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開催日時：平成３０年１月３０日（火）午後７時１５分 
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平成２９年度 第３回 

八王子市国民健康保険運営協議会会議録 

 

 

開催日時 平成３０年１月３０日（火）午後７時１５分 

開催場所 市役所本庁舎 第３・４委員会室 

議  題 

 （１） 国民健康保険税について（諮問） 

 （２） 八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画（素案）パブリックコメン

ト実施結果について 

 （３） その他 

 

出席委員（１４） 

  会 長（ ９番） 青 柳 有希子（公益代表） 

  副会長（１０番） 馬 場 貴 大（公益代表） 

  委 員（ １番） 山 部 雄 三（被保険者代表） 

  委 員（ ２番） 井 上 祐 子（被保険者代表） 

  委 員（ ３番） 小野田   有（被保険者代表） 

  委 員（ ４番） 松 元 嗣 子（被保険者代表） 

  委 員（ ５番） 植 木   徹（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（ ６番） 太 田 ルシヤ（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（ ７番） 氷 見 元 治（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（ ８番） 山 田 純 一（保険医又は保険薬剤師代表） 

  委 員（１１番） 渡 口   禎（公益代表） 

  委 員（１２番） 森   英 治（公益代表） 

  委 員（１３番） 川 﨑 正 稔（被用者保険等保険者代表） 

  委 員（１４番） 鈴 田   朗（被用者保険等保険者代表） 
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市側出席者 

  市         長  石 森  孝 志 

医 療 保 険 部 長  設 樂    恵 

  保 険 年 金 課 長  菅 野  匡 彦 

  保 険 収 納 課 長  関 谷  健 司 

  成 人 健 診 課 長  市 川  厚 夫 

  保 険 年 金 課 

   庶 務 担 当 主 査  白 鳥  充 男 

   庶 務 担 当 主 任  島 林  保 樹 

   庶 務 担 当 主 任  橋 本  和 幸 

   庶 務 担 当  古怒田  桃 子 

   制 度 改 革 担 当 主 査  加 藤  広 幸 

   資 格 課 税 担 当 主 査  冨 澤  知恵子 

   資 格 課 税 担 当 主 査  吉 武  成 浩 

   資 格 課 税 担 当 主 査  小 林    暁 

   給 付 担 当 主 査  北 村    亮 

  保 険 収 納 課 

   課 長 補 佐 兼 主 査  細 田  英 史 

  成 人 健 診 課 

   成人健診・がん検診担当課長補佐兼主査  北 野    領 

 

公開・非公開の別  公開 

傍聴者の数     ６名 

配付資料 

《机上配付資料》 

諮問文（写） 

資料１   国民健康保険税について 

参考資料  30年度確定係数に基づく１人当たり保険料額 

 東京の国保（No.640） 
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［午後 ７時１５分開会］ 

 

１．開会 

○青柳会長 本日は、皆様には大変お忙しいところお集まりいただきまして、まことにあ

りがとうございます。定刻となりましたので、ただいまから国民健康保険運営協議会を始

めさせていただいます。 

 なお本日は、太田委員から、所用のために少しおくれるとのご連絡をいただいておりま

すが、現在過半数の委員のご出席をいただいており、また各選出区分から１名以上のご出

席をいただいておりますので、本日の会議は有効に成立いたしております。 

 それでは、はじめに市長からご挨拶をお願いします。 

○石森市長 皆さん、こんばんは。本日は平成２９年度、第３回目となります国保運営協

議会にご多用の中、ご出席をいただきまして大変ありがとうございます。平成３０年が幕

をあけまして、４月に施行されます国保新制度に向けた準備も大詰めを迎えているところ

でありますが、国民皆保険が達成されて以来の大改革と言われている今回の国保制度改革

につきましては、東京都が市とともに国保の保険者となり、財政運営の責任主体となると

ともに、公費の拡充により安定的な国保制度の運営を図り、持続可能な制度を構築するこ

とを目的としているところでございます。 

 この間、新制度の施行に向けましては、都と区市町村の協議の場であります東京都国民

健康保険連携会議におきまして、納付金や標準保険料率の算定方法をはじめとする検討事

項について議論を重ね、都と連携して準備にあたってきたところでございます。 

 昨年１２月の第２回の本運営協議会におきましては、都から提示された仮係数に基づく

納付金、標準保険料率の算定結果によりまして、本市の保険税率等と都が示した標準保険

料率には大きな乖離があること、また平成３０年度の保険税についての試算をお示しした

ところでございます。 

 本日は、今般、都から提示されました確定係数に基づく納付金、標準保険料率を踏まえ

た平成３０年度の保険税率等の改定について、諮問をさせていただきます。 

今後も安心して医療を受けることができる制度の運営に向けまして、保健事業の実施や

医療費の適正化、収納率向上の取組をより一層進めるなど、保険者としての責務を果たし

ていく考えでございます。 

 国保加入者の皆様にはご負担をお願いすることになりますが、新たな国保制度施行の趣
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旨をご理解いただき、ぜひご賛同のご答申をいただきますようお願い申し上げ、ご挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○青柳会長 ありがとうございました。続きまして、諮問文の手交を行います。 

（諮問文 手交） 

○青柳会長 ここで、市長は所用のため退席させていただきます。 

 続きまして、本日の配付資料について、事務局から確認願います。 

○白鳥庶務担当主査 それでは、本日の配付資料につきまして確認をさせていただきます。

はじめに、資料配付が本日机上配付になりましたことをお詫び申し上げます。 

 それでは、順次確認をさせていただきます。まず、本日の次第でございます。 

 続きまして、諮問文の写しでございます。 

 次に資料１といたしまして、Ａ４横のもので国民健康保険税について。 

 続きまして、参考資料といたしまして、Ａ４縦のもので３０年度確定係数に基づく１人

当たり保険料額。 

 最後になりますが、冊子資料といたしまして、東京の国保（No.640）でございます。 

 配付資料は以上でございます。過不足等はございませんでしょうか。以上でございます。 

 

２．議題 

 （１）国民健康保険税について（諮問） 

○青柳会長 それでは、議事に入ります。 

 議題（１）、国民健康保険税についてを議題とします。諮問事項ですので、審議方法は

お配りしてあります会議次第に記載のとおり、①諮問文の朗読、②事務局からの説明、③

質問、④意見、⑤まとめの順に進行します。まず、事務局から諮問文を朗読願います。 

○白鳥庶務担当主査 それでは、事務局から諮問文を朗読させていただきます。 

 ２９八医保発第１２９４号 

平成３０年１月３０日 

八王子市国民健康保険運営協議会 

会 長  青柳 有希子 殿 

八王子市長  石森 孝志 

国民健康保険税について（諮問） 

八王子市国民健康保険運営協議会規則第１２条の規定に基づき、国民健康保険税に
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ついて、下記により貴協議会の意見を求めます。 

記 

１ 諮問の趣旨 

平成３０年度からの新たな国民健康保険制度では、都が区市町村の医療給付費、

後期高齢者支援金及び介護納付金を全額支払う役割を担うこととなる。その財源と

して、国や都の法定の公費負担等を充てるほか、医療費水準や被保険者の所得水準

により区市町村ごとの納付金を算定・徴収し、あわせて、納付金を納めるために必

要な標準保険料率を示すとされ、都内の区市町村間において支えあうものとなって

いる。 

今般、保険給付費等に見合った保険料率として、都による平成３０年度の標準保

険料率が示されたところであるが、標準保険料率を適用した場合の被保険者の急激

な負担の増加を避けるため、一般会計からの繰り入れを行う必要がある。 

ついては、今後も被保険者が安心して医療を受けることができるよう平成３０年

度以降の国民健康保険税率等の改定について諮問する。 

２ 国民健康保険税率等の改定 

標準保険料率を適用した場合の被保険者の保険税負担の急変に配慮し、平成３０

年度の保険税率等について、次のとおり改定する。 

（１）改定内容 

  ア 所得割額の保険税率の改定 

医療給付費分の所得割額の保険税率を引き上げる。 

区  分 現  行 改 定 後 

医療給付費分 5.3％ 5.5％ 

後期高齢者支援金分 現行どおり（1.8％） 

介護納付金分 現行どおり（1.6％） 

計 8.7％ 8.9％ 

  イ 均等割額の改定 

医療給付費分の均等割額を引き上げる。 

区  分 現  行 改 定 後 

医療給付費分 28,000円 29,000円 

後期高齢者支援金分 現行どおり（11,000円） 

介護納付金分 現行どおり（12,000円） 

計 51,000円 52,000円 
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（２）改定時期 

   平成３０年４月１日 

（平成３０年度分国民健康保険税から適用する。） 

３ 国民健康保険税率等の定期的な見直し 

保険税率等については、平成２５年１１月２８日付、貴協議会の答申に基づき、

２年ごとに見直しを行っているところであるが、新たな国民健康保険制度のもとで

は毎年度、都から納付金及び標準保険料率が示されることから、毎年度、見直しを

行う。 

４ 課税限度額の改定 

課税限度額については、今後、地方税法施行令で定める金額が改正された場合、

同施行令に則り、直ちに同様の措置を講じる改定を行う。 

  朗読は以上でございます。 

○青柳会長 諮問文の朗読が終わりました。ただいまの諮問事項について審議に入りたい

と思います。 

 はじめに、事務局から説明願います。保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 皆様、こんばんは。保険年金課長の菅野でございます。では、説明

させていただきますが、着座で失礼いたします。 

 お手元の資料１、国民健康保険税についてをごらんください。こちらのページおめくり

いただきまして、最初のページ、確定係数に基づく国保事業費納付金等について、ご説明

いたします。おめくりいただきまして、２ページです。 

 平成３０年度確定係数に基づく納付金の算定結果ということで、年末１２月１４日の運

営協議会では、仮係数に基づく算定結果についてご説明しておりますので、そこと変わっ

た点について、ポイントを絞ってお話をさせていただきます。 

 一番下の欄に書いてありますとおり、納付金につきましては、納付金額は仮係数に基づ

く額では本市に１８１億円の納付金が求められておりましたが、確定係数に基づく額では、

１７９億円ということで、２億円減った形になっております。これにつきましては、国、

それから東京都からの激減緩和に関する新たな追加的な措置がございましたので、この分、

それから年末の診療報酬改定で引き下げが若干ございましたので、その分を反映して本市

の納付金が２億円減ったといった中身になっております。 

 ３ページのほうで、その確定係数に基づく納付金を賄えるだけの標準保険料率というも
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のが示されております。こちらについては、前回、仮係数時から若干変わってございまし

て、医療給付費分の所得割率が現行５.３％のものが、この確定係数に基づく標準保険料率

では７.２５％に、１.９５％の引き上げ、均等割額につきましては、２万８,０００円のも

のが１万３,２０４円引き上げて４万１,２０４円でございます。また、後期高齢者支援金

分、介護納付金分は、ごらんのとおりございまして合計では現行８.７％の所得割が１１.

