
-1-

会議資料に係る説明要旨

【会議資料１関係分】

令和元年度旭川市国民健康保険事業特別会計決算について

１ 決算額について（資料１－１ページ）

表１は，上が歳入，下が歳出となっており，各項目別に一覧表

としたものです。

歳入決算額は，３５７億４，７４６万１千円，

歳出決算額は，３５５億２，２７８万３千円，

歳入歳出差引額が，２億２，４６７万８千円（剰余金）

グラフ１は，上段が歳入，下段が歳出となっており，各項目別

の割合をグラフ化したものです。

※ 歳入歳出の主な項目の詳細は資料１～３ページ以降に掲載

なお，令和元年度の剰余金は２億２，４６７万８千円は全額を

基金に積み立てますが，このうち，概算交付で超過交付を受けて

いました北海道からの交付金（道支出金）７，５３７万４千円が

含まれており，今年度内に返還することになるため，実質的には

約１億４，０９２万５千円の剰余となります。

２ 被保険者数及び世帯数について（資料１－２ページ）

グラフ２は，被保険者数の年代別の推移を示したものです。

令和元年度の被保険者数は６９，０１１人で，平成２７年度と

比較しますと１４，３３４人減少しており，特に６４歳以下の被

保険者が大幅に減少しています。

要因としては，被用者保険の適用拡大や定年退職後の再就職等

によるものと推測しており，国保加入の割合が減少しています。

また，団塊の世代が７０歳に達していることにより，７０歳か

ら７４歳の被保険者数は増加しています。

グラフ３は，旭川市全体の人口と世帯数に占める国保の加入割

合となっており，世帯数は全体の２６．３９％（約１／４），

加入者数は全体の２０．６２％（約１／５）となっています。

別紙１



-2-

３ 主な歳入項目について

（１）国民健康保険料（資料１－３ページ）

国民健康保険料は，窓口相談体制の強化やスマホ決済の導入

などにより収納率が向上し，予算額よりも収入額が増えました。

グラフ４では，１人当たり保険料調定額を年度別に示したも

ので，全道・全国と比較しても，本市は低い状況にあります。

この要因としては，年金収入の世帯が多く保険料軽減に該当

する世帯が多いためです。

また，グラフ５では，保険料収納率の推移を年度別に示した

もので，本市の現年度分保険料収納率は，体制強化やコンビニ

収納など様々な納付方法の導入により年々向上しています。

滞納繰越分保険料収納率は，前年度より減少していますが，

納付相談や預貯金調査等により，収納の向上に努めており，収

入が多くなく預貯金がないなどの納付困難なケースが滞納繰越

分として残っています。

（２）道支出金（資料１－４ページ）

道支出金のうち保険者努力支援制度分は，健康づくりや医療

費適正化などの取組や実績に応じて国から交付金が交付される

制度で，全国総額５００億円を評価項目の獲得点数によって交

付金が配分される制度です。

表３が評価項目や配点，本市の獲得点を示したものです。

本市は，平成３０年度は，８５０点中５７０点を獲得し，約

１億５千万円の交付を受けましたが，令和元年度は８８０点中

５８７点となり，平成３０年度より得点は増えましたが，交付

金はほぼ同額の約１億５千万円となっています。

この交付金は，今年度の保険料の引き下げ財源に活用してい

ますが，保険料に換算すると１人当たり２，１６１円の引き下

げ効果がありました。

保健事業については，保険料負担軽減の短期的な効果がある

とともに，長期的には健康の維持増進や重症化予防の取組によ

り将来における医療費の増加抑制に繋がるものですので，今後

も重点的に取り組んでいきます。
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（３）繰入金（資料１－５ページ）

