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平 成 ２ ６ 年 度 第 １ 回  

板 橋 区 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 会 議 録  

 

開会年月日 平成２７年３月１０日（火） 

開 会 時 刻 午後２時００分 

閉 会 時 刻 午後３時４０分 

開 催 場 所 板橋区役所单館災害対策室 

 

出席委員 

     山之内 敏 彦   岸 野 早 苗   長谷川 初 枝 

     榎 本 藤 二   石 川   徹   土 屋 昭 夫 

     齋 藤 公 子   天 野   久   大 田 ひろし 

     いしだ 圭一郎   小 林 おとみ   大 木 秀 郎 

 

欠席委員 

     天 木   聡   大 室 行 雄 

 

出席理事者 

区 長 坂 本   健 副 区 長 安 井 賢 光 

 

事務局職員 

健康生きがい 
部 長 細 井 榮 一 国保年金課長 髙 山 勝 也 

国 保 年 金 課 
管 理 係 長 新 井 正 彦 国 保 年 金 課 

保険給付係長 新 留 浩 洋 

国 保 年 金 課 
資格賦課係長 石 橋 嘉寿子 

国 保 年 金 課 
資 格 賦 課 係 
副 係 長 

涌 井 正 志 

国 保 年 金 課 
国保収納係長 高 山   偉 国 保 年 金 課 

特別整理係長 石 田 美奈子 

健康推進課長 久保田 義 幸 
健 康 推 進 課 
国 保 特 定 
健 診 係 長 

日 置 知 子 
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○国保年金課長 皆様、こんにちは。 

  本日は、大変お忙しいところ、板橋区国民健康保険運営協議会にご出席をいただきまして、

まことにありがとうございます。私は司会を務めさせていただきます国保年金課長の髙山

でございます。 

本日は開会に先立ちまして、一部の委員の方が交代になっておりますので、新しい委員

の皆様を私のほうからご紹介を申し上げます。 

皆様のお手元には委員名簿を机上配付させていただきましたので、あわせてご参照くだ

さい。 

まず、保険医・保険薬剤師代表の方です。土屋昭夫様です。 

○土屋委員 土屋です。よろしくお願いします。 

○国保年金課長 次に、被用者保険等代表の方です。大室行雄様です。本日は欠席のご連絡

をいただいております。 

  最後に、公益代表の方々です。大田ひろし様。 

○大田委員 よろしくお願いします。 

○国保年金課長 いしだ圭一郎様。 

○いしだ委員 よろしくお願いいたします。 

○国保年金課長 小林おとみ様。 

○小林委員 小林です。よろしくお願いいたします。 

○国保年金課長 それでは、ただいまから板橋区国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

  初めに、本日の委員の出席状況についてご報告いたします。 

  本日の委員の出席状況は12名でございますので、委員定数の２分の１以上に達しており、

会議は有効に成立していることをご報告申し上げます。 

  まず、開会に当たりまして、保険者代表の坂本区長よりご挨拶を申し上げます。よろしく

お願いいたします。 

○坂本区長 皆様、こんにちは。年度末のお忙しい中をご出席いただきまして、まことにあり

がとうございます。本日の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  国民健康保険運営協議会につきましては、被保険者の代表の方、医療機関の代表の方、公

益代表の方、被用者保険代表の方にお集まりをいただきまして、国民健康保険の運営に関

し、必要なご意見をいただいております。本日の協議会につきましては、平成27年度の保

険料の料率など、板橋区国民健康保険条例の一部改正についてをご審議をいただきます。 
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  保険料の算定につきましては、23区統一方式を採用しておりまして、本日の案もそれに沿

った形となっているところでございます。各委員の皆様から活発なご意見をちょうだいし、

今後の円滑な事業運営に生かして取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご審議の

ほどをお願い申し上げております。 

  簡卖ではございますけれども、開会に当たりましてのお礼のご挨拶といたします。どうぞ

皆様、よろしくお願いいたします。 

○国保年金課長 ありがとうございました。 

  ここで、坂本区長はこの後に別の公務がございますので、退席をさせていただきます。 

（坂本区長退席） 

○国保年金課長 それでは、ここからの進行につきましては、天野会長にお願いしたいと存じ

ます。では、会長よりご挨拶をお願いし、引き続き議事の進行をよろしくお願い申し上げ

ます。 

○天野会長 本日は年度末のお忙しい中、国保運協にご出席いただきまして、ありがとうござ

います。年に一度か二度の運営協議会でございますけれども、区民の生命・財産と国民皆

保険ということでございますので、ぜひとも協力していただきますようにお願い申し上げ

ます。 

  それでは、議事に入ります前に、本日の議事録署名委員をご指名申し上げます。山之内委

員さん、齋藤委員さん、以上２人にお願いいたします。 

  引き続きまして、現在空席でございますが、会長職務代理者の選任に入りたいと思います。

その方法はいかが取り計らったらよろしいか、ご意見がございましたらご発言願います。 

○山之内委員 会長一任します。 

○天野会長 私に一任ということなので、私から指名させていただきます。 

  会長職務代理者は、会長の選任と同様に公益を代表する委員の中から選任することとされ

ておりますので、大田委員にお願いしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○天野会長 それでは、ご異議がないものと認めまして、会長職務代理者に大田委員を選任す