６２％に２.９２％の引き上げ、均等割額では５万１,０００円が６万９,４４５円に、１万

８,４４５円の引き上げということで、前回ご説明しました仮算定から若干下がった形にな

っております。 

 では、ページ変わりまして４ページです。（３）平成２８年度収納すべき１人当たり保

険税額（法定外繰入による軽減を行っていないと仮定した場合の保険税）の比較です。前

回も説明しておりますが、おさらいのようにもう一度言いますと、こちらの法定外繰入を

入れていない段階での比較ということですので、主に２８年度から本年度までの医療費の

伸びを反映した場合の保険税率というものが示されております。東京都平均で言いますと、

前回１５万２,５１１円でしたが、今回は１４万８,０００円台になっておりまして、伸び

率は１０３.１％です。八王子市では、１３万６,２２６円ということで、伸び率、東京都

平均より若干高く、１０５％となっております。こちらは、前回は１０５％と１０７％で

したので、伸び率も多少抑えられた形になっております。この伸びの要因の違いについて

は、後ほどご説明します。 

 参考の１は、法定外繰入による軽減を行った保険税との比較ということになっておりま

して、伸び率の欄を見ていただきますと、東京都は平均では１２６％のところ、八王子は

１３３.９％ということで、伸び率の乖離が、東京都平均と比べて広がっておりますが、こ

の広がっている理由は、東京都平均に比べて、本市が法定外繰入を入れているからという

ことになっております。 

 参考の２では、１人当たり保険税額を東京都平均とした場合の試算となっております。

少々説明が必要なのでお話しさせていただきますと、今回の保険税に関しましては、都道

府県によってはその県内を統一の保険料にしようというところもございます。例えば大阪

府などは、６年かけて統一にしようというふうにしております。ただ、都の場合は、島嶼

部、それから多摩地区、それから２３区ということで、大きく医療環境や所得等が異なり

ますので、一変に統一というのはなかなか難しいということになっております。そういう

中で、もし東京都、平均の保険料、統一した場合の保険料額というのはこうなるんだとい
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うものが、これになるかと思います。 

 仮になんですが、東京都平均の保険料で私ども集めた場合、イメージ図のところで見て

いただきますと、総額で試算の保険税総額は１７２.７億円となりましたが、八王子市に示

されました標準料率の総額では１５８.９億円ということで、その差は１３.８億円ござい

ました。 

 この１３.８億円というものをどう解釈するかということでは、大きく２つの見方がある

かと思います。１つは、そもそも税金の仕組みというのが、所得に応じてご負担いただく

という趣旨がございますので、八王子の所得水準の場合には、この税率が適正であるとい

うことで示されたという額だという見方。もう一つは、今回広域化で、区市町村の助け合

いという面が出てまいりますので、そういうかたまりで見た場合には、八王子市が１３.

８億円、他の自治体から助けていただくというふうな見方もできるかと思います。こうい

ったことが、今回の広域化の中で出てきております。 

 参考までに右側に、東京都平均の１人当たり保険税額を上回る区市町村の数ですが、こ

れは２１団体ございました。八王子市は６２団体中４２位ということで、平均より下です

ので、今のお話のとおり、どちらかというと助かる側ということになっております。 

 参考資料で、おつけしました３０年度確定係数に基づく１人当たり保険料額というＡ４

縦のもので、その平均以上にご負担いただくことになる団体と、それから平均以下の団体

ということでお示ししております。見ていただくとわかりますように、主に区部等が所得

水準が高いことを反映して、標準よりも負担いただく、そういった側になっております。 

 では、戻りまして、資料の６ページです。（４）保険税額と保険税伸び率の要因分析に

なっております。こちら、後ほど伸び率の要因を分析、ご説明するといった部分になりま

す。 

 まず１人当たり所得ですが、国民健康保険の被保険者１人当たりの所得、東京都平均で

は７５万３,４７３円、八王子の場合は６７万８,０００円台ということで、その差は７万

４,９０６円ございました。 

 医療費指数は、若干東京都全体平均よりも低いのですが、ほぼ平均どおりの水準にある

かと思います。 

 それから、一番右側の前期高齢者の加入率です。東京都平均では、３２.３％のところ、

八王子市では６５歳から７４歳の方の加入率が３９.４％ということで、７.１％高くなっ

ておりました。ここが、先ほど保険税額の伸び率が都平均と比べて１.９％ほど高くなって
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いる要因となっておりまして、今回の広域化の中で、これまで八王子市の前期高齢者の割

合に応じて交付されていた前期高齢者交付金が、東京都平均にならされますので、この部

分においては、八王子は損得ではないんですが、損する側になっております。ただ、所得

の差のほうが大きいので、全体とすると八王子は先ほど説明しましたように、１３.８億円、

他の団体からお金が入ってくるような、そのようなイメージになっています。 

 では、ここからは、平成３０年度以降の保険税率の改定につきまして、先ほどの諮問内

容に沿いまして、順を追って説明をさせていただきます。ページ変わりまして、８ページ

です。 

 保険税率の改定です。こちらは、平成３０年度の保険税率について、標準保険料率とい

うものを適用した場合、被保険者の保険税の負担が急変することになりますので、それに

配慮した保険税の改定を行うことを提案させていただいております。増減の欄で見ていた

だきますと、医療給付費分で所得割で０.２％、均等割で１,０００円の引き上げをお願い

するものでございます。改定後は所得割５.５％、それから均等割２万９,０００円という

ことに医療給付費分でなりまして、合計欄、そのほか後期高齢者支援金分と介護納付金分

については改定がございませんので、８.９％の所得割、均等割額が５万２,０００円にな

っております。 

 この保険税の改定による影響額ということなんですが、三角でお示ししている欄、１点

ございます。決算補填を目的とする法定外繰入というものが、およそ３億５,０００万弱減

るというような見込みになっております。その法定外繰入についてご説明申し上げます。

９ページです。 

 決算補填を目的とする法定外繰入の推移ということで書いてございますが、若干説明が

必要ですので、お話ししますと、法定外繰入にはこちらの表にありますように、２つ見方

がありまして、１つが決算補填、１つが保健事業分等の法定外繰入、今回の広域化に当た

りまして、国からは決算補填目的のこの繰入を計画的、段階的に削減していくことを求め

られて、解消することを求められております。決算補填目的というのは、言いかえますと、

金額的に直接保険税の増加を、保険税の負担をできるだけ減らすために、直接保険税が安

くなるように入れている法定外の一般会計からの繰入となっておりまして、これは被保険

者以外の広く八王子市民全体からご負担いただいているような額の推移になります。 

 ごらんいただいたとおり、合計の法定外繰入の欄でいきますと、２６、２７年度が６０

億円台でしたが、２８年度は４５億円の法定外繰入、２９年度の見込みでは、５０億とな
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っておりまして、３０年度予算では、これは４０億というふうに見立てております。この

保健事業分の法定外繰入というのは、医療給付費、医療費をそもそもなるべくかからない

ようにしようということで、例えば特定健診や糖尿病の重症化予防等、そういう保健事業

のために使っている法定外繰入ということで、こちらについては特に減らすというような

ことを求められているものではございませんが、先ほど言いました、そもそも健康でいて

いただくためではなく、保険税の急激な引き上げを避けるために入れている部分について

は、減らしていってほしいというようなことを求められております。この決算補填を目的

とする法定外繰入については、今回のこの改定を受けますと、およそ３５億というような

法定外繰入、これを主として目指すような改定となっております。 

 では、ページ変わりまして１０ページです。こちらでは、最終的にはお一人お一人の保

険税への負担がどのくらいかということが、大きな判断のポイントになるかと思いますの

でお示ししておりますが、仮算定時にお示ししたモデルと基本的には変わっておりません

が、夫婦子供２人世帯ですと、給与収入で６５.１万円未満の世帯、所得で０円の場合は１,

２００円、１０２.２％の増でございました。また、一番ご負担がこの表の中では大きくな

る方ということで、収入５００万円の方で見ますと、年間で１万３００円、１０２.３％の

増となっております。 

 それから、公的年金収入の場合、前回ご要望いただきました夫婦２人の場合というもの

もあわせてお示ししております。夫婦２人の場合で、公的年金収入１２０万円以下の場合

は６００円ご負担が増えることになりまして、１０２.６％でございました。また、４００

万円の場合は６,６００円負担が増えまして、１０２.７％ということになっておりました。

これがモデルの世帯での保険税額でございます。 

 では、ページ変わりまして１２ページです。こちらは、諮問事項の２つ目でございます。

最初は改定率でございまして、２つ目がこの保険税率の定期的な見直しについてでござい

ます。こちらについては、この協議会の以前の答申に基づきまして、２年ごとに見直しを

行っておりますが、新たな国民健康保険制度のもとでは、毎年度、東京都から納付金、そ

れから標準保険料率が示されますので、毎年度見直しを行うということとさせていただき

たいと考えております。 

 ３つ目が、課税限度額の改定です。課税限度額については、地方税法施行令で定める金

額が改正された場合、直ちに同様の措置を講ずる改定を行いたいと考えております。こち

らについても、若干の説明が必要かと思いますので、この３０年度の現在出ている税制改
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正の大綱では、医療給付費分で現行の５４万円から４万円引き上げて５８万円とすること

