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会 議 概 要 書 

審 議 会 等 の 名 称 令和元年度 第２回 磐田市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

担 当 部 課 名 健康福祉部 国保年金課 （内線 2148） 

会 議 の 開 催 日 時 令和元年８月 22 日（木）午後３時から午後４時 30 分まで

会 議 の 開 催 場 所 磐田市総合福祉会館 ２階 ふれあい交流室３ 

出 席 者 

磐田市国民健康保険運営協議会委員 15 人 

（公益代表３人、被保険者代表５人、保険医・薬剤

師代表５人、被用者保険等保険者代表２人） 

事務局職員            ８人 

（健康福祉部長、国保年金課５人、健康増進課２人）

議 題

報告事項 

１ 国民健康保険財政の仕組みについて 

２ 国民健康保険税の仕組みと現状について 

配付資料等の件名

・国民健康保険財政の仕組み 

・国民健康保険税のしくみ 

・国民健康保険税の現状 等 

概 要

報告事項 

１ 国民健康保険財政の仕組みについて

委 員 表の市町村特別会計 144 億円とは磐田市で

よいのか。前回の協議会資料では、実績とし

て 200 億くらいあるのだがこれとはどう合う

のか。 

事務局 これは急激に保険給付費が増加した場合に

小規模保険者など払いきれない場合があるの

でこれを緩和する保険財政共同安定化事業と

いうものがあります。収入と支出がほぼ同額

となるこの金額が注意書きにありますように

今回の表には含んでいないため前回資料と差

があるようになっています。 

委 員 29 年度と 30 年度の比較を前回いただいて

いたので、今回の表と見比べてみたがさっぱ

り分からない。平成 29 年度の収入が 199 億、

支出が 189 億この連動などがうまく理解でき

ませんでした。 

事務局 29 年度までは支出でいいますと後期高齢者

支援金や介護納付金が支出にありましたが 30

年度は支出が市の国保会計からは無くなって

います。歳入でいいますと前期高齢者交付金

と国からの定率負担分が 29 年度では各市町

の歳入科目としてありましたが 30 年度から

は無くなっています。この無くなった分は県



の会計が一括して支出しこの財源として各市

町へ納付金として負担を求める形となりまし

た。前回の資料をお持ちでしたらご覧いただ

きたいのですが、前回の資料２の７ページで

すがここに決算の状況と記載がありまして 29

年度と 30 年度の対比が出ています。29 年度

の歳入でいいますと、199 億５千百万という

歳入がありますが、この中から共同事業交付

金、38 億２千８百万が歳入の７項目目にあり

ますがこれを今回の資料のなかから抜いてあ

ります。歳出の方でも同じように共同事業拠

出金の 38 億６千７百万というほぼ 38 億を歳

入歳出とも抜いて記載してあります。 

委 員 左の方の保険給付費が 116 億で、右のほう

の保険給付費が 114 億ですね。後期高齢者分

と介護納付金の 22 億と７億が県の方でみる

ということで、この分が事業費納付金の 47.6

億円に変わったということでいいですか。 

事務局 まず、後期支援金と介護納付金ですがこれ

は市の会計からの支出は無くなりました。こ

の代わり公費について後期支援金ですと 22

億のうち半分くらいが公費で残りを保険税で

集めているのですが、この部分が 30 年度から

は事業費納付金として求められていて 47 億

６千万円の中に後期分、介護分として含まれ

ていることとなります。保険給付費について

支出に対しては県が交付金として市へ交付し

ますが、県の支出と交付金や公費の歳入との

差額は納付金として市へ求められています。

委 員 資料１の裏の右２列の歳入ですが、保険税

35億が被保険者が税金として払うものですよ

ね、この上の市町公費の３億と繰入金の９億

６千万は市の会計から入ってくると理解して

よろしいですか。 

事務局 30 年度で申しますと納付金の支出が 47 億

６千万円でこれに対して税収が 35 億となり

ました。３億円は県が一括で受け取る国から

の負担金ではなく市町のそれぞれの需要によ

って直接交付される交付金となります。これ

らを足した 38 億ですが、47 億６千万から 38

億を引くと９億６千万を繰入金等となってい

ます。 

委 員 一番左の欄で下の２億４千９百万が収納率



などで不足した額を入れ込んだということだ

が、先ほどの右の方でいうとこの不足分に当

たる分がどこかに入っているのか。 

事務局 次の国保税の現状の中で 30 年度の決算に

ついてご説明するところですが、９億６千万

円のうち不足額は約２億８千万円です。 

委 員 保険税 35 億は磐田市のものであって１人

当たりにすると市町で違うのですか。 

事務局 市町毎で違います。 

２ 国民健康保険税の仕組みと現状について 

委 員 保険税の収納率のところで質問です。こ

の10年で収納率が大幅に改善しているのは

どんな背景からでしょうか。 

事務局 保険税の収納については、収納課で対応

しておりますので詳細までは申し上げられ

ないのですが、リーマンショック以降の景

気の減少から上向いてきたことも一因だと

考えています。 

委 員 逆にいうと残る４％の方は未納や滞納と

いうことですか。特殊な事情で軽減してい