繰入金は，一般会計からの繰入分と国民健康保険事業準備基

金からの繰入分です。

一般会計繰入金は，法定負担分と政策的な保険料負担軽減分

などの負担義務のない法定外繰入金があります。

グラフ６は，一般会計繰入金の推移を示していますが，平成

３０年度の都道府県単位化前後で法定分繰入金と法定外繰入金

が大きく変化しています。

令和元年度の繰入額は，法定分が３３．５億円，法定外分が

１．９億円となっています。

国民健康保険事業準備基金は，償還金や保険料の激変緩和に

活用するほか，予期せぬ保険料の収納不足に対応するための貯

金になります。

表３は，基金残高の推移を示したものです。

平成２８年度は保険料負担軽減などのために５．１億円を取

り崩した結果，基金残高がゼロ円になりましたが，平成２８年

度以降毎年度の決算による剰余金の積み立てにより，令和元年

度の基金残高は６．２億円でした。

今年度は返還金，保険料の激変緩和措置の財源に充てるため

に２．８億円を取り崩す予定のため，令和２年度末の基金残高

は約５．６億円となる見込です。

４ 主な歳出項目について

（１）保険給付費（資料１－６ページ）

グラフ７は，保険給付費総額の推移を示したもので，平成

２７年度の高額薬剤の影響による増加以降は，減少傾向で推移

しており，令和元年度は，被保険者数の減少が医療費総額の減

少につながったと考えています。

グラフ８は，１人当たり医療費の推移を示したもので，平成

２７年度と比較して令和元年度では約４０，０００円増加して

おり，医療費総額は減少している中，１人当たりの医療費は増

加傾向が続いている状況となっています。

また，全道・全国との比較においても，本市の１人当たり医

療費は非常に高い状況となっており，被保険者の高齢化，高額

薬剤の保険適用，医療の高度化などにより，今後も医療費の増
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加傾向は続くものと推測していますが，医療費の増加は保険料