が示されております。この改定をした場合には、影響額としておよそ５,０００万円弱の影

響がございます。 

 限度額を改定する意味合いということで説明をさせていただきますと、現在１人当たり

の医療給付費という、１人当たりにかかる医療費が高齢化の影響と、それから医療の高度

化等で少し増えております。例えば所得が高い方に、どの程度医療給付費分をご負担いた

だくか、保険税を決めるかというときに、所得が高ければ高いほどたくさんご負担いただ

くということで、天井がない形になりますと、実際にその方が受ける医療給付費に対して

の負担の割合が、ちょっと高くなってしまうということがございまして、この限度額とい

うものを決めております。 

 現在、実際の医療給付費が少し高くなっておりますので、その分改定しようということ

ですが、この改定をした場合には、現在主に限度額ぎりぎりの中間層の方ですとか、最近

は中間層の方がむしろ苦しいという言われ方をしますが、その中間層の方の保険税額が若

干引き下がるというか、負担感が減るような効果がございます。限度額を引き上げること

によって、中間層の方が若干引き下がるような形になりますので、こうした改定、国が示

した場合には、毎回それに応じた措置をとりたいということでお示ししておりますが、毎

年度おおむね年度末、例えば３月３０日とか、そういったぎりぎりのタイミングで新年度

について国から示されますので、示された場合にはこれに沿って改定したいということで

ご提案しております。 

 次に、参考事項として均等割軽減判定の所得というものも同様に、年度末に大体改定さ

れておりまして、３０年度として示されているものは、５割軽減で世帯の年間所得合計が

３３万円プラス２７万円でしたが、２７.５万円に５,０００円引き上げる内容。また、２

割軽減については、３３万円プラス５０万円ということで、現在のプラス４９万円から１

万円引き上げる内容で大綱が出ております。 

 この意味合いは、保険税をご負担いただく際に、７割、５割、２割という軽減を行って

いるわけですが、主に所得が苦しい方ということで、そういった低所得の方の軽減をとる

ということなんですけれども、現在、多少景気がよくなったりして、世帯の所得が若干上

がっております。上がった分、そのままの基準でやりますと、この軽減を受けられる方と

いうのが少し減ってしまいますので、少し所得が上がった分、この額を引き上げて、その

軽減を受けている方の割合が減らないような、そういう改定が毎年されておりまして、こ
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ちらについてはされた場合には、すぐ決まりでなっていますので、そのまま反映させる形

になりますので、ご説明をさせていただきました。 

 ページ変わりまして、１４ページ、１５ページというのが、大綱の内容、それから施行

令の内容、参考までお示ししております。 

 最後に、ページ１６ページになります。今後のスケジュールということでお示ししてお

りますが、若干これまでの流れも踏まえたご説明をさせていただきます。１０月に国から

仮係数の提示がございまして、その仮係数に基づく納付金の算定が１１月にあり、１１月

の２１日には東京都の運営協議会でその内容が示されました。それを受けまして、１２月

の１４日、前回の八王子市の国民健康保険運営協議会で、仮係数に基づく算定結果をご説

明したところです。 

 国からは、年末ぎりぎりに確定係数の提示がございまして、診療報酬改定等踏まえた中

身ですね、その算定結果が１月１０日に来ました。それから、ここで１月中ということで、

赤字解消・削減計画について、通知があるというふうに国から聞いているんですが、現在

１月３０日ですが、これについてはいまだ通知がない状況でございますが、国は１月中と

申しておりまして、それをほんとうは受けた形だった予定ですが、出ていない中ですが、

今回１月３０日で今日の運営協議会、開いているわけでございます。 

 この本日の諮問した内容について、答申を受けまして、第１回の市議会定例会で、国民

健康保険条例の改正についてお諮りし、また年度内には国保の財政健全化計画というもの

をつくる予定となっております。新年度からは新しい制度のもとでスタートするというこ

とになります。ここで、今回、赤字解消・削減計画というものについて、説明が若干必要

かと思いますので、お話をさせていただきますと、先ほど申したように、決算補填目的の

法定外繰入の計画的、段階的解消というものが求められているんですが、それを具体にど

うするか、あるいは何年でやるかといったものは、国から現在示されていない状況になっ

ております。 

 つきましては、こちらのほうについては、示された場合には、私どもとしてつくる、つ

くらないというのが選べるものではありません。赤字がない自治体、それから赤字解消が

当年度中、あるいは２年度内ぐらいで見込まれるところはつくらなくていいのですが、そ

うでない場合には、必ず策定する義務がございまして、出された方針に基づいて策定しよ

うと考えてはおります。 

 来年度のことを今から言ってもどうかと思いますが、来年度もし納付金や標準料率が示
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された場合には、その国から示された期間で、今回の改定を踏まえた場合には、残ってい

る解消しなければいけない額はこのぐらいあるんですよと、それを計画的、段階的にやり

ますと、今年度の負担がこのような形になりますけれども、今年度の改定はこのぐらいで

いいですかというような考え方をしていただくようになるかと思います。 

 例えば、今年度の改定率が高ければ、もう少し後年度のほうの負担に送って、今年度は

低くするとか、またその逆という議論が、来年度からはこの解消計画というものをつけさ

せていただいて、こういったところでお諮りすることができるようになるかなと思ってお

りますが、今年度につきましては改革初年度、新しい制度の初年度ということで、現在示

されておりませんので、本日はお示しすることができないような形になっております。 

 長くなりましたが、説明は以上でございます。 

○青柳会長 事務局の説明が終わりました。諮問事項、国民健康保険税について、ご質問

がございましたらご発言願います。ご発言の際は、挙手をして、指名の後でお願いいたし

ます。なお、ご意見については、質問の後にご発言いただきますので、まずは質問したい

件についてご発言願います。渡口委員。 

○渡口委員 １点だけ確認をさせていただきたいのですが、１３ページのところの均等割

額の軽減判定所得の改定ということで、７割軽減については改定なしということで予定を

しているということと、２割、５割軽減はこの金額の改定がされた場合の対象者数という

のはどうなるのか。金額が変わることによる軽減対象にならない方の補完策としての対応

ということなんですけれども、これを上げることによって、それなりの補完の対象者数と

いうのは変わらず行くようなイメージですか。 

○青柳会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 申しわけございません。手元に資料の持ち合わせがございませんで、

大変申しわけないんですが、お答えできないんですが、現在と同じ割合でということで、

影響としてはなってまいります。 

○渡口委員 基本的には今の補完策として、軽減対象者をそのまま移行できるような形で、

対応するとなっている。 

○菅野保険年金課長 そうですね。現在、対象者数、全体の占める割合といいますと、５

割を超える方が何らかの軽減を受けている形になっております。国民健康保険制度自体が、

所得水準がどうしても低い方が加入者として多いと、また高齢者が多いという特徴がござ

いまして、何らかの軽減を受けている方が５割を超えるような状況にあるというのが、現
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在でございます。 

○青柳会長 渡口委員。 

○渡口委員 ありがとうございました。補完策ということと、あともう一点、課税限度額

についてなんですけれども、これも税制改正大綱が確定をしてからということですが、基

本的には今までも提示を受けているかと思うんですけれども、この方向で考えているとい

うことでよろしいですか。 

○青柳会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 お見込みのとおりでございまして、この内容のとおりで出るかと思

われます。 

○青柳会長 ほかに。川﨑委員。 

○川﨑委員 質問ですけれども、保険税率とそれから決算補填目的とする法定外繰入、そ

れと赤字解消・削減計画という３つの関係ですが、本来であれば東京都が示す保険料率に

するというのが理想なんだけれども、激減緩和措置をとるために、そんなに税率を上げる

ことはできないために、法定外繰入をしていくんだけれども、それをだんだんと法定外繰

入を減らしていって、本来のあるべき保険税に近づけるというふうなことを考えるのが、

何年間かわからないですけれども、赤字解消・削減計画という関係性でいいのかどうかと

いうことを、基本的な質問で申しわけないですが、よろしくお願いします。 

○青柳会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 基本的には川﨑委員のご質問のとおりでございます。ただし、金額

的にそういう解消をしていくということですが、その間には当然八王子市として、３つの

そこまでの改定をしない努力をした上で、その水準にならないようなことをしていきたい

と考えておりまして、１つは収納率、公平な負担をいただくため収納率の向上策、それか

ら２つ目が、そもそも健康でいただいて医療費がかからないようにするための特定健診等

の保健事業、それから３つ目が、給付の適正化と申しまして、適正な診療報酬請求に対し

て適正なお支払いをするということで、八王子市としては、そういった保険税率に全部が

反映されないような努力をした上で、していきたいと考えております。 

○川﨑委員 わかりました。 

○青柳会長 ほかにご質問は。森委員。 

○森委員 では、１点だけお尋ねします。昨年１２月あたりに、新聞で報道されていたん

ですけれども、２３区の中で特に千代田区と中野区、千代田区ですから、すごく財政力が
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豊かなところなので、一緒に考えるというのも難しいかなとは思っているんですけれども、

区の考え方として、まだ正式にはこの時点ではなかったんですが、東京都が示す保険料率

より現行の区に納めていただいているほうが安いということなので、そこにあわせていき

たい、標準保険料率が示されてから対応を考えたいというようなことが載っていました。、

自治体であるから、独自の考え方があっていいんじゃないかと、千代田区だから言えるん

じゃないかと思っている。 

 お尋ねしたいのは、これも含めてですが、他の市町村、区を含めてですけれども、対応

する状況について、何か情報は得ていますか。千代田区も含めて確認をさせてください。 

○青柳会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 調査ということで、改定状況ということで、私ども、完全に正確で

はありませんが、私どもの２６市の団体が集まっているところでですね、確認している内

容等でご説明させていただきますと、保険税額については、２６市中のおよそ２０市ぐら

いが改定を考えているというふうに聞いておりまして、未定が当市を含む３市ということ

になります。それから、改定しない市が２つあるというふうに聞いております。 

 また、区部は報道のとおりでして、２つということなんですが、一部が統一料率という

ことで、区部としては今までまとまっていたんですけれども、そうではない動きがあると

いうふうに聞いております。 

 それから、今回一緒にご提案しております限度額についても、多くの自治体でやはり同

時に改定していこうということで考えているようです。 

 それから、周辺ということで、南多摩の多摩、町田、日野、稲城を含めた、その辺の市

で見ますと、南多摩５市の中では、全ての市が改定ということで、動向としては聞いてお

ります。ただ、日野市や町田市は、今回、私ども２方式と申しまして、所得割と均等割で

お願いしておりますが、そこに例えば市町村によっては資産割とか、それから世帯割とか

いうのを入れているんですが、その２市がそういったものを入れている関係で、まずそれ

を２方式にするというところ、ある意味私どもよりスタートが少しちょっと遅くなるとい

うか、まずそこを改定するというところからスタートするという、そういう自治体もござ

います。以上でございます。 

○青柳会長 ほかにございますか。山部委員。 

○山部委員 参考までの質問です。先ほどの保険税率を上げないための八王子市側の努力

ということで、３つ挙げられた中で、収納率の向上というのがありましたけれども、八王
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子市では収納率というのは今どのぐらいなのかということと、それから収納率を上げるた

