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議長

事務局

諮問事項の資料１「令和２年度の旭川市国民健康保険料」につい

て事務局から説明をお願いします。

令和２年度の納付金本算定の結果を基に作成した資料１「令和２

年度の旭川市国民健康保険料」について御説明します。

１ページを御覧ください。

納付金はオール北海道で必要な額を算出した後，市町村毎の被保

険者の状況（所得や被保険者数，世帯数）に応じたシェアにより市

町村の納付金を決定し，市町村は示された納付金を集めるために保

険料率を算定します。

北海道と旭川市の納付金の状況として，左から今年度，真ん中に

仮算定，右に確定した来年度の納付金について記載しています。

令和２年度は納付金の総額が約１２億円減少していますが，納付

金総額の減り幅よりも被保険者数の減少が大きかったため，一人当

たりの納付金が前年度より増えました。

主な要因は，歳出で平成３０年度の医療費が見込額よりも多く，

歳入で国等からの交付金が見込額よりも少ないため，北海道の財政

安定化基金を取崩して不足分を補填しましたが，これを積み戻すた

め，令和２年度から３年間，各市町村の納付金に加算となります。

また，保険者努力支援制度の配点変更の影響により，交付金など

の財源が減少するとともに，平成２８・２９年度前期高齢者交付金

等の精算分約９，７００万円が加算されたことで，一人当たりの納

付金が増となりました。

２ページを御覧ください。

本算定の結果，激変緩和措置を令和２年度予定のとおりとした場

合（基礎控除後所得１６７万円以下の世帯の介護分保険料減免を

２，０００円，７割・５割軽減世帯減免は５００円減免据え置き，

１８歳未満の均等割減免は２割減免）の保険料率は，医療分，支援

金分，介護分において令和元年度より増となります。

３ページから６ページまでは，世帯パターン別（①介護分ありの

単身，②同じく２人世帯，③介護なしの２人世帯，④１８歳未満の

子どもがいる３人世帯）の保険料の試算です。

３ページの①介護分ありの単身（給与所得）は，介護保険料が引

かれる４０歳から６４歳の給与所得がある単身世帯で，介護分減免

の影響があります。所得２００万円以下の世帯について，介護分保

険料の減免額を令和元年度の２，５００円から５００円縮小して

２，０００円減免の試算です。所得２００万円の世帯では，前年度

と比べ２０，８１０円増の３１０，７８０円（年額）となり，昨年
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の上がり幅５，７６０円と比べると約３．５倍上昇しています。

基金について，令和元年度は１億円活用して全体の保険料の引下

げをしましたが，令和２年度は０円として計算しています。この活

用なども課題です。

４ページ，②介護分ありの２人世帯（給与所得）は，①に均等割

が１人分増えています。所得２００万円以下の世帯について，２４，

５００円増の３６０，２１０円で，今年の上がり幅（６，９１０円）

の約３．５倍です。

５ページ，③介護分なしの２人世帯（年金収入）は，６５歳以上

で国保加入者の約５０％が該当します。給与と年金収入による違い

は，所得の控除額が年金の方が給与より大きいことで，年金収入の

ほうが総収入額が多くなります。収入金額２００万円の世帯は，前

年度と比べ１８，５５０円増の２９８，４１０円です。

６ページ，④介護分ありの３人世帯（子ども１８歳未満）は，４

０歳夫婦の給与所得で，１８歳未満の子どもが１人の３人世帯のた

め，子ども減免の対象世帯です。１８歳の子ども減免は，子育て世

帯の保険料の負担軽減策として，平成２８年度から５割減免を実施

しているが，平成３０年度の保険料が下がったため，減免割合を５

割から３割に縮小しました。

この子ども減免については，都道府県単位化により道内保険料が

統一された場合，道内市町村間との均衡や公平性を図る観点から，

可能な限り早期に解消すべきであるという考え方から，令和２年度

は３割減免から２割に縮小するとし，所得２００万円の世帯では前

年度から比べて３０，２３０円増の３９３，０００円となっていま

す。

７ページ，令和２年度保険料の課題と対策では，各世帯別パター

ンの合計保険料を抜粋しています。どの世帯も保険料が増加してお

り，特に世帯の人数が増えるほど保険料も増えています。

医療費の自然増以外の増減要素については，前期高齢者交付金等

の精算分約９，７００万円が令和５年度まで続きます。

平成２８・２９年度分の過大交付金は，剰余金として既に基金に

積み立てられているため，精算返還分については基金で対応するべ

きものと考えています。

令和元年度の特別会計収支は約７千万円の黒字を見込んでおり，

基金（今年度末残高約６億円）に積み立てる予定です。全体の保険

料を引き下げるために，令和元年度は前年度の実質的な黒字分であ

る１億円を基金から活用したことから，保険料の上がり幅が大きい

令和２年度も同様に検討しています。

８ページ，基金シミュレーションは，基金から繰り入れた場合の，
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議長