の上昇にもつながることから，非常に大きな問題と考えており，

医療費の伸びを抑制する取り組みが重要になってくるものと考

えています。

（２）保健事業費（資料１－７ページ）

保健事業は，特定健診の受診により健康状態を把握し，糖尿

病などの生活習慣病の早期発見や疾病の重症化を予防すること

で，結果として，健康の維持，増進に加え，医療費の増加が抑

制されるとともに，保険料負担軽減にもつながっていきます。

令和元年度の特定健診受診率向上の取組としては，

・ハガキや電話，訪問などによる受診勧奨

・がん検診との同時実施のセット型健診のＰＲなどを実施

・新規事業としては，土日の早朝，商業施設での健診を実施

に取り組みました。

グラフ９は，特定健診受診率の推移を示したもので，本市の

受診率は増加傾向にあるものの，全国，全道とは大きく下回っ

ており，特定健診の受診率向上のための取組の強化が必要と考

えています。
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【会議資料２関係分】

令和２年度旭川市国民健康保険事業特別会計予算について

１ 予算額について（資料２－１ページ）

表１は，上段が歳入，下段が歳出となっており，各項目別に一

覧表としたものです。

歳入，歳出とも予算額は，３６０億５，２０１万円で，前年度

予算額と比較すると，２，４４６万９千円の減となっています。

グラフ１は，上段が歳入，下段が歳出となっており，各項目別

の割合をグラフ化したものです。

主な要因としては，歳出の３.国民健康保険事業費納付金が８５

億６，５２０万２千円と前年度から約５７５万４千円減となった

ことに伴い，歳入の１．国民健康保険料も５２億３，１０６万４

千円と２，８１５万７千円減で計上しています。

歳入の５.繰入金については，保険料の激変緩和措置分は段階的

縮小してるなど一般会計からの繰入は減少しているものの，前期

交付金の精算により償還金が増えるため，基金からの繰入分が増

加し４，２５１万５千円の増となっています。

歳出の２．保険給付費は，被保険者数の減少により，２，４１

２万３千円減の２６５億８，０３５万１千円を計上し，保険給付

費の支出の財源である歳入の道支出金も３，８８３万２千円の減

となっています。

歳出の６.保健事業費は特定健診受診率向上の取組強化に伴い

２，５１４万１千円増の２億２，４１０万４千円を計上していま

す。

２ 予算と標準保険料との比較について（資料２－２ページ）

４０歳の夫婦と１８歳未満の子ども１人のモデル世帯で，

令和元年度と令和２年度，北海道が示す令和２年度の標準保険料

率でそれぞれ算出した保険料の比較を示したものです。

令和２年度予算編成に当っては，標準保険料率を参考に，運営

協議会の答申を踏まえて，保険料賦課限度額の引き上げのほか低

所得世帯等への激変緩和措置などを講じました。

令和元年度と令和２年度の比較では，医療分について賦課限度

額を３万円引き上げて６１万円としたほか，医療の高度化や被保
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険者の高齢化等による医療費の増加により，料率を０．４３ポイ

ント増の８．３９％に，また，均等割，平等割ともに上昇してい

ます。

支援金分については納付金額の増などにより料率が上昇したほ

か，均等割・平等割も上昇しています。

介護分については納付金額の増などにより，料率，均等割・平

等割とも微増となっています。

そのほか，激変緩和については計画どおり，低所得者における

介護分について令和元年度２，５００円減免を２，０００円減免

に縮小しました。

また，１人当たりの保険料の負担が増えることから，基金から

５千万円を投入し，全所得階層で保険料を引き下げています。

所得金額が２００万円の世帯で比較した場合，令和２年度は前

年比８，０７０円増となってますが，北海道が示す標準保険料率

との比較では，市独自の保険料引き下げ施策の効果もあり，標準

保険料では年間４１４，７６０円であるのに対し，令和２年度保

険料は３７０，８３０円で，標準保険料より４３，９３０円少な

い額となっています。

３ 保険者努力支援制度について（資料２－３ページ）

保険者努力支援制度は，医療費適正化などの取組や実績に応じ

て交付金が交付される制度で，交付金は保険料の引下げ財源に活

用できます。

医療費の増加が，保険料の増加にも直結するため，日頃からの

健康づくりや重症化予防などの取組が極めて重要です。

表３は，今年度の保険者努力支援制度の申請状況を示していま

すが，本市は１０００点中５６０点の獲得見込みとなっており，

来年度の交付金に反映されます。

満点を獲得している項目もあれば，獲得点が低い項目もあり，

獲得点欄のアルファベット（Ａ～Ｄ）の表示部分のうち，Ａの特

定健診受診率などの向上と，Ｂの後発医薬品の使用促進の取組強

化が必要と考えています。
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４ 医療費適正化事業の取組強化について①（資料２－４ページ）