めにネックになっている問題があったら、参考までに教えていただければと思うんですが。 

○青柳会長 保険収納課長。 

○関谷保険収納課長 ２８年度決算で申し上げますと、現年分が９０.０４％、滞納繰り越

し分が２４.４９％でした。位置づけは、人口規模といいますか、加入者の大きい規模のと

ころほど収納率が悪い傾向にあるので、そういう意味でいうと、全体を見る中では、確か

に悪いほうの数字になっていますが、規模別で見れば中位という位置づけになっています。 

 収納努力ですけれども、いろんな滞納整理がありますが、２８年度は預貯金の差し押さ

え等を前年に比べて多数やって、またそれを換価して税充当してきたところですけれども、

数を増やせば収納率が上がるということでもなくて、２７年度に比べて２８年度の数字は、

先ほど申し上げましたが収納率を落していました。ですから、そういったことも踏まえて、

今年度は滞納者の滞納金額別に、９０万以上滞納している人とか、６０万から９０万滞納

している人ということで、ランクづけといいますか、滞納者を、それに対して職員のほう

を班体制にして継続的に追っかけるといいますか、というようなことをしています。 

 言ってみれば、滞納整理というのは、滞納に対して強制処分を含めて、収納するか、あ

るいは担税力がないと判断して、処分の執行停止という形で債権処理をしていく部分もあ

りますので、それらの見きわめをやっていくために、班体制をしいて、見きわめをしっか

りしていこうという形で、現在は取り組んでいるところです。 

○山部委員 ありがとうございました。 

○青柳会長 井上委員。 

○井上委員 今の山部委員のご質問とダブると思うんですけれども、やはり実質的に保険

税が上がると、それだけ未納の方も増えるんじゃないかという心配があるような気がする

んですね。具体的にそれに対する対策といいますか、今、対策を幾つかお話ししていただ

きましたけれども、今回の見直しに対しての特別な対策はございますか。 

○青柳会長 保険収納課長。 

○関谷保険収納課長 今までの過去を見ますと、改定した後が下がるかというと、そうで

もなかったという傾向があるのですが、前回、２８年度に改定して若干収納率が下がった

という実態も実際はあるので、懸念はあろうかと思います。ただ、いずれにしても、全体

の公平な負担を求める意味では、収納率を上げていかなければいけませんし、それは先ほ

ど申したように、一人一人事情が違う中で丁寧な対応をしていくしかないと思っています。 
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○井上委員 よろしくお願いいたします。 

○青柳会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 先ほど、別な委員からご質問いただきました７割、５割、２割の軽

減に絡めてお話をさせていただきますと、低所得で苦しい方につきましては、そういった

軽減措置がとられている関係で、未納の割合が実は中間層の方より低所得の方のほうが未

納率が低いというのが実態としてございますので、低所得者対策というのがある程度きい

てきたのかなというふうなことを、そういった７割、５割、２割の減額措置の面から捉え

ております。 

○青柳会長 ほかにございますか。馬場委員。 

○馬場委員 ご説明ありがとうございました。保険年金課長から、突っ込んで答弁をいた

だいて、具体的にご答弁いただいたので、大変聞きやすく、理解しやすく聞いておりまし

た。 

 国保に関しては特に収納率の向上、保健事業、また給付の適正化、これが３本柱、ここ

をどう精度を上げていこうかというのが、これは当然一丁目一番地というか、これがあっ

て初めて我々の議論が進んで行くわけであります。収納率の向上に関しては、私自身がこ

れはまさに人だと思っています。かねてからの担当の職員の方々のことを別に悪く言うつ

もりはないですけれども、これまでの国保運協の議論の中でも、やはり中核になってくる

のはこの収納率の向上だったと思います。 

 一定程度の成果があったというふうにあえて申し上げますけれども、残り部分、効果・

効率的に、金額の高い、費用対効果がありますから、そこは計算してやっていくんですけ

れども、まさに私から見れば、保険収納課長がここへ配属をされて、これまでの実績が他

の所管でもあったわけですから、大いに期待をさせていただきたいと思いますし、今度の

広域化に対しては、この収納率の向上というのは、何か少し配慮だとか、インセンティブ

があるからやるということではないが、ただ制度として向上に努めることのインセンティ

ブが設けられているのかどうかということを改めてお示しいただきたい。 

○青柳会長 保険収納課長。 

○関谷保険収納課長 後段のインセンティブというんですか、保険者努力支援という形の

国からの支援の中で、収納率は見られます。要するに、収納率がよくなれば、それなりに

財政支援をいただけるという制度にはなっていますので、そういう意味では、それを目指

してやっていくわけではないですが、国保財政のためには収納率を上げていかなければい
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けないと思っています。 

 前段のところで、人の問題が出ましたけれども、やはり職員一人一人のやる気といいま

すか、効果・効率的な滞納整理が必要だと思っていますし、前回の協議会でありましたけ

れども、納税課とか頑張っているところがあるんだから、協力は得られないのかというこ

とでしたので、私どもとしては滞納解消対策本部という形で、債権管理をする所管が集ま

って組織をしておりますが、そこを通じて納税課との合同で、今年度は合同で研修、交渉

のための研修であったり、合同で滞納者の捜索を行ったり、臨戸訪問を行ったりという形

で、納税課のノウハウを導入しながら、職員にいろいろなノウハウを見せて、やる気を高

めてやっていこうという取り組みをしているところです。以上です。 

○青柳会長 馬場委員。 

○馬場委員 ありがとうございます。ぜひ今言われたことを、１００％フルに生かして頑

張っていただきたいと思います。横断的に、課長ご自身がご経験が豊富ですから、期待を

させていただくところでもありますし、横断的に、いいんですよ、国保関係なく横断的な

庁内連携というのがまさに必要になってくると思いますので、ご努力をお願いしたいと思

います。 

 それから、保険年金課長の説明の中で、一定程度低所得者対策に２・５・７割の軽減は

きいてきたという趣旨の答弁が、つまり収納額から見えてきたということで、私もそれは

まさに数字はうそをつきませんから、一定の効果があるのかなと思いますが、せっかくそ

こまで答弁をなさったんですから、改めて２・５・７割の軽減も含めてですけれども、低

所得者対策が一定きいてきたというところを、もう少し具体的に説明をしていただきたい。 

○青柳会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 突っ込んだご質問をいただきまして、ありがとうございます。低所

得者対策につきましては、今回の国保制度改革の中で、国が３,４００億円の公費を投入す

るということの中で、平成２７年度にまず第１弾で１,７００億円が全国で投入されまして、

今回の広域化に備えてここのところ強化をされたところでございまして、かなり対象の範

囲が先ほど５割の数を超える方というふうに言いましたが、低所得者対策というのが強く

とられてきたのかなと思っております。 

 また、これは八王子市というふうなことで捉えた中で、単に７、５、２だけではなくも

う少しというお話でしたので、させていただきますと、現在、いわゆる境界層と申しまし

て、例えば生活保護基準になる方と、それから生活保護にぎりぎりならなくて、国民健康
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保険になる方ということで、こういった方について、私のほうで言うとあれですが、例え

ば収納のご相談に来たときに、実際の生活実態をお聞きしまして、八王子には自立支援を

お願いするという課もできておりまして、実際、保険税の収納という面でいいますと、単

にその場で持っているものをとるというよりも、その方自身の生活を立て直して、その後

ずっと納められるような方になっていただくということのほうが、市全体としてもいいわ

けですので、こういった自立支援の課が立ち上がりまして、また現在は就労に続くところ

まで、市としてそういった支援をしております。そういったようなところが大分、１つ１

つなんですけれども、目に見えてきているのかなと考えております。 

○馬場委員 わかりました。引き続き、よろしくお願いします。 

 その上で、これも答弁にあったので気になったんですけれども、私も低所得対策という

のは当然必要なんですけれども、ここは国保の議論ですから、納付額ですよね。納付額と

いうのは当然もう決まっていることなので、細かい数字が出てきて、頭から煙が出てきそ

うなんですけれども、でも意外と単純なことで、納付額、決められた額をどうやって集め

るかという、単純な議論だというふうに思います。 

 その上で、俗に言う声なき声を代弁するなんていう、そんなつもりはないですけれども、

中間所得者層の限度額というところの議論は、私はここが一番大事だと思っています。今

回はそこについてスポットを当てるつもりはないし、内容がそうではないので、あまりそ

こまで突っ込んではいけないんですけれども、当然、高額の方に限度額を設けなければ、

要は八王子から引っ越していなくなってしまうという中で、中間層に対しての限度額の考

え方というのは、部長はどのようにお考えかというのは、興味深いところがありますので

教えてください。 

○青柳会長 医療保険部長。 

○設樂医療保険部長 先ほど、保険年金課長のほうから説明がありましたように、この課

税限度額の改定というものは、中間層への配慮となる改定ということで、今回、諮問させ

ていただいたのは、税制改正後直ちに改定するということについてです。これまでは市町

村の中で決められるというところもありまして、翌年度に改定の手続を行っていたところ

なんですけれども、今後は毎年納付金の算定、標準保険料率の算定がある中で、改定した

年度の収入というものも見込まれてくるというのが、広域化という制度になっております

ので、今後は直ちに改定を行うことで、中間層への配慮というものも直ちに行うというよ

うなところでの諮問の内容になっているところでございます。 



 