委員１

事務局

６５歳以上の年金収入の２人世帯で比較した表です。

基本は激変緩和計画どおりの比較で，左から２つめは基金がない

場合，①はそれに前期高齢者分の精算を基金で負担した場合，②は

①に加え５千万円を追加，③はさらに５千万円追加し１億円とした

場合です。上のタイトルに設定，下に必要財源の詳細を載せていま

す。

収入２００万円のモデル世帯では，基金が５千万円増える毎に９

００円弱の保険料の負担が軽減されます。

なお，平均的な年金収入世帯は，夫が厚生年金で年間１９０万円，

妻が専業主婦で国民年金老齢基礎年金の所得８０万円の世帯や，夫

婦とも国民年金老齢基礎年金の７割軽減の世帯です。

以上，資料１では北海道からの本算定結果を基に，計画どおりの

激変緩和措置を行った場合の数字です。

保険料が大幅に上がることから，今年度の剰余金の見込み額約７

千万円を元に，基金から５千万円を活用する負担軽減策が必要と考

えています。

資料１で，基金の活用について皆さんの御意見をいただき，資料

２で，諮問に対する答申書を作成していきます。

なお，基金活用の課題として，基金の取崩しが多いほど，保険料

は引き下がるというメリットがありますが，このままでは令和４年

度に枯渇する危険性もあります。基金を残しておく必要について

も，御意見をいただきたいと考えています。

以上で資料１の説明を終わります。

ただいまの説明について御質問等があれば御発言いただきたい

と思います。

基金が枯渇したらどうするかはこの場では簡単には出ないと思

う。基金を使った実例はあるのか。また，旭川に住む若い人たちが，

この国保料を払っていける実態なのかすごく心配。

実例としては，統一水準に向けた安定的な運営のために保険料の

急激な上がり幅を抑え，基金残高を踏まえながら必要額を繰り入れ

ているが，高額な新薬が保険適用になるなどの要因で，医療費が見

通しにくい状況もある。

今回は道の交付金が予測よりも少ないため保険料が引き上がっ

た。将来的な基金残高を確保しつつ，来年度保険料の影響を少なく

するため，５千万円程度を基金から繰り入れる判断をしました。
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委員１

事務局

委員１

事務局

委員１

議長

委員２

事務局

委員２

厳しいのは旭川市だけではない。全道や全国の案を拝借しなかっ

たのか。また，基金が枯渇したときの対応策は。

他都市の保険料については，交付金や精算分の追加などの状況に

よって上昇傾向や下降傾向の違いがある。

基金が枯渇した場合は２つの考え方があり，最終的には保険料に

転嫁せざるを得ない。ただ，あまり上がり幅が大きい場合は道の貸

付金を借りて，何年間かかけて保険料で上乗せをしながら返してい

くというような方法が考えられる。

結局は道から借りてしのいでいくしかないということですね。実

際にそういう状況に陥った市町村は御存じですか。

平成３０年度の都道府県単位化の初年度に，２市が借りている状

況で，その詳細については承知はしていないが，今まで保険料が非

常に少なくて済んでいたところが，都道府県単位化になって非常に

上がって，保険料負担を緩和するために貸付を行ったということ

も，もしかしたらあるのかと。

貸付については，人（被保険者）を増やすなりして，負担が増え

ないように時間をかけて検討していただきたい。

特に若い人は契約や派遣など，まともに自分が食べられないよう

な状況で保険料が払えない人が出てくる情勢にあることから，負担

を抑えなければ保険料を支払わなくなるような世の中になってし

まうのを危惧しています。是非よろしくお願いします。

他に何かありませんか。

委員１のお気持ちはよく分かるが，道から借りては駄目です。令

和６年度からは自前でやっていかないと。要はこの基金は残り７千

万円を後４年間のいつ使うかということだけですね。であれば４で

割って２千万円弱を年々充てて使い切る。先が読めないだけにそう

すべきかなと思う。

私たちの説明の仕方が悪かったが，令和元年度末の基金残高６億

２千万円程度に，令和元年度の黒字分７千万円程度をプラスした７

億弱をどう使うかということになります。

それでは先ほどの母数を変えるだけで，基金残高が７億円あるの
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議長

