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資料１～４の説明

令和２年度第３回旭川市国民健康保険運営協議会

会議資料に係る説明要旨

資料１ 令和３年度旭川市国民健康保険料について

○令和３年度国民健康保険事業費納付金（資料１の１ページ）

令和３年度国民健康保険料について，令和３年１月１５日付けで北海道から示され

た納付金本算定の結果をもとに概要を取りまとめたものです。

納付金は，北海道全体で必要な額を算出した後，各市町村の被保険者の状況（所得

や被保険者数，世帯数）に応じたシェアにより各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することとなります。

令和３年度の北海道の傾向としては，納付金の総額は約２１億円減少しています。

昨年度は，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

りの納付金は前年度より増となっていましたが，今回は被保険者数の減少幅よりも納

付金総額の減少が大きかったため，一人当たりの納付金は前年度より減となっていま

す。

旭川市においても同様の傾向が見られます。

主な要因としては，北海道において平成３０年度と令和元年度の歳出で，医療費が

見込額よりも実際多くかかってしまったことや，歳入で，国等からの交付金が見込額

よりも少なかったことなどから，道の財政安定化基金を取り崩して不足分を補填しま

したが，この基金は積み戻しをしなくてはならないため，令和２年度と令和３年度か

ら，それぞれ３年間で各市町村の納付金に加算となるものです。

旭川市においてはこれに加え，平成２８年度，２９年度にそれぞれ概算交付を受け

た前期高齢者交付金等の精算分として，令和３年度は約９，７００万円が納付金に加

算されております。

特に非常事態宣言中における医療機関の受診控え等は，例外的な事象であり保険料

算定において影響が大きいことから，それら影響を排除した上で医療費推計等を行い

納付金算定を行っています。その結果，一人当たり保険給付費は０．９％増となって

いるほか，令和３年度の前期高齢者交付金が約９０億円増えていることが，一人当た

りの納付金が減少している要因と考えております。

○旭川市の令和３年度保険料率（資料１の２ページ）

本算定結果を受け，本市の保険料率を算出した結果となります。

保険料算出の条件としては，激変緩和等を予定どおり措置した場合としています。

激変緩和の内容は，資料２の１ページ中段に記載の令和３年度予定の激変緩和措置
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としています。

（１）賦課割合の見直し

（２）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，令和２年度より

も５００円縮小し１，５００円に，

（３）７割・５割軽減世帯減免は，５００円減免を据え置き，

（４）市独自の低所得世帯の軽減は，１割軽減を据え置き，

（５）１８歳未満の均等割減免は，５割減免を据え置き，

（６）賦課限度額を９６万円から９９万円に，

以上の激変緩和措置等を行った場合の保険料率が資料１の２ページ右下のとおり

です。所得割は，医療分，支援金分，介護分全てにおいて令和２年度より減少してい

ます。均等割は，賦課割合の見直しもあり医療分，支援金分は減少しますが，介護分

は増加となります。平等割は医療分，支援金分，介護分全てにおいて増加します。

資料１の３ページから６ページは，世帯パターン別にこの保険料率を当てはめて保

険料を試算したもので，

①介護分ありの単身世帯（給与所得），

②介護分なしの単身世帯（年金所得），

③介護分ありの二人世帯（給与所得），

④介護分なしの二人世帯（年金所得），

⑤１８歳未満の子どもがいる３人世帯（給与所得）

の５つのパターンをお示ししています。

資料１の３ページ ①単身世帯（介護分保険料あり）給与所得

介護保険料が国保料として引かれる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るパターンとなります。

介護分減免は，基礎控除後所得１６７万円以下の世帯について，介護分保険料の減

免額を令和２年度の２，０００円から５００円縮小して１，５００円減免として計算

しております。

例として，基礎控除後所得１６７万円の世帯では，令和３年度は前年度と比べ

８，７２０円増の３１１，４７０円となり，激変緩和で縮小された５００円の影響も

ありますが，令和２年度の上昇幅１２，７８０円と比べると減少しているものの，以

降のその他各世帯別パターンと比べると経済的負担がやや大きいと感じております。

この主な要因としては，賦課割合の見直し（所得４１：均等４１：平等１８→所得

４１：均等３５：平等２４）によるところが大きく，均等割額は減少したものの，平

等割額が上昇した結果，多人数世帯では保険料が減少に作用していますが，単身世帯

は保険料の上昇に作用しています。

資料１の４ページ ②単身世帯（介護分保険料なし）年金所得
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４ページは介護分保険料の負担がない６５歳以上が対象となります。