ることに決定いたしました。どうぞこちらへ。 

（大田委員、会長職務代理者席に着席） 

○天野会長 では、会長職務代理者であります大田委員にご挨拶をお願いします。 

○大田会長職務代理者 ただいま会長職務代理者に選任をいただきました大田ひろしでござい
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○天野会長 それでは、本日の会議の進行につきましてお願いがございます。 

  委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただいておりますので、４時を目途に、それまでに

は閉会できるよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  次に、事務局より傍聴者の報告がございます。 

○国保年金課長 本日の傍聴希望者はゼロ名でございます。 

○天野会長 わかりました。 

 それでは議事に入ります。 

  本日の議題である東京都板橋区国民健康保険条例の一部改正について審議いたします。 

  本件の概要につきまして、国保年金課長より説明願います。 

○国保年金課長 それでは、事前に送付をさせていただきました資料番号４の「板橋区国民健

康保険運営協議会 平成27年３月10日」とございます資料をもとに説明をさせていただき

たいと思います。Ａ４の横サイズのものでございます。 

  まず、１ページをお開きください。 

  １ページは諮問事項でございます。今回の諮問事項につきましては、５点ございますが、

いずれも国民健康保険条例の改正に係るものでございます。 

  １点目は、国民健康保険の保険料率の改定です。 

２点目は、保険料は所得に忚じて賦課をする所得割と一律に賦課をする均等割に分かれ

ておりますが、所得割と均等割の比率の改定でございます。 

３点目は、保険料の上限額である賦課限度額を基礎分と後期高齢者支援金分をそれぞれ

１万円、介護納付金分につきましては２万円上げるものでございます。 

４点目は、保険料が改定されることに伴い、均等割保険料の軽減額を改定するものでご

ざいます。 

５点目は、均等割軽減の所得基準を変更することで、軽減対象世帯が拡大する改定でご

ざいます。 

今申し上げました項番３と５につきましては、３月４日に公布されました国民健康保険

法施行令の改正に伴う改定でございます。 

それでは、２ページをお開きください。 

その他の変更点の（１）でございます。国民健康保険条例の改正そのものではございま

せんが、医療制度と保険料算定に係る変更がございましたので、ご説明申し上げます。 
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変更点（１）は、高額療養費関係でございます。まず１番の高額療養費の所得区分の変

更につきましては、昨年12月に各委員の皆様には資料を送付し、既にお伝えした内容では

ございますが、70歳未満の方の医療費の負担の上限額が所得によってこれまで３段階に区

分されていたものが、27年１月より５段階に変わりました。この結果、上位所得者につい

ては医療費負担がふえ、板橋区におきましては、一番多い所得層である210万円以下の所得

の方の医療費負担は減尐をいたしました。なお、非課税世帯については変更がございませ

んでした。 

２の高額療養費の一部を賦課総額に算入につきましては、一般会計繰入金の圧縮と平成

30年度の国保運営主体の都道府県化に向けて、平成29年度までの４年間で高額療養費の賦

課額を算入するとの方針を既に昨年度決定をいたしましたけれども、平成27年につきまし

てはその２年目ということで、高額療養費の４分の２、23区全体では159億円を算入した上

で保険料が算定されております。 

３ページをお開きください。 

その他の変更点の（２）でございます。変更点の（２）は共同事業の関係でございます。

都内の区市町村の国保は医療費の支払い急増等に備えまして、財政の安定を図るために、

各区市町村の国保が拠出金を出し合い、そのプールしたお金を医療費の支払い額に忚じて

交付を受けるという再保険というような制度がございます。１件30万円以上の医療費につ

きましては、３として書いてございます保険財政共同安定化事業として、また１件が80万

円以上の高額の医療費につきましては、４の高額療養費共同事業として２つの形で共同事

業を行ってまいりました。この事業につきましては、平成26年度までの時限的な制度とさ

れてきましたけれども、27年度からは恒久的な事業というふうに変わります。また、30万

円以上とされていた対象の医療費の部分でございますけれども、これが27年度より１円以

上、つまりすべての医療費について共同事業を行っていくということになっております。 

４ページをお開きください。 

その他の変更点の（３）でございます。５番、特例措置終了については、23年度から激

変緩和のため、４年間にわたって行ってきた非課税世帯の軽減措置を予定どおり終了する

ものでございます。 

６の保険者支援制度の恒久化につきましては、保険料の均等割を７割軽減する、５割軽

減する、２割軽減するという制度がございますが、この軽減対象者数に忚じまして、国及

び都から各区市町村に財政支援をするという制度がございます。この保険者支援制度は平
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成26年度までの時限的な措置とされてきましたけれども、医療制度改革の一つとして、27