事務局

委員３

事務局

委員３

委員４

事務局

委員４

事務局

で４で割って使っていけばよろしいのではないかと思う。

他に何か御質問等ありますか。

今２名の委員から御意見いただきましたが，委員２からは基金の

活用の方向として，負担軽減のためにいつ使うかということで，令

和２年度が上がるのであれば今が使い時かと。委員１からは北海道

の基金を借りずに，基金を使っても良いと受け止めさせていただ

き，金額については時間があっても結論は出ないということでよろ

しいか。

今の事務局からの説明で私は理解しています。基金があるので，

道から借りることのないように，市民の方のために活用して良いと

思う。

質問ですが，８ページ目の②の「基金を５千万円」モデルは基金

を活用するのは６５歳２人世帯に対してだけということか。そうで

はなく，全体に５千万を使った場合この２人世帯の年金の方達はこ

の状態になるということか。

全体に５千万円を使った場合となる。

わかりました。このように基金が使われていくのが妥当と思いま

す。

令和元年度の７千万円の黒字というのは，この交付金等の精算分

７千万円なのか。

保険料の収支を合わせて７千万円程度の剰余が出るので，交付金

も含めた額です。

基金も合わせて，７千万円ということか。今年はプラスだったけ

ど，前年はどうだったか。例えば赤字になった時に基金が必要にな

るのかの見込みと，高齢化が進む来年度以降の見込みが見えないの

で，今年の額が適当なのかどうか。

平成３０年度は，道への返還等を除いた黒字が１億程度だった。

今年は，７千万円程度が，収納率が上回ったことなどで黒字になっ

ています。令和２年度以降についても，赤字が出ないように予算編

成をした。
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委員４

議長

事務局

不測の要素として，保険料の収納率が見込みよりも低下した場合

は赤字になります。

わかりました。でも黒字部分は年々減る見込みと思うので，基金

を均等割するよりは後半に多めにした方がいいと思います。

続きまして，資料２「諮問事項に対する答申案について」事務局

から説明をお願いします。

資料２「諮問事項に対する答申案について」１ページを御覧くだ

さい。前回の会議資料から諮問事項の表現を変えたものです。

左から，５つの諮問事項別に「令和元年度の内容」と「答申の方

向性」及び令和２年度予定の「激変緩和措置」と「選択肢」を記載

しています。

２ページ目からは，前期高齢者交付金精算分の９，７００万円に

加え，基金から５千万円を活用することで，保険料を引き下げたパ

ターンで試算しており，資料１の料率よりも低くなっています。

答申の方向性を選択肢から選び，答申案を基に御意見をいただい

て答申書を完成させます。

諮問事項１，介護分保険料の減免については，財源が一般会計か

らの繰入金のため，赤字解消計画上将来的に必ず解消が求められて

います。

２ページ目は，令和２年度の保険料について，赤字解消計画どお

り２，０００円減免にした場合（選択肢①）で，保険料率は，基金

の投入により，介護分が減少しています。所得２００万円以下で介

護分保険料がかかる世帯が影響を受けます。２，５００円の据え置

きにした場合（選択肢②）は，一人５００円の減免×２名で保険料

が１，０００円下がります。３，０００円に拡大した場合（選択肢

③）は，一人１，０００円の減免×２名で保険料が２，０００円下

がります。減免制度を廃止した場合（選択肢④）は，一人２，００

０円の減免がなくなるので保険料が４，０００円上がります。

参考資料の「減免制度に係る市議会での対応状況について」の１

ページをお開きください。去年１２月の旭川市議会の一般質問につ

いて抜粋したものです。保険料負担軽減の財源について，「一般会

計からの繰入金はペナルティが課せられるのか」という質問に対

し，「国の財政支援の一つである保険者努力支援制度（保険者の取

組に対して獲得した点数に応じて交付金が交付される）が保険料負

担軽減の財源となるが，その指標の一つに，決算補填目的の法定外
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の一般会計の繰入金の解消の項目があり，繰入れを行っていない場