保険者努力支援制度における今年度の交付見込みでは，１点あ

たり２４３，１６１円となっています。

配点が高いが，獲得点が低い項目では，取組強化等により獲得

点数を増やしていくことで，大きな財源確保が可能となります。

ただし，これまでは評価については加点方式でしたが，令和元

年度申請分（令和２年度交付分）からは，評価基準に達しない場

合はマイナス評価が加わり，今年度申請分（３年度交付分）では

△３０点が見込まれています。

Ａの特定健診の受診率向上による評価としては，

・特定健診・特定保健指導受診率が６０％を超えると各５０点

・特定健診受診率が前年度より３ポイント向上で２５点

・特定健診受診率が２５％未満は△３０点

・特定保健指導率が規模別全自治体の上位３割かつ前年度より５

ポイント向上で３５点

となっており，項目の前の×印が獲得できなかった項目，○印が

獲得した項目となっており，本市の傾向としては，特定保健指導

の実施率は高いが，特定健診受診率は低い状況にあるため，今後

の取組としては，特定健診受診率の３ポイント増で２５点の獲得

を目指します。（２５点＝約６０８万円）

また，特定保健指導の実施率は現状高い状態であるため，これ

を継続するよう努めます。

この目標目標達成に向けて，

・受診勧奨ハガキに民間のノウハウを活用すること

・土日，早朝，商業施設での健診等受診環境の整備を行うこと

・データ受領の仕組みづくりを行うこと

などにより，今後の受診率向上に向けて取り組んでまいります。

Ｂの後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進については，

令和元年度の使用割合が７６.８％のため，わずかに８０％に届か

ず得点獲得に至らなかったため，８０％の早期達成を目指します。

８０％を達成できれば，７０点の獲得となり約１，７００万円

増額となります。

ジェネリック医薬品への切り替えは，交付金が増えるだけでな

く，患者の自己負担も軽減し，医療費や保険料の減少にも繋がり



-8-

ます。

使用率向上の取組としては，ジェネリックに切り替えた場合の

差額通知の送付や薬剤師会との連携を考えています。

５ 医療費適正化事業の取組強化について②（資料２－５ページ）

３ページのＣとＤと表示した項目については，令和３年度から

設定配点が変更され，新たな取組が求められた項目です。

このため，新たに取組を行うこととしたとともに，今後も強化

していきます。

Ｃの重複・多剤投与者に対する取組としては，被保険者に対し，

お薬手帳を１冊にまとめることやポリファーマシー※に関する周

知・啓発を行うことが求められているため，薬剤師会との連携に

より，ポリファーマシー等の周知を医療費通知などで行います。

Ｄの第三者求償の取組としては，関係機関から情報提供を受け

る体制の構築が求められているため，旭川市保健所や旭川市消費

生活センターとの連携により第三者行為による傷病発見の手がか

りとなる情報の提供を受ける体制を構築していきます。

※ポリファーマシー ＝ 「poly（複数）」＋「pharmacy（調剤）」からなる言葉。

単純に複数の医薬品を使用している状態を指しているのではなく，使用している医薬品が少なくて

も，①医薬品同士の相互作用が疑われる場合，②同じ成分の医薬品が重複している場合，③使用する

理由が明確ではない医薬品が含まれている場合などが，ポリファーマシーの可能性があります。

つまり，様々な要因により「必要以上の医薬品を使用している状態」を指します。
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【会議資料３関係分】