るということではなく徴収しきれてないも

のが４％くらいあるということですか。 

事務局 そうです。外国人の被保険者も多いこと

もありなかなか徴収しきれていないことも

ございます。４％については徴収しきれて

いないものです。 

収納率は、現年分の収納率ですので滞納

繰越といって毎年滞納額が積みあがってい

くことがあります。この方たちの収納率は

40％くらいで、この点の積み増しが国保税

の場合は億単位であるという認識がありま

す。できるだけその年の国保税を納めてい

ただくという努力を収納課と我々課税側と

協力しながら行っているという現状があり

ます。先ほど低所得者の方が非常に多いと

いう意味では、課税する時に軽減すること

を行っている制度ですので軽減制度が拡充

しているなかで収納率に反映している部分

もあると思っています。 

委 員 ２ページの下ですが、平成20年度に上か

ら３番だったが29年度に一番下になったの

は主に何をしたらこうなったのか。 

事務局 平成20年度に後期高齢者医療制度ができ



まして、その時に当市も税率の改正を行い

ました。それ以降当市は税率の改正、限度

額以外は税率を変えておりませんので、他

市町が税率を変えることによって上がった

のに対し、磐田市は従前のままということ

となっています。 

委 員 御殿場市はずっと上の方に位置してい

て、御殿場市民としてはどうのか。市のい

う被保険者としてはどうなのかというのが

疑問としてあるのですが。 

事務局 市町毎に税率が定められているというこ

とを全ての被保険者の方が知っていないの

かもしれませんし、知っている方だと浜松

市から転入してきて安くなったとおっしゃ

る方もいますし、逆に浜松市は資産割が無

いからということをおっしゃる方もいま

す。ここは市町毎で定めるということで、

被保険者の声は市町ごとに聞きながらとい

うこともあるので市町毎の税率も差がつく

ということです。 

委 員 そうすると一番低い23番目で税率を変え

ていないと。今回変えるチャンスだと思っ

ていらっしゃるのですか。 

事務局 市レベルでは一番低い税率の状況となっ

ています。30年度の制度改正で静岡県の国

保運営方針が定められ、ここでは保険料水

準の統一を目指すとなっています。大きな

制度改正で各都道府県が一様に保険料水準

を統一していくところも国全体の流れがあ

り静岡県もそのように定めているのです

が、いつまでに保険料水準を統一していく

かという目標時期の設定については、来年

度までに県と市町の十分な協議を進めるこ

とになっていて、今年度からその協議が始

められています。 

    磐田市の場合は保険料としての水準が低

い状況にありますのでそれを協議の中でい

つまでという話が出ますのでそれにあわせ

て保険料率を上げていくことは検討してい

かなければならない状況になっています。

それと、事業費納付金という県へ納めなけ

ればならないものがありますが市が集める

保険料だけでは事業費納付金は納めきれな



いので一般会計から繰入をおこなって補填

している状況です。一般会計からの繰入を

解消していくという方向性もあります。保

険税率を変えていきながら赤字解消をして

いくことが今求められているところです。

委 員 今伺ったところ、単純に１人当たりの金

額が低いから上げた方がいいとおっしゃて

るような気がするのですが、これを決定す

るまでにあたり所得によって軽減したり

色々な操作をされて１人当たりの金額が決

まってくるわけですよね。磐田市の所得の

多い人や少ない人の分布からも考えていか

ないといけないと思うのですがその辺はど

うですか。 

事務局 それはそのとおりです。低所得者に対す

る軽減制度というのは国が定めておりまし

てそれに則った軽減をしております。当市

では約半数の方が保険税を軽減されている

状況です。 

委 員 賦課方式が４方式と３方式とあるのです

が、３方式は資産割が無いという違いだけ

ですよね。磐田市が４から３にすると上が

るのですか、無くせば所得割の率が増える

だけなのか。 

事務局 現状ですと約４億円が資産割ということ

で収入していますので、もし資産割を廃止

しますと税収も約４億減ることとなります

ので、益々一人当たりの金額が低くなりま

す。資産割の４億円相当を所得割、均等割

へ転嫁させていただくことが一般的な手法

となっています。 

委 員 資産割はどのように計算されるのか。 

事務局 医療、介護、支援分をあわせて固定資産税

額の４割相当額が資産割として掛けられてい

るのですが、これについては県の運営方針の

中で資産割を廃止する方向になっています。

いつまでに廃止するかについては来年度まで

に協議する状況にありまして先行きは不透明

な部分もありますが、当然資産割を廃止した

部分については所得割や均等割、平等割へ転

嫁していくことによって税収を担保していか

なければならないということもあります。

個々のケースでは不動産を沢山持っている方



など資産割が限度額までいってしまっている

人などもいらっしゃいます。こういった方た

ちは資産割を廃止することで税が下がる方も

いるのは事実です。ただ、現状は資産割を無

くす方向でいます。 

委 員 医療分、支援分、介護分の賦課方式につい

て、磐田市は全部４方式を採用しているとい

うことでよろしいか。 

事務局 平成 31 年度についてはそのとおりです。 

委 員 ４方式を採用しているのが単純に考えると