合は加点がある一方で，繰入れを行っている場合は赤字解消計画の

策定が求められ，取組の内容によって減点（ペナルティ）となる。」

と答弁しています。

諮問事項１の介護分保険料の減免額の財源については，一般会計

からの繰入金のため，赤字解消計画により必ず解消が求められてい

ます。

資料２の３ページにお戻りください。

諮問事項１の選択肢に応じた答申案です。答申の方向性を選択肢

から選び，答申案を基に御意見をいただいて答申書を完成させま

す。

４ページ，諮問事項２の７減・５減対象世帯の減免については，

令和元年度は５００円減免しています。これは，都道府県単位化の

影響による保険料の急激な上昇に対する激変緩和措置であり，令和

５年度まで継続し，保険料水準が統一される予定年度である令和６

年度に廃止する計画です。仮に５００円を廃止した場合，二人世帯

の保険料は１，０００円上昇し，逆に減免を１，０００円に拡大し

た場合は，二人で１，０００円保険料が減少します。５ページに答

申案を記載しています。

６ページの諮問事項３です。

平成３０年度，令和元年度の市独自の低所得世帯の軽減は１割軽減

でしたが，計画では令和２年度に廃止する予定です。均等割と平等

割の合計額の１割を軽減しますが，このページの例では一人世帯で

介護分のない世帯なので，均等割の１割分の６，７３０円が軽減さ

れます。

答申案①の据え置きの場合の差額は，軽減額が変わらないので，

自然増分です。この据え置きを基本とした場合，減免を拡大すると

６，７３０円下がり，廃止すると６，７３０円上がります。この減

免は，低所得世帯が該当するため，所得が１００万円の世帯で軽減

を廃止した場合，保険料は１４１，８６０円となり，所得の１４％

を保険料が占めるため，負担感が大きくなります。計画では令和２

年度に廃止する予定ですが，１割軽減を据え置くという選択肢を盛

り込み，答申案を７ページに記載しました。

８ページは諮問事項４の１８歳未満の均等割減免です。

子育て世帯の支援策として，平成２８年度から５割減免を開始し

ました。都道府県単位化となった平成３０年度と令和元年度は３割



- 8 -

減免に縮小しました。令和２年度は２割減免とする予定でしたが，

別冊の参考資料「減免制度に係る市議会での対応状況」について御

説明します。

質問として，「子どもの均等割減免について，子育て支援策とし

て導入した市長として，可能であれば減免を続けたいという気持ち

に変わりはないか，また，旭川市では縮小・廃止の方向で進めよう

としている一方で，新たに制度を導入する自治体が全国的にも増え

てきているので，市長の政治姿勢である子育て支援策として５割減

免に戻すことを求めたい。」ということでした。

これに対し市長は，「子育て世帯の支援については，各市町村固

有の課題ではなく，国の責任において取り組むべきものと考えてい

るので，必要な財源については国に要望をしてきており，子育て世

帯の負担軽減を図っていくことは非常に重要なことという認識に

変わりはなく，他市町村での事例を参考に，国民健康保険運営協議

会の意見も伺いながら様々な角度から検討したい」と答弁しまし

た。

都道府県単位化となってから，子どもの均等割減免を新たに導入

した自治体も増えてきており，３市ほど参考に記載しました。Ａ市

では，１８歳未満の子ども３人目以降を全額減免。Ｂ市では，１８

歳未満の子ども２人目以降を最大５割減免。Ｃ市では高校生までの

子ども３人目以降を５割減免，４人目以降は全額減免です。いずれ

の市においても旭川市のように子ども全員一律何割減免ではなく，

様々な条件の下に減免を行っています。

資料２の９ページ，Ａ３の表は，夫婦と１８歳未満の子供がいる

世帯の比較です。所得２００万円の世帯を２割減免にした場合，今

年度と比べ約１９，０００円増えます。３割減免据置きでは，２割

減免よりも約４，０００円下がります。５割減免にすると，今年度

より約７，０００円増となり，今年度の保険料の対前年度比の７，

４４０円の上がり幅にほぼ近い結果となります。

令和２年度は２割減免の予定でしたが，子育て世帯の支援策とし

て国へ要望していることや，他都市の状況を踏まえると，５割減免

もやむを得ないものと考えておりますので，令和２年度の時限的な

措置として，皆様の御意見をお聞かせください。

次に１０ページ 諮問事項の５，賦課限度額です。

賦課限度額を引き上げると，高所得者が多く負担する分，中間所

得者の負担が減少します。本市の賦課限度額は，法定限度額より１

年遅れの少ない限度額となっています。①は今年度の限度額を据え

置いた場合です。②は３万円引き上げて，令和元年度の法定賦課限
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議長

委員２

議長

事務局

委員２

事務局

委員２

度額９６万円にした場合です。令和２年度の法定限度額（９９万円）

に合わせると，限度額に到達している高所得者が６万円の増とな

り，金銭的には大きな影響があると考えております。

１２ページは，附帯意見案です。

一つ目は，これまでの会議で委員から御発言のありました健康づ

くりや保健事業の重要性に関するものを，附帯意見として整理しま

した。

二つ目は，中長期的な視点を持って一定の残高を確保しながら保

険料の急激な上昇を防ぐために基金の活用が必要だという場合の

文章案です。

まず，１つ目の諮問，基礎控除後所得１６７万円以下の世帯に属

する４０歳から６４歳までの被保険者数に応じた減免について，御

意見はございませんか。

赤字解消計画どおり，答申案①で良い。

他の意見として，皆さんいかがですか。

文言に対する御意見も特にないようでしたら，諮問１は，答申案

①の赤字解消計画どおりにしたいと思います。

続いて，２つ目の諮問，７割・５割軽減世帯の減免について，御

意見はございませんか。

では事務局のほうから諮問事項２について説明お願いします。

事務局の考え方を改めて示させていただきます。

資料２－１で令和２年度の激変緩和措置は，減免額５００円の据

置きと考えています。令和６年度の保険料水準の統一の途中過程と

いうことで，御意見をいただければと思います。

据置くと令和６年度に激変するのではないか。

令和６年度には，介護分保険料の５００円と（７割・５割軽減世

帯の減免５００円を）合わせた額が重複すると思います。

重複するというのはどういうことか。令和５年から令和６年の時
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事務局