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金及び

国民健康保険料の減免について

１ 国民健康保険傷病手当金の支給について（資料３－１ページ）

（１）制度の概要

国民健康保険の加入者で被用者である者が，新型コロナウイ

ルス感染症に感染し，又は発熱等の症状があるなど感染が疑わ

れることにより会社等を休み，事業主から給与等の全部又は一

部を受けることが出来ない場合に支給されるものです。

この制度により，労働者が感染した場合や感染が疑われる場

合に，所得保障することで休みやすい環境を整備するものです。

（２）申請の要件等

➀ 被用者であること（サラリーマン，青色事業専従者，白色事

業専従者など）

② 新型コロナウイルスに感染し，又は発熱等の症状がありコロ

ナウイルス感染が疑われたため仕事を休んでいること

③ 休業手当を含む給与等の支払いを受けられないか，一部減額

されて支払われていること

④ 新型コロナウイルスに感染又は感染が疑われたことにより，

３日以上連続して仕事を休んだ場合で，４日目以降が令和２年

１月１日から１２月３１日までの間に属すること

（※ただし，期間は今後の感染状況等により変更される可能性が

あります。）

⑤ 支給対象となる日数は，就労することができなくなった日か

ら起算して３日を経過した日以降で，就労を予定していたにも

かかわらず欠勤した日数

（３）支給額

直近の継続した３か月間の一日当たりの平均給与収入の

２／３に，支給対象日数を掛け合わせて算出します。

ただし，１日あたりの支給額について上限があります。

このため，休業手当を含む給与等が一部減額されて支払われ

ている場合は，支給額が減額または，支給されない場合があり

ます。
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（４）申請件数等

９月末迄の申請件数は１件，支給額：５，８００円，コロナ

ウイルスの感染疑いがあり仕事を休んだケースでした。

制度の問合せや相談は月に１～２件程度ありますが，申請に

至るケースは少ない状況です。現状では，本市においては幸い

大きな感染に至っていないことによるものと考えておりますが，

発熱を伴うインフルエンザの流行期に入った場合，申請が増え

る可能性はあると思われます。

被保険者への周知については，６月１５日付で送付した保険

料納入通知書にチラシを同封したほか「広報誌あさひばし」６

月号，１０月号に，掲載しています。

２ 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

（会議資料３－２ページ）

（１）制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により，世帯の主たる生計

維持者の収入の減少（前年比３０％以上の減少）が見込まれる

世帯の対象保険料を，前年の合計所得区分に応じて減免する制

度です。

（２）減免の状況

表１は，９月３０日現在の減免状況を示したもので，令和元

年度分の２月，３月納期分保険料で３７５件 １，１５２万円

の減免を，令和２年度分保険料で４２６件 ７，７６８万円の

減免を決定しています。

減免理由は，１件が重篤な傷病を負ったことによるもので，

ほかは収入減少によるものです。

収入の種類の内訳は，給与収入が４０．８％，事業収入が５

９．２％（申請書件数ベース）で，不動産収入及び山林収入で

の申請はありません。

（３）申請数の推移

グラフ１は，減免申請数の推移を示したものです。

令和元年度，２年度の両年度分を一枚の減免申請書で受け付

けていますが，９月３０日現在の申請数は５００件となってお
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り，各月別の申請件数のグラフ１のとおり推移しています。

６月から減免申請の受付を開始し，８月までは申請件数が伸

びていましたが，９月に減少しています。

これは，２月から始まった売上げ等の減少が回復してきてい

ることが考えられますが，今後，新型コロナウイルス感染症が

拡大するような事態になった場合は，再び外出自粛等の取組も

求められる可能性があることから，今後の減免申請件数につい

ては予断を許さない状況です。

（４）周知方法

６月１５日付で送付した保険料納入通知書にチラシを同封し

たほか，「広報誌あさひばし」６月号に掲載しています。
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【会議資料４関係分】

旭川市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）

平成２９年度～平成３５年度の中間評価（案）について

１ データヘルス計画とは（資料４－１ページ）

データヘルス計画とは，特定健診データや診療情報明細書（レ

セプト）の分析に基づき，効果的かつ効率的に保健事業を推進す

るための事業計画です。

国民健康保険被保険者の，生活習慣病や重症化を予防すること

を通じて「健康寿命の延伸」と「医療費・介護費の伸びの抑制を

図る」ことを目的とし，平成２９年から令和５年度までを計画期

間として保健事業を実施してきましたが，今年が計画策定から４

年目をむかえ，中間評価年になることから，本市の状況を改めて

分析し，中間評価を踏まえて計画の見直しを行うものです。

２ 見直し後の変更点（健康課題の再整理）

当初計画では，５つの健康課題をあげていましたが，見直し後

では，生活習慣病の発症から重症化に至る健康状態の流れを明示

し，健診→医療→介護→死亡の４つの健康状態の段階に区分し，

８つの健康課題として再整理し，「Point」を表示し取組の視点を

明確にしました（概要版２ページ）。

主要な健康課題については以下のとおりです（概要版３～７ペ

ージ）。

（１）健診

健康課題①「特定健診受診率が低い」

・旭川市の特定健診受診率は，平成３０年度２４．９％で，北

海道や国よりも低く，中核市で６０市中５７位と，低迷して

います。

・受診率は，「保険者努力支援制度」の評価指標の中でも配点

が高くなっていますが，旭川市の受診率は低調のため減点対
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象となっていることから，受診率向上は喫緊な課題です。