介護分減免は，介護分保険料の負担がないため該当しません。

例として，収入金額２００万円の世帯では，令和３年度は前年度と比べ２，４００

円増の１０８，５７０円となり，令和２年度の上昇幅４，５１０円と比べると減少し

ています。

この主な要因としては，賦課割合の見直しによる影響となっています。

資料１の５ページ ③２人世帯（介護分保険料あり）給与所得

３ページの単身世帯と基本的な設定は同じですが，均等割額が１人分増えています。

３ページとの違いは加入人数のみですが，基礎控除後所得１６７万円の世帯では，

令和３年度は前年度と比べ１，４５０円増の３５２，１４０円で，令和２年度の上昇

幅１４，９８０円と比較すると大きく減少しています。

この主な要因としては，賦課割合の見直しによる影響となっています。

資料１の６ページ ④２人世帯（介護分保険料なし）年金所得

６ページは介護分保険料がない６５歳以上が対象となり，国保加入者の約５０％が

この世帯に該当します。

６５歳以上なので年金生活者の多くが該当し，収入を給与ではなく年金収入で算出

しております。

給与と年金収入による違いは，所得控除額が給与よりも年金の方が大きいというこ

とです。５ページの年金収入のモデル世帯である収入金額２００万円の世帯では，令

和３年度は１，３４０円減の１０３，７６０円で，令和２年度が４，６６０円上がっ

たのに比べると６，０００円減少しております。

この場合も，賦課割合の見直しによる影響が出ているところです。

資料１の７ページ ⑤３人世帯（介護分保険料あり，こども１８歳未満）給与所得

７ページは，４０歳夫婦で夫のみ給与所得で，１８歳未満の子どもが１人いる３人

世帯となります。１８歳未満の子どもがいますので，子ども減免の対象世帯となりま

す。

１８歳未満の子ども減免は，子育て世帯の保険料の負担軽減策として，平成２８年

度に５割軽減でスタートしましたが，都道府県単位化となった平成３０年度の保険料

が，ほとんどの所得階層において下がり，減免を３割に縮小しても前年度の負担水準

を保てるということで，平成３０年度と令和元年度は５割から３割減免といたしまし

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，
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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割減免に縮小する予定でしたが，令

和２年度の保険料が全体的に大きく上昇したこともあり，令和２年度は５割減免に戻

したところです。

家族３人のモデル世帯である所得２００万円の世帯ですと，令和３年度では１，７

００円減の３６９，１３０円となっており，２年度が８，０６０円上がったのに対し

て ９，７６０円と大きく減少しています。

この場合も，賦課割合の変更による影響が出ているところです。

また，子どもの均等割減免に関しては，現在，国において２０２２年からの実施に

向けて検討しており，報道によりますと，未就学児を対象に各種軽減等実施後の均等

割額の５割を免除するという内容になっており，本市の減免制度よりも拡充された内

容になっておりますが，対象者が未就学児（６歳以下）に限定していることから，今

後は対象範囲の拡大を要望していきます。

資料１の８ページ

８ページは，令和３年度保険料の課題と対策として，各世帯別パターンの合計保険

料を抜粋して並べた上で，課題と対策を書き出したものです。

多人数世帯の低所得層世帯については前年度と比較すると減少していますが，単身

世帯の全ての所得階層と単身世帯以外の中間所得階層以上の世帯は前年度よりも保

険料が高くなっています。

医療費の自然増以外で今後見込まれる増減要素についてですが，前期高齢者交付金

の精算は，平成２８年度と平成２９年度に概算交付されているもので，各年度におい

て多く交付された額については剰余となり基金に積み立てていますが，翌々年度から

以降４年間で償還していかなければなりません。

また，３０年度と令和元年度の歳出で，北海道が医療費の見込額よりも実際多くか

かってしまったことや，歳入で，国等からの交付金が見込額よりも少なかったことな

どから，道の財政安定化基金を取り崩して不足分を補填しましたが，この基金は積み

戻しをしなくてはならないため，令和２年度と令和３年度から，それぞれ３年間で償

還する必要があり，各市町村の納付金に加算となるものです。

これら令和３年度の精算分は約１億９千万円となり，これらの償還が完了しますと，

その相応分を保険料に充当することも可能になりますので，多少の上がり幅が抑制で

きるものと見込んでおります。

本市の基金の状況ですが，今年度末の基金残高は約６億３千万円の見込みとなって

おります。また，今年度の特別会計の収入と支出の収支差引は約１億４千万円の剰余

を見込んでおり，全て基金に積み立てる予定です。

令和２年度は試算段階で保険料が大きく上昇する結果となったので，引き下げのた

めに基金から５千万円を取崩しましたが，令和３年度においては，基金を取崩しせず
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とも保険料の上がり幅が昨年度より縮小していることから，基金の活用は考慮しない