議長

委員５

事務局

委員５

事務局

委員５

事務局

議長

に結局この分のしわ寄せが来ないのか。

令和６年の時に諮問事項１と諮問事項２を重複して廃止します

と，夫婦二人世帯の軽減額は合計２，０００円ですので，影響は少

ないと考えています。

あと北海道の保険料水準の統一に向けた運営方針の見直しが進

められており，所得の格差の影響を少なくする係数の見直しがあれ

ば，そのタイミングで廃止が重複しないよう激変緩和の年次をずら

すことが可能ではないかと考えています。

諮問事項の答申案について御意見ありますか。

今年廃止すれば今年１と２が重複する。６年度に廃止すれば６年

に重複する，それだけの話ですね。低所得者における保険料のダウ

ンが来るかもしれないから，その時に重複させると。だから今年は

据置きという理解でよろしいですね。ではそれでよろしいかと。

確認ですが，この４つの減免措置は最終的には廃止されるという

ことですね。

そこは少し難しいところがあって，諮問１の赤字補填目的の一般

会計繰入れは解消が求められているが，諮問２以降は市町村の裁量

でできる。ただ，都道府県単位化になって道内の保険料水準を統一

する観点から考えると，廃止に向かうべきという言い方になりま

す。

それでは迂闊に減免措置を拡大すると最終的に一気にしわ寄せ

がくる場合もあるということですか。

そうです。

わかりました。

それと重複については，諮問事項２は諮問事項３・４と重複はし

ないと思います。

文言に対する御意見も特にないようでしたら，諮問２は，答申案

①減免額の据置きということにしたいと思います。

（異議なしの声）
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委員２

議長

委員６

議長

委員２

議長

続いて，諮問３，市独自の低所得世帯の軽減について，御意見は

ございませんか。

原則，赤字解消計画どおり廃止と思いますが，先ほどの御説明伺

いまして，令和６年に激変しないなら，答申案①で良いと思います。

文言に対する御意見も特にないようでしたら，諮問３は，答申案

①軽減割合の据置きということにしたいと思います。

（異議なしの声）

続いて，４つ目の諮問，１８歳未満の均等割減免について，御意

見はございませんか。

財政が厳しい中で減免を縮小していく方向性のなかで，１８歳未

満の子どもの軽減割合は拡大の５割減免がいいと思います。１８歳

未満は当然収入がなく，生まれたらすぐに国保の均等割がかかりま

す。他の市町村ではその均等割の減免の事例が紹介され，その他に

子ども医療費が無料という市町村もかなり多くなってきているの

で，それとの関係も見ていかなければならないと思います。旭川市

の１８歳未満は２，０００人と書いてあります。子どもの数が１軒

で２～３人となれば国保料が爆発的に増え，生活も消費税の増税で

大変厳しくなっているのでせめて均等割で５割減免できないかと

思っています。

他に御意見等ございますか。

未来永劫その財源が確保されているならいいですが，ここで５割

に減らすと令和６年に激変する。令和６年度に１８歳未満の家庭は

「何で今年から上がるの。去年までの人たちはずるいじゃない。」

ということになる。子どもに対するものは政治レベルだと思います

が，別の手段でやるべきで，これに関しては赤字解消計画どおり進

めた方が良いと思います。

答申案でいうと２割減免の①です。

委員６からは答申案③の減免割合の拡大，委員２からは答申案①

減免割合の縮小という意見がそれぞれ出ました。

他の意見はどうでしょうか。
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委員３

事務局

委員７

事務局

委員７

委員２

議長

事務局

どちらの委員のお話も非常によく分かります。ただ事務局の参考

資料の中で，他都市の取組事例がございました。答申案①と③の両

方をとって割る考えでして，生まれたばかりや１８歳未満の子ども

さんが多い家庭は，医療費が非常にかかると思いますし，他都市の

取組事例などを活用して，旭川市では１８歳未満のお子さん全員と

いう形で減免を進めていると思いますが，２人目や３人目以降とい

う形で，減免の制度を取り入れていくと少しは解消されるかと思い

ます。

他都市の状況を見ながらの制度化については検討の時間も要り

ます。委員からの御意見とあわせて，令和２年度の保険料からでは

なく令和２年度以降の検討課題にさせていただきます。

間に合わないというのは試算できないからですか。

他都市により様々な取組があるので，旭川の場合は３人目以上が

何人いるかなどの各世帯状況や，財源の問題が難しいかと。

試算できないということですね。どれだけお金がかかるのかまだ

わからないのであれば，今年は据置きし，来年度以降少子化対策的

に２～３人いる家庭は，負担が少ない方がいいという気がします。

令和６年度に道が３人目以降などの軽減措置は立ててこないで

しょう。それは別の事ですから，この制度で考えるなら無理がある

と思います。

ではこれまでは答申案①②③の意見がでているますが，他の委員

の方はいかがですか。

いま３名の方から，①②③それぞれの方向性があると思います

が，委員３と委員６からは制度化を含めて子どもの負担軽減を，委

員２からは令和６年度のことを考えるとどうかという御意見だっ

たと思います。

令和６年度の方針が決定していない現時点では，他市町村の取組

状況などを踏まえ，１人目からの無条件の減免ではなく，将来的な

見通しも含めて再検討させていただきまして，令和２年度に限って