健康課題②「メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

が増加している」

・メタボリックシンドロームは，心臓病や脳卒中の発症リスク

を高めるので，生活習慣改善により肥満を解消していくこと

が必要です。

健康課題③④「健診受診者には，すぐに医療機関を受診し再検

査を必要とする未受診者の方がいる」「生活習慣病治療中でも，

重症化リスクの高いコントロール不良者がいる」

・健診項目の数値が非常に高い状態が長期間続くと，生活習慣

病が重症化し生活機能の低下につながります。まずは未治療

者を確実に医療つなげること。そして次に，かかりつけ医と

連携をとりながら保健指導を行うことで，重症化を予防する

ことができると考えます。

（２）医療

健康課題⑤「人工透析患者数は，被保険者千人当たりで見る

と増加している」

・一般的に人工透析患者１人当たりの年間医療費は約６００万

円になり，身体的、精神的な負担だけではなく，行動の制限

も加わり，患者さんの QOL にも大きな影響をもたらします。

人工透析患者は，高血圧症などの複数の生活習慣病を持って

いることから，透析が必要となる前段階のうちに生活習慣病

の重症化予防に取り組むことで，新規透析導入者を減らした

り，１年でも遅らせることができると考えます。

健康課題⑥「生活習慣病に関する医療費は減少しているが，脳

血管疾患（脳出血）の医療費，レセプト件数が国より高い。」

・生活習慣病の医療費，総医療費に占める割合が減少している

ことは，被保険者の健康状態や医療経済面でも喜ばしいこと

です。その反面がんについては，医療費，総医療費に占める

割合も増加しており，定期的ながん検診で早期に発見し，治

療することが必要です。

（３）介護

健康課題⑦「介護認定を受けた方の８割が高血圧症，６割が脂

質異常症・糖尿病などの生活習慣病があり，脳卒中，虚血性心

疾患を引き起こしている」
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・糖尿病，高血圧，脂質異常症の重症化を予防することで，要

介護となる方を減少させ，健康寿命の延伸が期待されます。

（４）死亡

健康課題⑧「虚血性心疾患と腎不全で亡くなる方が多く，平均

自立期間が国より短い」

・死亡総数は，男女とも全国平均を下回っていますが，主な死

亡で比較すると，虚血性心疾患と腎不全で亡くなる方が多く

なっています。

３ これからの保健事業

今回の中間評価で明確化した８つの健康課題を解決に導くた

め，短期目標に「メタボリックシンドローム該当者・予備群の減

少」を追加し，３つの中長期目標と４つの短期目標を設定し，保

健事業を実施していきます。（概要版７～８ページ）

（１）中長期目標

①慢性腎臓病を重症化させる人の減少

②脳血管疾患を発症する人の減少

③虚血性心疾患を発症する人の減少

（２）短期目標

①特定健診を受診し，自分の健康状態を把握する人の増加

②メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少

③生活習慣病の疑いのある未治療者の減少

④生活習慣病のコントロール不良者の減少

４ 今後の進め方

現在，意見提出手続を１０月１３日から開始し，１１月１３日

まで意見等の募集を行っています。パブリックコメントに加え，

旭川市国民健康保険運営協議会の皆様の意見を反映して，今年度

中に，中間評価を踏まえた見直し後のデータヘルス計画として策

定したいと考えております。

５ 質問・意見の提出

御質問，御意見がある場合は，別紙『意見提出手続「意見書」』

又は任意様式により提出していただきますようお願いします。
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・提出期限：令和２年１１月１３日（金）

・提出方法：メール又は FAX 又は郵送（同封の返信用封筒をご利

用ください）



＜様式第１号＞

意見提出手続「意見書」

年 月 日

（宛先）

住 所

氏 名

電話番号 （ ） －

法人その他の団体にあっては，名称，事務所

・事業所の所在地と代表者の氏名

施策の案の名称 旭川市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）中間評価（案）

（意見記入欄）



＊ 意見記入欄として別紙を添付することができます。

※ 備考 この様式により難い場合は，この様式に準ずる別の様式を用いることができます。

【意見提出者の区分】

１から５までのうち，該当するもの一つを丸で囲み，（ ）内に必要事項を記入して

ください。

１ 市内に住所がある方

２ 市内に事務所・事業所がある個人・法人・その他の団体

事務所・事業所の名称

所在地

３ 市内にある事務所・事業所に勤務している方

勤務先の名称

所在地

４ 市内にある学校に在学している方

学校の名称

所在地

５ 意見提出手続に関する事案に利害関係がある方

（利害関係の内容 ）