方向で検討しております。

基金の活用の課題として，基金の取崩しが多いほど，保険料は引き下がるメリット

がありますが，このままでは令和５年度にも基金が枯渇する危険性があり，令和３年

度以降のことを考えると残しておく必要もあると考えております。

以上，資料１では北海道からの本算定結果をもとに，計画どおりの激変緩和措置を

行った場合の数字をお示ししました。
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資料２ 諮問事項に対する答申案について

第２回の会議で諮問事項としてお示ししたものと少し表現等を変えていますが，６

つの諮問事項別に「令和２年度の内容」，「答申の方向性」として「令和３年度予定の

激変緩和措置」，「選択肢」を掲載しています。

選択肢は，運営協議会の意見として令和３年度の保険料について，考えられる選択

肢を掲載しています。

２ページ目からの検討資料にある保険料の試算にあたっては，保険料の引き下げと

して，前期高齢者交付金精算分の１億９千万円を基金から活用したパターンで試算し

ています。

答申書の作成については，まず方向性を選択肢から選んでいただき，文面について

は各答申案を参考に，御意見等を踏まえて答申書を完成させていくこととなります。

【諮問事項１】賦課割合の見直し（資料２の２ページ～３ページ）

都道府県単位化から３年が経過することから，北海道において全道市町村の実情を

踏まえた見直しにより，加入人数ごとにかかる均等割を縮小し，加入世帯ごとにかか

る平等割を拡大することから，北海道から示される賦課割合は，「４１：４１：１８」

から「４１：３４：２４」になります。

これにより，多人数世帯は保険料が減少しますが，単身世帯は保険料が上昇する試

算結果となります。

市としては，令和６年度での保険料水準の統一を図っていく場合には，北海道の見

直しにより示される賦課割合としていく必要があると考えております。

３ページは，諮問事項１の選択肢に応じた答申の文章案になります。

この答申案は事務局案ですので，答申の方向性を決めていただいた後に，御意見等

を踏まえて，この文書に加除修正等を行いながら決めていただくことになります。

【諮問事項２】基礎控除後所得 167 万円以下の世帯に属する 40 歳～64 歳までの被保

険者数に応じた介護分保険料の減免（資料２の２ページ・４ページ）

この減免については，財源が一般会計からの繰入金によるものですので，赤字解消

計画の対象となっており，解消が求められております。

この表では赤字解消計画どおり令和２年度の減免額２，０００円から５００円縮小

し，１，５００円の場合として作成しております。

１ページの選択肢の番号で言えば，①の減免縮小，が計画案どおりとなります。

この減免により影響を受ける世帯は，基礎控除後所得が１６７万円以下で介護分保

険料の欄に薄く網掛けが付いている世帯です。
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答申案②の２，０００円据え置きとした場合は，この保険料に減免額２，０００円

と１，５００円との差額である一人５００円×２名で保険料がさらに千円下がること

になり，答申案③の減免を２，５００円に拡大した場合は，１，０００円×２人で

２，０００円保険料が減少します。

④廃止した場合は，１，５００円減免が無くなるので二人で３，０００円保険料が

上がることになります。

ただし，この保険料負担軽減の財源については，決算補填目的の法定外の一般会計

からの繰入れを行っているとして，赤字解消計画の策定とともに，国に実施状況を毎

年度報告しなければならないこととなっております。

市としては，赤字解消計画を策定していることから，計画どおりの縮小を考えてお

ります。

４ページは，諮問事項２の選択肢に応じた答申の文章案になります。

【諮問事項３】７減・５減対象世帯の減免について（資料２の５ページ）

７割・５割軽減対象世帯の減免については，令和２年度は５００円減免しておりま

す。

これは，都道府県単位化の影響により，上昇する保険料の上がり方を緩和させるた

めの激変緩和措置として行っているもので，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年度に廃止をする計画です。

仮に５００円を廃止した場合，二人世帯だと保険料は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円保険料が減少することとな