 -20-

○青柳会長 馬場委員。 

○馬場委員 少し雑な言い方ですけれども、損得の中で限度額ぎりぎりの人のところとい

うのが、これはきりない議論かもしれませんけれども、やはり一番子育て世代にあったり

するところが容易に想像がつくんですけれども、生活の中で一番お金がかかるかもしれな

い。それに、将来に対して備えなければいけない世代に対しても、なかなかスポットが当

たらないかもしれないけれども、そういう議論というのが、この八王子の国保運協の中で

は必要かなと感じたので、引き続き、また次回というか、取り扱いをしていただきたいと

要望をさせていただいて、とりあえず私はここで結構でございます。 

○青柳会長 ほかにございませんか。 

 では、私からも、重大な問題ですので、質問させていただきたいと思いますので、進行

を副会長にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○馬場副会長 では、一定程度賛成がございましたので、副会長の私が代行させていただ

きます。では、進行します。青柳委員。 

○青柳委員 少し質問させていただきます。今ですね、値上げの案が出ていますけれども、

今の経済状況と特に国保の加入者の状況を考えますと、決して収入は皆さん上がっていな

いというふうに見ております。 

 データなんですけれども、日本老年学的評価研究プロジェクトというところが、２万人

の高齢者を対象に行った調査で、低所得者の高齢者と高所得者の高齢者では、死亡率が３

倍違うというデータが出され、衝撃が走っています。また、低所得者では、高所得者より

も受診率が低くなるということも同時に報告しています。そして、今のこの保険税で、改

定案のシミュレーションの中でも、各階層で所得の１割前後を占めるような、場合によっ

てはもっとある階層もあります。そういった状態が、もしこれが東京都が示したこの１３

０％とか、１４０％近い保険税率に何年か後に上げたとしたら、加入者の所得をさらに減

らすということになると思います。 

 結局、先ほど言ったように、受診率も下がって、結果的には早期発見ができなくて、医

療費がかさむということになってしまうのではないかと思います。この被保険者、保険加

入者の収入が増えていないのに、保険税が上がっていくということに関して、市はどのよ

うにお考えなのかお聞かせください。 

○馬場副会長 保険年金課長。 
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○菅野保険年金課長 ご質問の収入が上がっていかない中で、保険税が上がっていくとい

うのはどうなんだろうかというお話をいただいています。まさにそこが、ここのしっかり

議論をしていただかなければならないところなんだろうと思います。今回の国保の改定に

つきましては、そもそも国におきまして、持続可能な社会保障制度実現、社会保障を実現

するための国民健康保険制度の法律の改正ということになった運びがございます。２０２

５年に団塊の世代の方々が全員７５歳以上になるという中で、今の７５歳以上の方は、後

期高齢者で別の制度として保険料も一定低く抑えられる中で、みようということで、これ

は別建てになっております。 

 ただ、また国保の中におきましても、高齢者の割合がもうしばらく高くなる中で、特に

その所得が伸びない方ということですが、先ほど申しましたように、私どもとしては、７

割、５割、２割の軽減もそれなりにきいている中で、少しのご負担の増加はお願いしたい

と考えておりますし、また実際の医療にかかるのが、かかりづらいというお話をいただき

ました。 

 そういう中では、現在、通常現役並み所得の方につきましては、３割の負担というふう

になっておりますが、そうでない場合には、高齢者については２割のご負担、また今です

と、７３歳以上の方になっておりますが、そういった方については、そもそも１割のご負

担で医療にかかれるというふうな形になっております。 

 そういう中で、現在の若い世代と、それから今の高齢世帯、そこは所得にかぶっている

という中での今のご質問をいただいたのかと思いますけれども、持続可能な社会保障制度

という意味では、ある意味この２０２５年というのが、一番高齢者数が多いときになりま

すので、そこのところを一定の今回の改正の中で、新しい国民健康保険制度の中で乗り越

えられる、そのときにはご負担に一定程度皆様にお願いできている形で運営できていれば、

その後も持続してこの社会保障が続くというふうに、私どもとしては考えていますので、

そういう中で実際に、ただ生活実感に見合った形で改定というのもしていかなければなり

ませんので、いきなり標準保険料率にするのではなく、段階的・計画的に市民全体の皆様

の法定外繰入という形でのお力も借りながらやっていきますので、そこのところが毎回毎

回、納付金、標準保険税率が示されますから、毎回毎回、今の状況でどうなるのだろうか

ということを、ここでお諮りをし、皆様と一緒に考えながらこういった改定をしていくこ

とで、皆様方、そういった苦しい方々も生活が成り立つ中で、保険税の改定が進められれ

ばと考えております。 
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 また、先ほど申しましたように、そもそも医療費がかからないように、できるだけ私ど

もとして努力いたしまして、保険税がそこまで上がらないような形でご負担をお願いする

ように、市として邁進してまいりたいと思っております。以上でございます。 

○馬場副会長 医療保険部長。 

○設樂医療保険部長 青柳会長がおっしゃられるように、この国民皆保険の基礎となりま

すこの国民健康保険制度そのものには、低所得者の方が多いですとか、高齢者が多いです

とか、その分医療費がかかるですとか、そういった構造的な課題というのがそもそもござ

いました。それを解消するために、今回の広域化、都道府県単位化という制度改革になり

まして、国費を投入しつつ、都道府県の単位で全額を都道府県が給付を行うというような

形で、財政の安定化を図るというものでございます。 

 そういった中で、それぞれの区市町村の取り組みや医療費水準ですとか所得水準、年齢

構成等によってこれまでまちまちであったものを、全てそういったものを加味した上で、

今回、広域化によって、標準的な住民負担のあるべき姿、あるべき額、あるべき率という

ものが標準保険料率であったりということで、見える化されて公表されております。 

 先ほど来説明がありました、八王子市はどちらかというと、豊かな自治体から助けられ

ている部分があるという中での東京都の中での八王子市という観点から、段階的にはある

べき姿に近づけていく必要があるであろうと、ただし、直ちに標準保険料率を上げるには、

市民のご負担を激変してしまうことになりますので、そこは生活にご負担がかからない形

での今回の改定率ということで、お示ししているところです。 

 それから、先ほど収納率の話がかなりありましたけれども、それ以外にも、医療費の適

正化と保健事業の推進、この２つも３０年度は新たに取り組んでいくつもりでおります。 

 １つは適正受診、適正服薬の推進ということで、国保のレセプトデータなどから、頻回

受診されている方ですとか、残薬をたくさんお持ちでいらっしゃる方を抽出いたしまして、

直接解消していく取り組みも新たに行う予定でございますし、人工透析になりますと、年

間５００万という医療費がかかるという中では、これまで特定保健指導の対象とならなか

ったハイリスクの方を対象に、国民健康保険者の責務として、早目早目の重症化予防とい

うものを、新たに予算を投入して行っていくというような新たな事業を計画しております。

ですので、市民にご負担をかけるだけではなく、行政としてのしっかりとした責任を果た

しつつ、今回の広域化へ臨んでいきたいと考えているところでございます。 

○馬場副会長 青柳委員。 
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○青柳委員 いろいろご説明いただいたんですけれども、実際示されている額が、伸び率

が３０％を超えるような標準保険料率が示されていますので、それをいつかは市民が払う

ことになるというのが、私自身は想像ができません。 

 次ですけれども、決算補填目的の法定外繰入についてなんですけれども、保険年金課長

からご説明いただいたように、市独自の保険税軽減のための予算がこれまで投入されてき

ています。これを解消するという計画に入れば、保険加入者が支払う保険税に転嫁される

ことになります。決算補填目的の法定外繰入をなくしたいということで、なくなるまで際

限なくというか、どんな場合でもあげなければならなくなるのではないかなというふうに

危惧しております。 

 毎年、先ほど言ったように、納付金とか標準保険料率も変わってきますし、収納率も変

わってきます。収納率が落ちるとか、保険料率の係数も変わるということがあり得るんで

すけれども、そういった現象が起きれば、毎年保険税を上げなければならないような、計

画に入ることになるのではないかと思っています。今、全国の状況を見ても、この都道府

県単位化に対していろいろな意見が上がっていまして、国、東京都もそれに応じて、東京

都は激変緩和のための財政措置をするということで、１４億円、今年は東京都全体に払う

ことになっているという動きも出たんですけれども、今回の改定に対する批判ということ

も、国に対して上がっている中で、今年値上げ始めるのではなくて、改善の動きを待って、

保険税は今年は上げなくてもよいのではないかと考えております。 

 先ほど、どこが上げないのかというので、府中市が上げないというふうに、もう今年は

いじらないというふうに聞いておりますけれども、そういった自治体もあるんですけれど

も、そういったお考えはありますでしょうか。 

○馬場副会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 お答えします。今回、東京都からは年明けて１月６日だったと思い

ますが、最終的には知事査定ということで、そこは私ども力をあわせてやってきたところ

だと思いますが、東京都としての独自の激変緩和の財政支援をしてもらいたいということ

で、今年度そこを求めていたところ、１４億円という額が入ってまいりました。 

 また、国のほうも、追加で激減緩和措置を全国で３００億円という額をまた投入するな

ど、かなり激変に配慮した中身というのが出てきていると思います。さらなる追加支援を

待って、今回そういうふうなことをしなくてもいいんじゃないかというふうなことをご意

見いただきましたが、確かに私ども、実際さらなる国費の負担をしてもらいたいと、アッ
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プもお願いしていますし、それから国保の構造的問題を考えますと、子供が多い世帯など、