普通だと思うが、４方式、３方式、２方式を

採用している数が全然違うのだが何をもって

そうしているのか、市町によって特徴もある

と思うが分かれば教えていただきたい。 

事務局 国保制度が出来たときには４方式が基本で

して所得割が 100 分の 35、資産割が 100 分の

15、均等割が 100 分の 30、平等割が 100 分の

20 というのが標準として法律で定められてお

りました。４方式をとっているところが元々

多かったのですが、国保加入者について以前

はサラリーマン以外の方が多く加入していま

したが今は事業をおこなっている方よりも退

職されて年金収入の方が多くなりまして、昔

のように事業用に使っている資産にかけると

いうことが時代にそぐわなくなってきたこと

もあり資産割を無くすというとこが大都市を

中心に多くなってきていて、またこの 30 年度

の制度改正ということもあり資産割を止めて

いく市町が増えているというところです。 

委 員 資料２－１の２ページの下にある所得割総

額、資産割総額、均等割総額、平等割総額は

法律で金額というは配分が決まっているの

か。 

事務局 先ほど申し上げた 35 対 15 対 30 対 20 は以

前は地方税法で標準として定められていて必

ずしも従わなくてもよいと但し書きがありま

した。現在は数字の縛りも標準の標記も無く

なっています。 

委 員 運営方針で市町が異なることを統一してい

くことを都道府県中心にやっていくというこ

とで、協議はこれからというところですが、

いま磐田市の国保の課題は何なのか教えてい

ただきたい。 



事務局 県協議については具体的に動き始めていま

す。来年の夏までにいつまでに保険料水準を

統一するのかを決めるようになっておりま

す。磐田市の課題は保険料に関わることです。

保険料水準が低く事業費納付金を納めるため

に一般会計から繰入をしないと納められない

状況が課題だと思っています。これを解消す

るためには保険税率を上げざるをえないとい

う状況だと認識しています。ただ、税率改正

をしていくとなると被保険者の皆さんに大き

な負担となりますのでいかにソフトランディ

ングをしていくかということを運協の委員の

みなさんにも説明させていただきご理解をい

ただきながらたたき台を作っていく作業も課

題だと思っています。 

委 員 繰入金は要らなくなるということですか。

事務局 繰入金は国の方から赤字解消しろといわれ

ています。国の制度の中で財政努力をすれば

それを評価するいわゆるインセンティブを与

える制度があるがこのなかでも具体的に示さ

れてきていて、逆に努力をしないとマイナス

のインセンティブが今年度の保険者努力支援

制度の指標として出てきました。財政運営を

健全化していくことをしないと、国の交付金

も減額していく状況の中で世の中でもそう求

められているかと感じます。 

事務局 色々とご意見ありがとうございました。

我々の方から言いづらいようなことも核心を

突くような所で質問をいただいたりして、現

状の課題は、財政が赤字で税収不足を何とか

しなければならない。法定外の繰入を認めて

いかない。そんな中でいうと税率改正しか残

ってこないのかな、だけどもこれは被保険者

にとって大変な負担になります。また一方で

法定外繰入ですが原資はみなさまから頂いて

いる税金です。被保険者とそれ以外のかたの

税金も含まれますのでこういったところも考

えあわせてこれからのご審議をお願いしたい

なと思っております。また、県の協議の具合

がなかなか我々が期待するほど進んでまいり

ませんが状況に応じて随時出しながらご審議

をお願いしたいのですが回が重なるほど作業

スケジュールがタイトになったり、数字が出



てきて少しシビアな話になると想像しており

ますがこの場に限らず疑問な点は事務局へお

尋ねいただいて実のあるご審議、そしてこれ

から磐田市民の国保の運営に資するものであ

ると改めてご認識を頂いてこれからもご協力

を賜りたいと思っております。よろしくお願

いします 

委 員 最後にすみません。大きなマクロでいいの

ですが少し長いスパンでみてこれからどうな

っていくのか、想像というか将来 20 年後こう

だという画がなにかあれば教えていただきた

いのですが。 

事務局 そういった議論は事務局内でもします。人

口構造的なことを考えると国保については団

塊の世代の皆さんが 75 歳以上になると国保

から抜けていかれます。そうすると被保険者

が数的に益々減少していきますが、一人当た

りの医療費は国保の方は年代的に 65 歳から

75 歳の前期高齢者が多く医療費もかかる方な

ので財政構造的にはそんなに変わらないので

はと思っております。被保険者数は減っても

医療費が高い方たちが結果的に多く構造的に

いる仕組みは変わらないので先行きも費用が

かかるイメージは持っております。先ほど課

題として財政構造の話をしましたが、健康づ

くりの推進についてももう一つの大きな課題

であると思っております。健康増進課と協議

をしておりますがこれからは 75 歳以上の方

たちも含めたいつまでも元気で長生きできる

ような事業の展開も大きな課題と思っており

ます。次回につきましては、医療費分析をし

たデータヘルスと申しますがこれらの結果を

元に保健事業を展開していく視点で報告をさ

せていただきたいと思っていますのでよろし

くお願いします。          以上

備 考