ります。

市としては，保険料の激変緩和措置としてこの減免を実施していることから，令和

５年度までは計画どおり据え置き，令和６年度での廃止を考えております。

６ページに選択肢に応じた答申の文章案を記載しております。

【諮問事項４】市独自の低所得世帯の軽減について（資料２の７ページ）

市独自の低所得世帯の軽減について，平成３０年度，令和元年度は１割軽減として

きたところで，計画では令和２年度に廃止する予定となっておりましたが，１割軽減

を据え置いたところです。

１割軽減による影響額は，均等割・平等割の合計額の１割分ということになり，７

ページの例では，一人世帯で介護分のない世帯としておりますので，医療分と支援金

分の均等割を足した１割分として６，９３６円が影響額となります。

答申案①の据え置きの場合の差額は，軽減額は変わらないので，単純に自然増分と

いうことになります。
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据え置きを基本として，減免を拡大した場合は①の保険料から６，９３６円下がり，

計画どおり廃止とした場合は，①の保険料に６，９３６円増えることとなります。

この減免に該当する多くは所得が低い世帯で，特に単身世帯が多い状況にあり，今

回賦課割合の見直しを行う場合は，単身世帯への負担が増えておりますが，それに加

えて１割軽減の廃止となると，対象世帯の保険料は大幅に上昇することになります。

市としては，計画上は「廃止」となっておりますが，急激な保険料の上昇による負

担軽減の観点から，令和３年度の廃止は先送りして１割軽減を据え置くこととし，令

和５年度までの廃止を考えております。

選択肢に応じた答申の文章案を８ページに記載しております。

【諮問事項５】１８歳未満の均等割り減免について（資料２の９ページ）

この制度は資料１でもご説明させていただきましたが，子育て世帯の支援策として，

平成２８年度に１８歳未満のこどもの均等割を５割減免にするということでスター

トし，都道府県単位化となった平成３０年度，令和元年度は３割減免に縮小し，令和

２年度は減免をさらに縮小し，２割減免とする予定でしたが，保険料の上昇幅が大き

かったため，５割減免に戻したところです。

この減免については，市長会等を通じて制度化を長らく要望していたところですが，

平成２７年の参院附帯決議以降，国は事務レベルのワーキンググループで制度設計等

も含めて検討を続けていましたが，先日，厚労省が国保の子どもの均等割保険料を軽

減する制度を導入する方向で調整を進めていることが明らかになりました。少子化対

策の一環として，軽減の対象年齢や軽減割合などについて政府内で最終調整をしてい

るとのことで，最終的には法改正が必要になるので，実施が決まれば令和３年度の通

常国会に法案提出となり，最短でも令和４年度からの制度化となる見通しです。

本市としては，国の制度化を注視しながら判断していく必要があることから，令和

３年度においては５割減免で据え置くこととしたいと考えています。

１０ページに選択肢に応じた答申の文章案を記載しております。

【諮問事項６】賦課限度額について（資料２の１１ページ）

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

するという効果があります。

本市の賦課限度額については，ここ数年国の法定限度額が毎年上がっており，

本市も毎年上げているところですが，国の法定限度額より１年遅れの少ない限度額と

なっております。

１１ページの今年度の限度額を据え置いた場合が左の表（選択肢の①）で，右の表
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（選択肢の②）は３万円引き上げて，令和２年度の国の法定賦課限度額である９９万

円にした場合です。

これまでも運営協議会への賦課限度額に関して諮問し，令和６年に道内保険料水準

の統一までに法定限度額に近づけるよう答申をいただいておりますが，国は今回，新

型コロナウイルス感染症の影響により，９９万円の法定限度額を据え置くこととしま

した。

本市としては，道内の多くの市町村が法定限度額としていることや，中間所得層の

負担軽減を図るため，３万円の引き上げを行ってはどうかと考えております。

１２ページは選択肢に応じた答申の文章案となります。

以上で資料２についてのご説明を終わりますが，資料２に係る説明の冒頭にも掲載

しましたとおり，答申書の作成については，市の考えをベースに方向性を選択肢から

選んでいただきます。

文面については選択肢に応じた各答申案に，御意見等を踏まえて答申書を完成させ

ていただきますが，最終的な方向性や答申内容については，時間的制約もありますこ

とから，最終的には会長と調整等のうえ，とりまとめたいと考えております。

また，協議過程における各委員さんからの意見等については，答申書に答申内容と

は別に意見を付記する形で掲載させていただきますので，御理解賜りますようお願い

申し上げます。

なお，調整後の答申書については，後日，報告させていただきます。
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資料３ 令和元年度の答申書の附帯意見に対する保健事業の取組状況について