多子の軽減が図られるようにということで、市長会からの要望等も出しています。 

 ただ、やはり国費やそれから東京都のお金を入れるということは、逆に言えば今回は、

これまでは市の皆様から集めた税金を、一般会計繰入という形で法定外で入れていたわけ

ですが、ひいては東京都、あるいは国の公費というのも、実は皆様から集めた税金をそこ

に充てるということですので、どこまで、今回３,４００億円というのが、実は全国で入れ

ている法定外繰入の総額だというお話、前回もさせていただきましたが、これが国からさ

らに投入された場合に、私どもの解消しない場合には、一般の市民、国民の方々は、現在

自分が入っている健康保険以外に税金で集めたお金として入っていますので、保険料の二

重払いのようなことが、モラルハザード的には起こっておりまして、さらに国費、都費が

投入されるということは、そこが重なっていくということで、実は被保険者の方の生活実

態を踏まえ進んでいく一方で、国民全体の負担ということも考えていかなければならない

という中で、今回、制度改革になっています。 

 なぜ市から国費のほうに移ったかということのほうで言いますと、日本の中で法定外繰

入を特に入れているのが、東京都、全国的に見ると実は１０倍ぐらい入れておりまして、

それも東京の多摩地区が全国の中で一番法定外繰入が多く、実際には財政的にもう今や運

営できず、１円も法定外繰入を入れずに運営している自治体というのが国内には多くござ

います。そういった中で運営されておりますので、やはり国として大きく広域化する中で、

みんなで助け合っていこうということの中で進んでおりますので、今のいただいている財

政の支援も踏まえつつ、私どもとして医療費がかからないように努力もしつつ、今進んで

いるという中では、我々も負担するという努力というか、一緒になって我々も歯を食いし

ばるけれども、皆様もうしばらくそういう負担の増加に配慮して、国費や都費や市からの

お金を入れて、徐々にずっと長くこの制度が続けられるようにしようという趣旨だと考え

ておりますので、なかなか待ってということで、こういった皆様からの助け合いの中であ

るときに、ここで改定を待つというのは、私どもの考えとしては、今回かなり抑えた改定

率になっているということも踏まえましても、このような形で進めさせていただきたいと

いうふうな考えでおります。以上でございます。 

○馬場副会長 青柳委員。 

○青柳委員 ご説明ありました。ただ一つだけ言いたいのは、市も東京都や国に対して、

公費投入を求めているわけですから、それがモラルハザードというふうな表現は、少しふ
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さわしくないかな、矛盾するかなと、要求していることと、国保に公費のお金は必要だと

いうことは、これは確かなことなので、これは社会保障であるために必要なことだと私は

思っております。 

 もう一つなんですけれども、先ほどあった多子軽減について、清瀬市は今回、急激な保

険税の増加を防ぐために、２人以上の方から半減する制度をつくったというふうに聞いて

おりますけれども、市独自で多子軽減する考えはないですか。 

○馬場副会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 多子軽減についてですが、ご質問いただきました。私ども、先ほど

市長会等を通じて、国、東京都等に要望しているということで申し上げましたが、清瀬市

の例が挙がりましたので、お話をさせていただきますと、現在の国保制度のもとでは、多

子軽減というのが法律的にはグレーゾーンといいますか、多子軽減をするというのは、制

度としては均等割という制度と所得割ということで、やるということで国民健康保険制度

は成り立っていますので、多子軽減をした自治体に対しましては、監査等の中で、それは

少し法的には問題があるというような指摘を受けているような状況にございます。 

 国も、ただそうは言え、趣旨としてはお子さんが多い世帯はもう少し負担を何とかなら

ないかということの中で、現在ありますのは、細かいお話で申しわけないんですが、乳幼

児医療証やマル乳、マル子という子供の医療費に対しては、全額、あるいは全額に近い額

を公費で見るというような制度がございまして、これを各市でやっていますし、また今回

は制度改正に当たりまして、国は本来、乳幼児医療など無料化しますと、よく言われる、

世間で言われる言葉ではコンビニ受診と申しまして、気軽にお医者さんにかかり過ぎてし

まうとか、すいているから夜間にいくというような事例も例えば出ているような状況がご

ざいます。 

 ただ、そういうマル乳、マル子というお子さんの制度に関しては、やはり充実させるべ

き、今、子育て応援する中でということで、そういう制度で余計に医療費が、医療機関に

かかってしまった結果、国民健康保険のベースになる７割、８割という保険が、本来の見

立てより余分に保険が使われる形になるというところで、そこは国がこれまでペナルティ

ということで、その高くなる分を国民健康保険の交付金から減算するような措置をとって

おりましたが、今回の制度改正に当たっては、私どもとしてはそれはどうだろうというこ

とで、ペナルティというのはここでなくなったところです。今後、さらに６歳以下の方に

ついてはペナルティなくなったんですが、現在八王子市としても、中学生までマル子とい
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う制度やっておりますし、ペナルティをもっとなくしてほしいということと、それから多

子軽減について、ぜひ入れてほしいということで、今後もやっていきたいと考えておりま

す。 

○馬場副会長 医療保険部長。 

○設樂医療保険部長 先ほど私のほうで、広域化に当たりましては、豊かな自治体から助

けられている八王子の立場として、東京都の中の八王子という考えもあってということを

申し上げましたので、モラルハザードというようなご意見をいただきましたけれども、そ

もそも法定外繰入につきましては、やはり被保険者以外の方からも負担をいただいている

という観点から、これまでも２年に１回の見直しの中で法定外繰入を減らしてきたという

経緯があります。 

 その２年に１回の見直しというタイミングが、ちょうどこの今年度になります。それに

さらに今回、広域化というタイミングで、あるべき標準保険料率というものが示されたわ

けですので、改定をしないという判断は、私どもとしては持ってはいないところでござい

ます。少なくとも、改定をしていく必要があると考えております。 

 ただ、改定をする内容につきましては、市民の皆様の生活実感というものを捉えた上で

の改定率ということで判断しています。 

○馬場副会長 青柳委員。 

○青柳委員 見直しのルールなんですけれども、もう諮問されていますけれども、この経

過でも、この２年ごとの話のときにも、下がる場合もあるという話があったけれども、結

局は毎回上がったということです。こういった都の計画などを実行するということになれ

ば、先ほど言ったように、必ず毎回値上げという案が出る可能性高いと思います。 

 私としては、これは見直しありきということではなくて、運協が必要だったら改正でき

るので、これは諮問しないで、毎年の見直しはする必要ないと思いますが、いかがお考え

でしょうか。 

○馬場副会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 改定の見直しが毎年は必要ないのではないかというご意見です。八

王子市としては、私ども今まで２年に１回ということで、ここ２回の改定は行ってまいっ

たわけでございます。今後は、先ほど部長からも答弁ありましたとおり、今後の納付金標

準保険料率が、今回の理由で出しているとおり、毎年示されるということは、毎年あるべ

き姿というのが見える化されるわけです。そういう中で、八王子市、結果的になんですが、
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１３.８億円他の自治体からも入っている状況の中で、八王子市としてどうするかというこ

とは、やはり東京都の中での八王子という部分を、一つ考えていかなければならないとい

うことがあると思います。 

 それからもう一点は、間をあけるということは、改定の率が急激にその後に変わるとい

うことにつながる、後年度の負担が上がるということにもなりかねません。今回、改定し

ましたが、前回は２年前で９.５％の改定、それからその前が、６年ぶりの改定だったこと

を受けまして、１１.２２％の改定でございました。こういったことが、１つの年に間があ

いているとは一変に改定があるという影響も考えますと、毎年毎年の納付金、それから標

準保険料率であわせて、毎年その年の生活実感も私どもとしては感じて、踏まえながら改

定していくというのがいいのではないかというふうに、我々としては考えております。 

 また、今回の改定に当たりまして、そのあるべき姿で議論している中では、いわば法定

外繰入がない中では、途中第１回目の運営協議会時点で出ていたかわからないんですが、

第３回の仮の算定というのが東京都から示された段階では、保険料、法定外繰入を入れて

いない中では、９９.７％ですと、前年比でですね、医療費が若干下がるというような、実

際そういう算定が医療費の関係で保険料が下がるという算定が出た、仮算定の中ではそう

いった回もございました。 

 ですので、確かに全国の中で東京都、東京都の中で多摩地区は特に法定外を入れている

という中では、どうしてもある程度負担もお願いしていく中で、そういう傾向があるとは

思いますけれども、市民の皆様にとりましては、むしろこう一変に上げていくのではなく、

段階を細かく踏んで、そのとき、そのときにあわせたほうがいいのではないかと、私ども

としては考えているところでございます。 

○馬場副会長 青柳委員。 

○青柳委員 最後１点です。東京都からの激変緩和の予算が、いろいろな議論で１４億円

入った。その一部が八王子にも入ってきております。医療費の算定、給付費の変化などで、

この間いただいた資料から２億円余り納付金が下がっております。被保険者を１４万人と

しても１人当たり、１,４００円ぐらい下がっているんですけれども、これをなぜ今回、反

映しないのか。 

○馬場副会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 今回の１４億の投入のうち、本市にはおよそ５,５００万円投入され

ておりまして、その５,５００万円を１４万人で割ると１人当り４００円を若干切るぐらい
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は効果がございました。 

 今回の３,４００億円という投入額自体は、１人の被保険者当たり、そもそも１万円程度

入っているというふうな算定上はなっておりますので、国費を含めたトータルとしては、

今回の制度改正に当たって国が１人当たり１万円以上の額を入れている分に、さらに都費

の分が足されたというようなことになるかと思っております。以上でございます。 

○馬場副会長 他にご質問はございますでしょうか、よろしいでしょうか。では、諮問事

項についての質問が以上でございますので、進行については会長にお返しいたします。 

○青柳会長 それでは、次に諮問事項、国民健康保険税について、ご意見がございました

らご発言願います。小野田委員。 

○小野田委員 やはり保険税は低いほうがいいんですけれども、先ほどこれからの方向と

して、現在ある一般会計からの赤字補填をただ減額する計画だけでなくて、３つの方法で

解決していきたいというお話が、保険年金課長のほうからございました。 

 それに関連してなんですけれども、やはりこれから、市のほうでも、市の独自の総合的

な力で医療そのもの、医療費そのものを削減するといいますか、つまり平均余命を延ばす

とか、病気にならない方法とか、こういったものが保険制度や、あるいは医療制度の外で

非常に有効に働いているというのは、最近全国でもいろんな知見がございます。多分ご存

じのとおりだと思います。そうしたところに、被保険者の一人として、ぜひ市議会の先生

方もそこを大いにプレッシャーをかけていただきまして、督促をしてほしいと思っており

ます。保険税の値下げということ自体ももちろん大事なんですけれども、それ以上にそこ

のところを根本的に解決していただくことが、やはり我々の幸せといいますか、コミュニ

ティでのほんとうの幸せに通じると思います。 

 例えば、私の友人が極端に、極例ですけれども、こんなことを言っていました。医療費

なんかはいくらかかってもいいから、健康で長生きしたいと。これは非常に矛盾なんです

けれども、非常に象徴的な言葉だと思います。間違った発言ではありますけれども。そん

な声も聞こえてくるぐらいですから、やはりそこのところは、保険制度だけでは絶対に解

決できない問題でございますので、先ほどの３つの取組の真ん中だと思いますけれども、

ぜひ被保険者としてもお願いしたいと、このように思います。 

○青柳会長 ほかに諮問事項に対するご意見を伺いたいんですけれども。ありますでしょ

うか。鈴田委員。 

○鈴田委員 被用者保険の立場からご意見を言わせていただくと、今回の改定案のレベル
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であれば、ぜひ国保の被保険者の皆さんにもご理解をいただけないかと考えます。私ども

