆様ご意見、ご質問はござ

いませんか。 

ご質問・ご意見は無いようです。議題（４）国保の広域化につきましては、以

上で終了とさせていただきます。 

それでは、最後のその他の国民健康保険税課税限度額について、事務局より説

明をお願いします。 

 

（事務局） （中川課長） 

その他の項目で、国民健康保険税課税限度額の引き上げにつきまして、説明さ

せていただきたいと思います。 

お手元に配布させていただきました、別紙１をご覧いください。国保の税額は、

世帯の所得と加入者数に応じて決定しますが、「地方税法第 703 条の 4」と「地

方税法施行令第 56条の 88の 2」によりその課税限度額（上限額）が定められて

おります。中段の表の右端ですが、平成２８年度の松阪市の課税限度額は、基礎

課税分医療給付費分ですが、前年度より１万円引き上げ、５２万円に、後期高齢

者支援金分は、１万円引き上げ、１７万円に、介護納付金分は２万円引き上げ、

１６万円に、合計８５万円とするよう平成２８年２月市議会において了承を得
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たところでございます。これは、表の左側の欄にあります国が規定する課税限度

額の合計８９万円より４万円下回る額でございます。 

 本日お配りさせていただきました追加資料６をご覧ください。各市の状況で

ございますが、表の右端の欄を見ていただきますと、松阪市と同様に、上から津

市、桑名市、尾鷲市、亀山市の４市も国の限度額より４万円を下回る額としてお

ります。国は、平成２６年度以降、毎年、地方税法を改正し、課税限度額を引き

上げておりますが、松阪市は、被保険者に係る保険税の負担が発生することから、

国の法改正の年度遅れで、例年１月末から２月初旬に開催させていただく当協

議会でご協議をお願いし、ご承認をいただけたなら２月市議会において保険税

条例の改正を上程する運びとさせていただいております。昨年までもこのよう

な取り扱いをさせていただいているところでございますので、なにとぞよろし

くお願い申し上げます。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

（会長） 

国民健康保険税課税限度額の引き上げにつきましては説明のとおりでござい

ます。 

あと、委員の皆様、この機会にご意見、ご質問はございませんか。 

ご質問・ご意見は無いようです。以上で本日の議題は全て終了いたしましたの

で閉会いたします。委員の皆様、長時間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

平成２８年８月４日 

午後２時５５分閉会 