は時限的に保険料が上がり過ぎているので，５割にというところで

改めて御意見をいただけたらと思います。
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委員１

議長

委員４

事務局

議長

委員８

事務局

いろんなパターンをシミュレーションしていただいて，選択肢を

拡げて１０個言ったうちの１個や２個は市民が認めてもらえるよ

うなことを言わないと，納得しないと思いますから，例えばＡ市Ｂ

市Ｃ市の×１０くらい，事例を作っていただくようにお願いしたい

と思います。

他に御意見等ございますか。

事務局の方でとりあえず５割にしたとして，来年度以降も急激に

上がるということなく，令和６年度に持っていけるだろうというこ

とで，今回この御提案ということでよろしいですか。

令和６年までの中期的な制度化も含めて再検討の必要があると

思っています。その時間的猶予の中で，令和２年度は保険料の上昇

を優先したいと思いますので，時限的に５割とし，令和３年度は令

和２年度に検討することで，令和６年あるいは将来的にどうあるべ

きかを改めてお示しさせていただきたいと思います。

他に御意見等ございますか。

いろんな委員の意見があって，子ども減免をどれだけ減らすかは

大事なことですけど，令和元年度が３割減免であれば，現行で据置

きにして，令和２年度に検討した上で緩和措置を図るほうがいいと

思います。わざわざまた５割に戻すのではなく，折角の３割で減免

したのであれば据置きにしておいて，他都市の例として次回の時に

検討して減免を図るといほうが。一旦又５割に戻すというのは，果

たしてどういうものかと疑問に思ったものですから。

御理解いただきたい部分もあるんですけれども，平成３０年度の

都道府県単位化の際に，３割に落としても保険料にそれほど影響が

ないということで下げさせていただいたと。その裏返しになろうか

と思いますが，今年度保険料が非常に大幅に上がるという状況の中

で，基金の状況からも５割に戻す財源がある状況の中で，いかに保

険料の負担軽減を図っていくのかという部分で考えて，緊急避難的

にも５割に戻して，負担軽減を少しでも図っていただくということ

が必要ではないかということで，事務局としてはそのような負担を

考えております。
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議長

委員２

議長

事務局

議長

委員２

事務局

委員１

事務局

委員１

議長

委員６

今の事務局からの御説明に対して何か御意見等ございますか。

事務局案でいいと思います。

それでは，諮問４は，答申案③減免割合の拡大に決めたいと思い

ます。

事務局に確認ですが，答申案③の減免割合を○割の数字はどうし

ましょう。

事務局案としては５割という考え方です。５割で一致できれば５

割で記載し，議論の余地があれば数字を入れないで拡大とし，割合

は市に判断を委ねるということで，括弧書きをしております。

では，５割という数字を入れるか文言か，皆さんの御意見をいた

だきたいと思います。

見通しとしては５割を超えるということもあるのですか。

現時点では５割を限度と考えております。

５割でやれると事務局の方では踏んでいるんですよね。

財源と保険料の上がり幅を考えた案としてます。

やれるならはっきり書いた方がいいと思います。

５割が良いという意見がありますけれどもそれでよろしいです

か。

（異議なしの声）

文言に対する御意見も特にないようでしたら，，諮問４は，答申

案③減免割合の拡大とし，減免割合を５割に決定したいと思いま

す。

続いて，諮問５，賦課限度額について，御意見はございませんか。

限度額を３万円引き上げることによって国保料の収入の全体と
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事務局

事務局

議長

委員２

事務局

委員２

議長

事務局

してはどれぐらい増えるのか。限度額に達している世帯がいくつあ

りますか。

件数的には全体の数％と思っています。

補足をさせていただきますと，保険料として集めるお金について

は変わりはございません。要は高所得の方に高く保険料を払ってい

ただいて，そのかわり中間所得の方々の保険料が見合いで軽減され

るということで，全体的なお金の集まり具合は変化しないと言った

ところです。

他に御意見等ございますか。

答申案②か③だと思うが事務局はどう考えているか。

保険料統一までに段階的に引き上げて国の基準に追いつきたい

と考えておりますので，②と考えております。

②でいいと思います。

ただいま委員２から答申案②でいいのではないかという意見が

出ましたけれども他の委員はいかがですか。

答申案②の文言につきましても御意見等ないようですので，諮問

５は，答申案②賦課限度額の拡大（令和元年度の法定限度額）とい

うことにしたいと思います。

（異議なしの声）

これまでの会議の中で御意見をいただいた内容を基に，附帯意見

の協議に入りたいと思いますが，昨年提出しました答申の附帯意見

に対する市の取組について，事務局から説明を受けたいと思いま

す。

会議資料３をご覧ください。

健康寿命の延伸を図り，増え続ける医療費と保険料の抑制を図る

ことが重要であることから，特定健診や生活習慣病の重症化予防な

どの保健事業をこれまで以上に進めていくという附帯意見に対す

る昨年度の取組について御報告します。
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まず特定健診は，受けた後にその方のリスクに応じた個別の保健