企業健保ですけれども、企業健保も保険料、この１０年ぐらいのところで見ると、どんど

ん上がっています。もちろん、保険給付費の増加も要因ですが、最大の要因は高齢者の納

付金・支援金です。私ども健保の被保険者が１万４,０００人おりまして、年間の保険料が

約８０億入ってきます。本人と企業折半ですけれども。そのうちの私どもで約３割、前期

高齢者、後期高齢者の納付金・支援金で、国に持っていかれます。もっとひどい健保は、

前期高齢者の加入率が高い健保は何と５割、納付金・支援金持っていかれています。それ

が、国保のほうの多くを占める高齢者の方の医療費に回っているという現状を、ぜひお考

えいただければと思います。 

 それと、私ども八王子市に大きな事業所があるものですから、１万４,０００人の社員の

うちのおそらく１,０００人、２,０００人単位で八王子市民がいると思うんですが、こち

らの９ページにあります、決算補填を目的とする法定外繰入の３５億が、一般の市民の方

からの税金で賄われている。ですので、私どもの社員の八王子市民は、私どもの保険料の

中のかなり多くを占める高齢者納付金の負担をしながら、なおかつこちらも払っていると

いうことなので、ぜひそのあたりの状況も鑑みていただければと考えています。 

○青柳会長 他にご発言、ご意見はありますか。山部委員。 

○山部委員 課税限度額についてです。この課税額に上限があるのは何でなんだろうなと

考えました。趣旨とか背景とか全くわからないので、不思議に思ったんですけれども。例

えば、税金の世界では、法人税にせよ所得税にせよ、税率の上限というのはありますけれ

ども、金額の上限はないです。これが、保険だとどうしてあるのか不思議に思ったので、

これは質問というよりは、この上限撤廃というのはあり得ないのか。固定観念ではなくて、

そういうことも考えてよいのではないかというのが私の意見です。 

○青柳会長 太田委員。 

○太田委員 今のことに関してなんですけれども、私、他県から八王子に戻ってきたとき

に、一気に税金と国民健康保険税が上がりまして、八王子は何て高いんだろうと思いまし

た。限度までは行っていなかったんですけれども、この保険税を払うんだったら、もし病

気になっても自費で払ったほうが安いくらいの保険税を、毎月毎月払っておりました。で

すから、ある程度限度額がないと、納めないでそのたびに自費で払ったほうがいいという

ことに、限度額まで行っていない私でさえそうであったので、やはりある程度保険税をい

ただく以上は、そういうものも必要なのではないかなと思います。保険税は保険医療にし
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か使えないので、税金はいろいろなことに使えますけれども、目的が限られているので、

やはりそれ以上にということになると、話は違うのではないかなと思います。 

 それから、先ほど高収入の方のほうがという話がありましたけれども、当院では１割負

担の方のほうが、１割負担なのできちんと通われてきて、３割負担の方のほうがやはり年

金もらっている方でも、３割というとかなりの年金収入があるはずなんですけれども、痛

い出費だというふうにおっしゃっているので、高所得者だからといって、きちんとしてい

るかというと、それは疑問がありますし、そういった方たちは介護のほうも２割負担にな

ってきますので、介護保険の負担金もかなりの額になってきますので、そうすると夫婦で

高齢者になってきますと、介護保険のいろいろなものと医療費になってくると、かなりの

額になってきてしまうので、高所得者だからいいというわけでもない。逆に低所得者のほ

うがいろいろと軽減とかしてもらえて、予防注射の補助などもあって、逆にいい医療を受

けられている部分もあるのではないかなと思うので、ケース・バイ・ケースだと思います。 

○青柳会長 ほかにご意見はありますか。保険税率に対するご意見ですとか、諮問事項３

つありますけれども、ご意見はありますか。渡口委員。 

○渡口委員 今回の国保広域化に伴う実質的な保険税の改定については、加入者にとって

は確かに現実的な負担感を感じることだと思います。しかし、お話がありましたけれども、

国保財政の健全化を進めていくということについては、必要不可欠であるというふうに認

識しています。 

 今回だけではなく、前々回等の協議会の中で、市民の健康を守るための取り組みとして、

保険者である市がやっていることについて言えば、ジェネリック、また、健康寿命を延ば

すための方策、薬剤投与というか重複服薬の管理、プラス今までの議論の中での収納率の

向上ということも含めて、ほんとうに細かく整備をして、またそれに取り組んでいくとい

うことは非常に大切なことだと思っていますので、そういう意味では市の今後の努力をぜ

ひお願いしたいと思います。 

 また、その結果、保険者インセンティブという話もありましたので、それがどれぐらい

財政的なものをリカバリーできるかということもありますけれども、そういった意味では

努力をした部分、国のほうもインセンティブを出していくということもあるということで

すので、ぜひ地道な取り組みをしていただきたいと思います。 

 また、今後、データヘルス計画も踏まえて、やはりそこでは健康寿命、また健康、病気

にならないため、保険者として、また、この協議会でのいろいろな意見を集約していく中
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で、取り組んでいくことが大事だと思いますので、それを要望させていただきたいと思い

ます。以上です。 

○青柳会長 ほかにご意見はありますか。植木委員。 

○植木委員 あまり保険のことは詳しくないのですが、資料に保険税額と保険税伸び率の

要因分析というのがありまして、１人当たりの所得が東京都でさえも７５万で、八王子市

は６７万ということであります。これは被保険者、要するに保険税を払っている方の金額

という意味であるのか。そうすると、社保の被扶養者が国保の被保険者という話になると

思うんですけれども、１人当たりというのが世帯間の２人、３人を割ったものなのか、そ

れとも国保税を納めている代表者１人当たりの金額ということなのか。 

○青柳会長 私が知っている範囲でお答えします。多分、全員で割り返したんだと思いま

す。純粋に割り返しています。 

○植木委員 しかし、そうすると例えば、国保の世帯で被保険者が２人なら２人いるとす

ると、その世帯という１４０万というふうになりますよね。 

○青柳会長 そうです。 

○植木委員 そうすると、先ほど答弁のありました７割、５割、２割の軽減を適用される

方が５割だとおっしゃっていたんですけれども、そうすると少し矛盾するような数字では

ないかと思ったものですから。どうなんでしょうか。 

意見としては先ほど言いましたように、全世帯でほんとうにそのおっしゃっているよう

に、半分の方が７割、５割、２割の軽減をされるということは、ほとんどの方が世帯間で

大体８８万以下だという話になります。 

ということは、非常に生活は苦しいわけなので、そういう方に関しては、社会保障的な

意味で、やはり一般会計からの繰り入れが必要ではないのかなと思いました。ですから、

もし世帯間の収入というのがはっきりどのくらいという金額があれば、それをもとにもう

少し正確な意見というのが言えると思います。 

○青柳会長 かなりの法定軽減がされている方がいるはずだと。でも、実際は割り返すと、

１人何十万という負担になるわけです。 

○植木委員 そうですね。ですから、そういう考えからすると、先ほどおっしゃっていた、

７割、５割、２割軽減に半分の方が適用になるというのは、おそらく間違いではないかと

いうふうに思っています。 

 そうすると、確かにそんなお金を投入する必要はないのかなという意見が、少し変わっ
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たものですから。１世帯の収入金額がいくらぐらいかをわかったら教えてほしいし、それ

によって意見というものも変わってきます。 

○青柳会長 世帯で割ってほしいと。 

○植木委員 そうです。世帯ですね。 

○青柳会長 保険年金課長。 

○菅野保険年金課長 先ほど私どもの答えが足りなかったんだと思いますので、２８年度

の軽減対象の方で見ますと、被保険者が１４万２,２０５人に対しまして、７万４,６７９

人、５２.５％の方が、７割、５割、２割の何らかの軽減を受けているというのが、２８年

度のデータでございます。 

○植木委員 ありがとうございます。 

○菅野保険年金課長 今のは人数です。世帯数で言いますと、８万９,５７０世帯のうち、

４万８,３１８世帯が軽減、何らかの軽減を受けている世帯ということで、やはり半分を超

えている世帯ということで、私どもの説明が足りなかったと思います。 

○植木委員 そうであれば、やはり社会保障的な考えを持って、一般会計からある程度繰

り入れるというのは、やむを得ないことではないかなと思います。 

○青柳会長 諮問事項でありますので、他の方からもご意見をいただきたいと思います。

森委員。 

○森委員 いろいろご説明いただいて、伺っていて、他の自治体での対応もスタートのと

きですから、若干はあるかと思います。ただ、これは決算補填を目的とする法定外繰入の

推移ということですから、これ以外に一般会計から繰り入れているのが３０億ぐらいある

と思います。これは赤字の補填ですから、保険税未収金がほとんどであると感じています。 

 そういう状況ですから、収納については頑張っていただいて、収納率を伸ばしていただ

くということですし、私としては、都から示された標準保険料率が医療給付費分で、所得

割が７.２５％ですから、そこに一気に行くということは、これは大変なことだと思うので、

０.２％増で抑えているというのはやむを得ない数字であると、よくそこで様子を見ていた

だいていると思います。 

 数年行って、毎年、見直しということですから、そういう中で状況を判断していただい

て、また新たな考えが、八王子だけではなくて、東京都の中で示され、八王子からも意見

が言えるようになってくれればいいかなと思います。 

 少しずれますが、国に１,７００億円、全部で３,４００億円いただいているということ
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ですが、イメージ的には消費税も１０％になることですし、その分を社会保障ということ