令和元年度答申書において，

「一人当たり医療費が増加していくと想定される中で，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っていくことは重要なことであることから，健康

や生活習慣に対する被保険者の関心と理解を深めてもらいつつ，特定健診や生活習慣

病の重症化予防などの保健事業を引き続き進めていくこと。」

と，附帯意見をいただいております。

附帯意見に対する保健事業の取り組みについて，資料に沿って報告させていただき

ます。

１ ジェネリック医薬品について

国が定めるジェネリック使用割合の目標値は８０％である中，令和２年度１１

月実績が７９．５％と増加基調で推移しており，０．５ポイント増で目標達成と

なる状況です。引き続き，ジェネリック医薬品を利用した場合の差額通知を年３

回送付するなど，利用促進を図っていきます。

２ 特定健診について

令和元年度は，土・日曜日の早朝健診，商業施設での健診，過去の受診歴別勧

奨ハガキの通知，医療機関への協力依頼等により，２月までは前年比＋２ポイン

トで推移していましたが，２月下旬から，新型コロナウイルス感染症拡大防止策

として特定健診の一部中止や受診控え等により，３月の受診者数が激減し，受診

率２５．１％（平成３０年度 ２４．９％）にとどまりました。

令和２年度は，ハガキによる受診勧奨を更に改良し，過去の受診歴の傾向に応

じて５分類のハガキを送付しています。また，市内を４地区に区分し受診しやす

い近隣の医療機関情報を掲載しています。ハガキの反響もあり６月の緊急事態宣

言解除後，１０月までは順調に実績を伸ばしていましたが，１１月市内でのクラ

スター発生による受診控え等から，１１月・１２月の受診率低下が著しい状況に

あります。

今後につきましては，市内クラスターの一部終息に伴い，旭川市広報誌「あさ

ひばし」２月号に特定健診に関する特集ページ掲載するなど，年度内の受診を促

し，受診率向上に努めたいと思います。
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３ 生活習慣病予防への取組について

①特定保健指導について

令和元年度特定保健指導実施率は４５．９％と，全国の中核市の中では高い受

診率を維持しているものの，新型コロナウイルス対策業務への保健師従事が優先

されているため，実施率は低下しています。

令和２年度においても，残念ながら減少が見込まれますが，データヘルス計画

中間評価において，メタボリックシンドローム該当者・予備群が増加しているこ

とから，引き続き実施率と，保健指導の「質」の向上に努めます。

②未治療者受診勧奨事業について

特定健診受診後，検査データから生活習慣病が疑われる未治療者に，医療機関

への受診を促し，併せて保健指導を行っています。

基準に該当する未治療者に対し，訪問・電話・文書により受診勧奨を実施し，

その後も未治療の者には再アプローチを行い，基準該当者のうち５７．６％を医

療機関受診につなぐことができています。

医療機関を受診しない理由は，個々様々であり，個人の状況に合わせた具体的

な受診勧奨と保健指導が求められています。対象者の中には，健診結果の理解に

時間がかかり，支援が複数年に及ぶこともあるため，今後も引き続き医療機関受

診率の向上に努めます。

③旭川圏糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて

糖尿病は，適切な治療を継続しないと人工透析が必要になるケースもあり，人

工透析が開始されると高額な医療費が生涯必要になるばかりでなく，患者さんの

ＱＯＬを著しく低下させることから，行政とかかりつけ医が連携して人工透析へ

の移行を防止する取組を，１市９町で実施しています。

医療機関未受診者の受診率は，前年度の５６．０％から６４．８％と向上して

きています。引き続き，かかりつけ医との連携を強化するとともに，医療機関受

診率の向上に努めます。
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資料４ 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）に対する意見提出手続の実施結果について

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）は，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た計画です。

今年度が計画の中間評価年に当たることから，第１回旭川市国民健康保険運営協議

会（１０月２２日書面会議）において，データヘルス計画中間評価（案）について意

見照会をさせていただいたほか，意見提出手続き（パブリックコメント）を実施しま

したので，その結果について報告します。

１ 意見提出手続き（パブリックコメント）期間

令和２年１０月１３日（火）から令和２年１１月１３日（金）まで

２ 意見提出数

３件（個人２件，団体１件）

３ 寄せられた御意見と旭川市の考え方

４の１～２ページのとおり（ホームページ等での公表のほか，意見提出者へ送付

しています）

４ その他意見照会機関

・旭川市医師会

・旭川歯科医師会

・旭川薬剤師会

・北海道上川総合振興局

５ 今後の予定

令和３年３月

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）中間評価策定