指導を行い，生活習慣の改善によって生活習慣病を予防することを

目的とした健診になります。

皆さんにお配りした黄色い封筒は，毎年４月下旬に国保加入者に

送っている受診券一式です。

封筒の中にはピンクの受診券と市内で受けられる医療機関の一

覧表と，特定健診の内容を記載したＡ３版のものが入っています。

特定健診は自己負担が５００円，非課税世帯は無料で受けることが

できます。

市内約１３０の医療機関に御協力いただいているほか，地域会館

や住民センターでも，がん検診と一緒に受けられるセット型健診を

市内３２回で実施しています。

残念なことに特定健診の受診率は低迷をしており，平成２９年は

２３％，平成３０年は２４．９％と，国の目標値６０％には達して

いません。さらに来年度からは，受診率が３０％に達しませんとマ

イナスインセンティブということで，さらに国からの交付金が減る

状況です。

受診率３０％を喫緊の課題と捉えて，今年度様々な取組を行いま

した。

まず，特定健診受診率向上の対策として，受診勧奨ハガキを見直し

ました。 毎年１１月頃，特定健診を受けていない方に受診勧奨ハ

ガキを送っていますが，これを今流行のナッジ理論を活用し，健診

を受けたことがある方とない方の２パターンで発送しました。

多分，健診の無関心層は，ハガキを見ないでゴミ箱に捨てられる

ものですから，「あなたが○○○を受けない理由はなんですか」と，

「最後に特定健診を受けたのは何年前ですか」という謎かけ風のキ

ャッチフレーズにより，答えが中にあるということで，ハガキを開

いていただく仕組みを考案しました。また，お勧めする内容を変え

ています。

さらに，受診勧奨の拡充部分として，保健師を１人増員し，各地

域毎の訪問や電話による受診勧奨を行っております。

この数字は前年度の結果ですが，保健師や栄養士が個別訪問した

方が受診につながりやすいので，各地域毎の国保の方にお声がけす

ることで，受診勧奨しています。

また，よりたくさんの市民が健診を受けやすくするため，今年度

から土日の早朝健診を第二庁舎でスタートしました。今年度は５回

実施しましたが，夜お仕事されてそのまま受診されたり，新聞配達

の方から「（仕事が）終わってすぐこれるからすごくいいんだよ。

第二庁舎ってところも会場的には来やすいのでぜひ来年もやって
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ください。」という御意見もいただいています。

そのほか，市内に４店舗あるイオンを会場としたセット型健診に

も取組み，さらに受診率の向上を図っていきたいと思います。

また，今までは特定健診実施医療機関にお願い文書を送っていま

したが，初めての取組として，市内の医師会に加入されているすべ

ての先生方に対し，旭川市の特定健診の受診率が低い状況や，来年

度以降受診率が３０％行かないとマイナスインセンティブになり

ますので，是非先生方の患者さんに特定健診を使ってくださいとい

う内容のお手紙を差し上げて御協力をお願いしているところです。

国保加入者の特定健診対象者のうち約７割の方がすでに生活習

慣病で治療中というデータになっています。健診等で医療機関に繋

げた後，医療保険を使った血液検査をされ，特定健診を使ってくだ

さらない方もいますので，是非先生方から「次の検査では受診券を

持ってきて特定健診をしようね。」とお声がけのお願いをしている

ところです。

ＰＲ方法の見直しとして，市民広報あさひばしや北海道新聞や読

売新聞にも，早朝健診を取り上げていただくとともに，１２月号の

ライナー（フリーペーパー）に大きめの広告を載せていただきまし

た。

特定健診の受診券の再発行の依頼は，毎月６０～９０件ぐらいで

すが，ライナー広告を出した月は４７８件ものお問い合わせをいた

だき，ライナー効果があったと思っているところです。

続きまして，重症化予防の取組として，特定健診の受診後，生活

習慣の改善が必要な方に特定保健指導を行っています。特定健診の

受診率は中核市の中でも下から２番目という状況ですが，特定保健

指導の実施率は逆に中核市上から２番目という非常に高い数字を

出しておりますので，これを維持していきたいところです。

また，資料の②【拡充】糖尿病性腎症重症化予防プログラムです

が，人工透析になると，医療費が高額になるだけではなく，日常生

活や社会生活にも大きな影響が出ますので，透析になる理由として

糖尿病の悪化が非常に多いことから，１人でも予防するための取組

として，特定健診の結果，糖尿病の治療が必要だという判定値が出

ていながらも，受診につながっていない未治療者１９１人に指導

し，１０７人約５６％の方が受診につながっております。

２番目に，重症化リスクの高い方への支援として，医療にはかか

っているけれどもコントロール不良な方に対して，家庭訪問や電話

で指導も実施しています。

また，糖尿病は，一度治療を開始すると継続していただきたい病

気ですが，中断された方が８名いて，保健指導を行った結果，３名
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議長

委員３

事務局

は治療を再開されました。本来ですと８名全員を治療再開に繋げた

いところですが，個人の事情や転居のほか，国保から社会保険に変

わるなど支援が途切れてしまった方もいらっしゃいます。

３番目は未治療者受診勧奨事業として，糖尿病以外（心電図の異

常，高血圧，コレステロールが高い）の，本来治療が必要にもかか

わらず受診していない方に対して受診勧奨をしています。

平成３０年度特定健診受診者１３，０７４人中，この基準に該当

する方約９６６人全てに家庭訪問をして治療の必要性をお話させ

ていただき，会えない方には電話，電話も繋がらない方には文章を

送っています。

未治療者が治療に繋がらないと，重症化して心筋梗塞や脳梗塞な

どの命に関わる病気になりますので，再受診勧奨，さらには過年度

の未受診者をピックアップして，保健指導をしていきたいところで

す。

今後も引き続き被保険者の健康寿命の延伸に向けて取組んで参

りたいと思っているところです。

以上でございます。

ただいまの説明につきまして御質問等有れば御発言いただきた

いと思います。

受診率は確かに上昇しているが，１．９ポイント上がっていって，

保健指導率は全道全国よりも非常に高く，保健師さんが涙ぐましい

努力をなさってると感じているところですが，受診率に応じた交付

金があたるということで，受診率をもっと伸ばしたいと思います。

質問ですが，今年度の受診率向上対策効果ですが，こんな工夫し

たハガキを送付していて受診率１７．８と書かれていますが，これ

はハガキを送付した方のうち１７．８％しか受けていないというこ

とですか。

ここに書いてある数字は前年度の受診者で，１７．８％というの

は，去年，対象者分けをせずに受けていない方に送ったハガキの反

応率で，逆にいうとハガキを送った方のうち１７．８％しか特定健

診を受けてくださらなかったという結果になります。今年度反応率

が非常に低いのでなんとか上げたいという思いから，今年度は２タ

イプに分けてみたものですから，このハガキを送った方達が受診で

きるかどうかの判断は，３月３１日以降でないと正確な数字がでな

いので，来年度の協議会等で報告させていただきたいと思います。
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委員３