で、もっと力を入れてほしいということを国にやはり強く要望していただきたいというこ

とと、八王子市だけで言えば、小さいお子さんたちには医療の無料とか、無償とかいろい

ろやっているんですが、これからは高齢者、一部負担金が３割、２割、１割、年金だけで

お暮らしになられている方って、非常にきついと思います。 

 だから、国保だけを考えるのではなくて、市長はいらっしゃいませんが、例えば、高齢

者の一人世帯で住宅を持っている。例えば、八王子はいきいき企業支援条例をつくって、

法人税は国が下げる。そして、八王子に来るとキャッシュバックで固定資産税を何年か戻

したりして、それは雇用促進で企業を呼ぶことはいいんです。ただ、年金だけで生活して

いるという方で、住宅もそんなに大きな家じゃない、１人や２人で住むのが精一杯の１０

０平米以下とか、そういう住宅にお住まいの方には、固定資産税を少し下げていくような

ことを、市全体の取り組みとして検討していたただければと思います。市長によくお伝え

いただければと思います。以上です。 

○青柳会長 ほかに。山田委員。 

○山田委員 法定外繰入の削減ということで、収納率の向上と特定健診事業、それと適正

な保険給付というのがありました。私どもは審査を受けて、支払いを受けている側ですが、

同時に、私は、国民健康保険団体連合会でレセプトの審査を担当しています。連合会での

審査ですが、審査の対象となる医療機関、薬局というのはほんの一部です。その中で適正

な請求がなされているかどうかというのを見ているわけですけれども、それ以外のものは、

全部最後には国保できちんと審査をしてもらわないと適正な請求、保険給付になるかどう

かという判断ができないと考えます。ですから、ここの部分に関しては、適正であるとい

う前提で、重点的にやっていただいたほうがよいと思います。そうしないと、どうしても

漏れていってしまう部分があると思いますので、ぜひお願いしたいと考えます。 

○青柳会長 ほかにご発言ない方で、ご意見はありますか。馬場委員。 

○馬場委員 昨日、今日の議論ではありませんので、これまでの国保運協の議事録を読み

返してみましても、常にこの一般会計繰入、法定外、赤字補填の目的での繰入というのは、

常に議論となっていました。先ほど、モラルハザードの議論もありましたけれども、ニュ

アンスとしては、やはり二重課税だというふうな心証を私自身も持っていました。そこに、

今回の広域化ということで、大きなメスを入れてきたわけであります。私が勝手に想像し

ていたものよりは、もう少し大きい数字で、保険税率が上がってくるのかなという思いが
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あったんですが、意外と標準保険料率とあわせて、まずはソフトに始めていくのかなとい

う心証をまず持っています。 

 いずれにしても、今回、改定の時期と重なったということもありますが、これまで前々

回１１％上がったときにも、結局は先送りしていたものが後でつけが大きく回ってきて、

１１％に形を変えたというものです。そのときには、そこに参加された委員の方々は、い

い気分であったのでしょう。しかし、それは回り回って大きくつけが回ってきて、上げて

きたということを見ても、この議論は誰だって払いたくない保険税ですけれども、しっか

りと計画的、段階的にそれぞれの市民皆の要望を満足することはできないが、一定程度そ

の負担感を減らすという配慮をしていく中にあっての、ある意味ではスタートの年度だと

思ってこれを見ています。 

 では、この赤字繰入というもの、二重課税というもの、これに挑戦していこうというこ

とに本市の場合はなるわけですけれども、本来であれば、納付金を全額賄うだけの保険税

を集めなければいけないということがあるわけですけれども、今回はおかげさまで助けら

れる側になった。１３.８億円、まずはそれで面倒見ていただけるというふうな立場でもあ

りますから、先ほど国保をやめて自費でいう議論もありましたけれども、やめてしまえば

三重に人様からのお金をいただいて、八王子市は逃げるというふうな形にもなりますので、

到底受け入れるわけにはいきません。 

 その上で、八王子は保健事業で、さらに健康寿命を延ばしていく。前回、小野田委員か

ら紹介がありましたが、それぞれ八王子も取り組んでいる、さまざまな事業があります。

ほんとうに他市にも負けない気概を持っていただいて、そしてこの広域化の事業は、この

八王子の姿勢をしっかりと示していただくいい機会にもなるのだろうと思います。レセプ

トのデータなどを活用した医療費削減に向けた取り組み、人工透析の医療費が５００万円

という話もありました。今いる市の職員の皆さんは、それにしっかり取り組める人材がそ

ろっていますので、当面は死に物狂いでこの広域化をトップリードしていただきたい、そ

んな思いで私の意見とさせていただきます。以上です。 

○青柳会長 それでは、私からも意見を申し上げたいと思いますので、進行を副会長にお

願いしたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○馬場副会長 では、副会長の私が代行させていただきます。諮問事項についてのご意見

がございましたら、よろしくお願いいたします。青柳委員。 
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○青柳委員 諮問事項、３点ありますけれども、それについて意見を述べさせていただき

ます。市民の経済状況、決してよくなっていない中で、市の保険税負担軽減のための法定

外繰入を段階的に削るというための値上げに踏み切ることは、妥当ではないと考えます。

国が言う国保財政の安定化というのは、根本的には国・都・市の国保への今までの負担を

軽くすることです。 

 一方で、保険加入者の保険税が値上がりして、加入者の生活の安定を崩すことになりま

す。払い続けられる保険税で、さまざまな健診事業の充実もありますし、そういったこと

で早期発見ということが、早期治療ということが、医療費全体を引き下げるためにも役立

つと考えますし、この保険税の値上げというのが、そこに直結すると思いますので、値上

げではなく値下げすべきだと考えております。 

 もう一点は、毎年の税率の見直しについてですけれども、先ほど申し上げたように、毎

回の値上げの可能性が高くて、加入者の生活の安定を崩すものであるために、もし必要な

場合にはその都度開催できるというふうに思いますので、これも自動的に開催ということ

は私としては認められません。 

 もう一つは、決算補填目的の法定外繰入ですけれども、市が行ってきた保険税緩和のた

めの財政投入も含んでおり、解消を目的とすべきではないと考えます。保険加入者と他の

市民の公平性というお話がありましたけれども、社保に加入している方が、退職直後に入

るのが、市民のほとんどが入るのが国民健康保険であり、それ以外の方は生活保護や扶養

に入られる方は一部ですけれども、社保に引き続き扶養家族として入られると思いますけ

れども、ほとんどの市民が１度は加入する、利用する社会保障の一つだと思います。 

 こうした多くの市民が利用する事業はなかなか珍しいかなと思っておりますし、社会保

障ですので、国や東京都はもちろんですけれども、市が保険税負担の軽減する責任がある

と思っております。これまでも、八王子市では法定外繰入をできなかったことはないんで

すね。一般財源においても、毎年お金が余るように予算も立てられておりますし、これで

財政が不安定になったということもないと思います。ですので、引き続き保険税の軽減の

ための財政を市が投入することを求め、意見といたします。 

○馬場副会長 他にご意見のある方いらっしゃいませんか。広く皆様からも伺っておきた

いところではありますが、よろしいですか。 

 それでは、ご意見が出尽くしたようですので、協議会の議論を取りまとめたいと思いま

すけれども、諮問事項につきましては、おおむね妥当なものと認める内容の答申というこ
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とでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○馬場副会長 ご異議なしと認め、諮問の内容のとおり決定いたします。なお、具体的な

答申文につきましては、正副会長に一任させていただくということでご了解願いたいと思

います。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○馬場副会長 ありがとうございます。では、進行につきましては、会長にお返しいたし

ます。 

 

 （２） 八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画（素案）パブリックコメン

ト実施結果について 

○青柳会長 次に、議題（２）八王子市国民健康保険データ活用保健事業実施計画（素案）

パブリックコメント実施結果についてを議題とします。事務局から説明願います。成人健

診課長。 

○市川成人健診課長 私のほうから、データ活用保健事業実施計画（素案）パブリックコ

メントの実施結果についてご報告させていただきます。 

 パブリックコメントは、昨年１２月１５日から本年１月１８日まで行いまして、意見は

提出人数につきましてはお一人で、意見の件数は１件ということで、内容につきましては、

後期高齢者に対しては生活習慣を改善するための健診や予防医学の提供よりも、介護の支

援を手厚くしていただきたいというご意見でした。 

 これに対して、市としましては、今の段階の案としましては、本計画は４０から７４歳

の国民健康保険被保険者を対象にしています。後期高齢者に関するご意見、ご要望につき

ましては、関係各課と情報共有をするとともに、今後、政策を検討する際の参考とさせて

いただきますということで、お答えする予定で、上位計画であります保険医療計画やがん

の計画もありますけれども、そちらと一緒に、同時に実施しているパブコメと一緒に、２

月１３日にホームページで公表する予定でおります。以上です。 

○青柳会長 事務局の説明が終わりました。ただいまの説明について、ご質問等がござい

ましたらご発言願います。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 
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 （３）その他 

○青柳会長 ご発言がなければ、次に議題（３）その他に入ります。事務局から説明願い

ます。 

○白鳥庶務担当主査 それでは、事務局から今後の日程等についてご説明をさせていただ

きます。まず、答申書についてでございますけれども、ただいまご決定いただきましたと

おり、正・副会長にお取りまとめをいただきまして、委員各位にお示しをし、ご了解をい

ただいた後に提出させていただきたいと考えております。 

 また、次回の会議日程でございますけれども、今年度の会議につきましては、今回で終

了とさせていただき、新年度になりまして７月に開催をさせていただきたいと考えており

ます。開催に当たりましては、改めてご案内をさせていただきますので、ご出席のほどよ

ろしくお願いいたします。以上でございます。 

○青柳会長 事務局の説明が終わりました。ただいまの説明について、ご質問等がござい

ましたらご発言願います。 

（「なし」の声あり） 

○青柳会長 それでは、以上で本日の議題は終了しました。 

 

３．閉会 

○青柳会長 ここで会議録署名委員を指名いたします。署名委員は、議席番号順に指名し

てまいります。本日の署名委員は、３番、小野田委員にお願いいたします。後日、会議録

への署名をお願いいたします。 

 これをもちまして、本日の運営協議会を終了いたします。本日はお忙しいところ、夜遅

くまでご出席いただきましてありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

［午後 ９時１０分散会］ 