委員４

事務局

議長

この数字だけ見ますと折角受診勧奨のハガキをしても低いとい

う感じですし，逆に訪問が効果を高くしているという印象を受けま

した。これだけ対策を練ってＰＲ活動をしているにも関わらず，受

診率が伸びないのは，市民の皆さん方も意識がまだ充分でなく，健

診に関する受診率に応じて交付金も関与しているとか，あまり御存

じないという気もしますし，もっと理解していただくようなことが

できればと思いながら，この資料を見せていただいておりました。

健診対象者の約７割が生活習慣病で，もうすでに治療されている

方が健診は殆ど受けないのは，やはり病院で治療しているからもう

自分は安心という気持ちで受けられてないと思いまして，それだと

やはり受診率が上がっていかないことが，危惧されますので，治療

なさっている方こそ健診を是非受けていただくような対策を保健

師さんがされているようですけれども，医療機関にお話しして進め

ていただいているということも伺いましたけれども，さらに強化し

たらいいという印象を持ちました。

対象者の７割の方が受診しているのであれば，病院の先生から

「次は健診のハガキを持っておいで」と言ってくれたら，受けてく

れると思う。実際に母なんかは，そう言われて持って行ったので，

協力してくれる実施医療機関でどれくらい特定健診が行われてい

るのか，また指定医療機関以外の方は多いのかが分からないところ

です。

旭川医大以外の殆どの内科が特定健診の指定医療機関になって

います。

大きな病院になればなるほど，診療とは別に健診センターで人間

ドックとして受けますので，地域の公民館や住民センターで行って

いるがん検診と一緒のセット型健診のＰＲをさせていただいてい

るところです。

他に御意見等ございますか。

それでは，資料２－１２の附帯意見案について御意見をいただき

たいと思います。なければ，案のとおりということでよろしいです

か。

（異議なしの声）

それでは，答申の日程について事務局から説明をお願いします。
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事務局

議長

委員１

事務局

委員１

議長

事務局

事務局

答申の日程につきましては，２月３日１０時から，運営協議会を

代表いたしまして会長から市長に対し答申を行う予定になります。

答申書については後ほど皆さんに写しを送らせていただきます。答

申案の最終的な確認や文言については会長と相談させていただき

ます。

それでは最後に各委員の方から，何か御意見・御質問等はござい

ませんか。

冒頭に事務局から資料の送付が遅れたとあったが今回遅れた理

由は何か。

保険料の負担軽減を図るためにかなりのシミュレーションを作

成しパターン別に選定し，そういった作業で出すのが遅くなってし

まったというところで，申し訳ございませんでした。

是非次回は早めに出してください。

このあとは，事務局に議事の進行をお返しします。

どうもありがとうございました。

それでは最後に，事務局から御挨拶を申し上げます。

皆さま長時間大変お疲れさまでございました。

改めまして本日は第３回運営協議会に御出席いただきまして誠

にありがとうございました。

平成３０年度に国保の都道府県単位化がスタートいたしまして

皆様御承知のとおり国保制度が始まって以来の大改革と言われて

おりますけれども，早いもので２年あまり経過しようとしておりま

す。

市民の皆様には窓口の手続きなどが大きく変わるようなことは

ありませんでしたのでおおむねスムーズに運営ができているので

はないのかなというふうに思っておりますが，一方で保険料につき

ましては，できるだけ負担が増すことがないよう配慮しております

が，医療費の伸びなどで，保険料の上昇が想定以上より厳しい状況

になっております。

来年度以降につきましても前期高齢者交付金の精算という特殊

な要因もございまして，保険料の大幅な増が見込まれる中，限りあ
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事務局

る基金を活用いたしまして，様々な激変緩和措置を講じながら，来

年度の保険料の水準をどうするのか，私どもの説明がなかなか複雑

な部分がございまして，分かりづらい部分もあったのかなあと思い

ますけれども，おかげを持ちまして来年度の方向性を見いだすこと

ができました。改めましてありがとうございます。

現在市では予算編成作業の大詰めを迎えておりまして，本日の意

見を取りまとめた答申書を，来週の月曜日２月３日に運営協議会を

代表しまして，作田会長の方から市長宛に提出いただきまして，そ

の内容を踏まえまして来年の国保事業案を固めていくと２月６日

に予算案の報道発表という予定でございます。

今年度における協議会につきましては，これをもって終了いたし

ますけれども，来年度も今年度と同様に，３回程度会議を予定して

おりまして，保険料に関することはもちろん，先ほどお話しをしま

した健康づくりの取組などについても，皆様から引き続き忌憚ない

御意見をいただきまして，私ども国保の加入者の生活と健康を守っ

ていけるような国保運営に努めて参りたいと考えておりますので，

引き続き皆様どうぞよろしくお願いいたします。簡単ではございま

すけれども事務局を代表いたしまして閉会の挨拶とさせていただ

きます。皆様どうもありがとうございました。

以上で本日の国民健康保険運営協議会は閉会いたします。