年度からは拡大をした上で恒久的な措置とされます。 

５ページをお開きください。 

保険料率の改定の件でございます。今回諮問をさせていただきました保険料率でござい

ます。まず、基礎賦課額保険料について申し上げます。これは国民健康保険の加入者の医

療費に充てるための保険料でございます。保険料は所得割率と均等割率という２つの料率

からなってございまして、均等割率は被保険者お一人お一人、全員にかかる保険料で、３

万3,900円でございます。それから、所得割率は被保険者の所得に忚じてかかる保険料率で、

6.45％でございます。 

次に、賦課割合でございますけれども、これは全体の保険料の中で所得割率と均等割率

の占める割合を賦課割合と呼んでいるところでございます。 

次に、後期高齢者支援金等賦課額保険料の件でございますけれども、これは75歳以上の

後期高齢者医療制度の方の医療費に充てるためにお支払いいただく保険料でございます。

後期高齢者の医療制度に国保料から支援をするという形の保険料となってございます。 

次の介護納付金賦課額保険料は、40歳から64歳までの介護保険の第２号被保険者が払う

介護保険の保険料の部分でございます。23区は統一保険料方式をとっておりますので、23

区全体の医療費と被保険者の所得から保険料を計算してございます。この結果、23区にお

ける１人当たりの平均保険料が、基礎賦課額保険料は８万1,103円、後期高齢者支援金等は

２万5,442円、介護納付金は２万9,377円となりました。この計算には、７割、５割、２割

の均等割を軽減するというところは反映されておりません。均等割保険料の軽減をきちん

と反映した上で、板橋区民の状況に合わせて計算したものが板橋区の１人当たりの保険料

ということになりますが、基礎賦課額保険料が７万2,247円、後期高齢者支援金等は２万

2,599円、介護納付金は２万7,490円となってございます。 

それでは、６ページをお開きください。 

６ページは保険料の内訳となっておりますが、３つの保険料の簡卖な解説でございます。 

７ページをお開きください。 

後期高齢者支援制度の図でございます。この図は後期高齢者支援金等の保険料が後期高

齢者医療制度を支えているということを図であらわしたものでございます。後期高齢者の

医療費は公費、つまり税金で半分を負担し、残りの１割を後期高齢者の保険料で支払い、

その残りの４割は国保等の現役世代の保険料で支払われるということを示しているもので
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ございます。 

８ページをお開きください。 

医療費と被保険者数の推移ということで、これは年ごとの医療費と国保の被保険者数を

グラフ化した資料でございます。被保険者数は減尐しておりますけれども、医療費は増加

をしております。つまり１人当たりの医療費は毎年増加しているということを示している

ものでございます。この１人当たりの医療費が増加するということは、その医療費を支払

うための基礎賦課額保険料が上がるということを意味するものでございます。 

９ページをお開きください。 

均等割、所得割の賦課割合についてでございます。23区のこれまでの賦課割合を記載し

てございます。国民健康保険法施行令では、この賦課割合というのは均等割、所得割、50

対50と、半々とされておりますけれども、23区の場合は従前から均等割の割合を下げてお

りました。ただ、これも国保の広域化という流れの中で、極力その標準に近づけていこう

ということで改善をしてまいりましたけれども、平成23年、24年は賦課方式の変更により、

また26年、そして来年27年につきましては、高額療養費の算入を理由に据え置いたもので

ございます。 

10ページをお開きください。 

基礎賦課額保険料の計算ですけれども、今説明をいたしました賦課割合に基づく基礎賦

課額保険料の計算の方法を図で示したものでございます。保険料計算のもとになる賦課総

額は、原則医療費の２分の１となります。考え方としましては、医療費の２分の１を保険

料が負担をし、２分の１は公費、つまり国のほうの税金で負担をするというのが基本的な

考え方でございます。所得割は被保険者の所得の合計をもとに、均等割は被保険者の人数

をもとに計算をいたします。 

11ページをお開きください。 

保険料率の改定についてでございますが、改定後の保険料と現在の保険料の差額を示し

ております。基礎賦課額につきましては、所得割が0.15％の増、均等割が年1,500円の増、

月割にいたしますと125円の増ということになります。 

後期高齢者支援金等の部分につきましては、所得割が0.19％の減、均等割が据え置きと

なってございます。 

介護納付金につきましては、所得割が0.18％の減、均等割も年額600円の減と、所得割、

均等割ともに料率が下がりました。この結果、40歳から64歳までの方の27年度保険料はお
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おむね減額ということになります。 

12ページをお開きください。 

均等割軽減の拡大についてです。均等割の軽減拡大と均等割保険料の軽減される額につ

いてでございます。５割軽減と２割軽減の判定の基準額が変更をされました。軽減の対象

となる方は増加するということになります。５割軽減の場合は、所得基準が１人当たり１

万5,000円の増、２割軽減につきましては１人当たり２万円の増ということになります。な

お、７割軽減の基準に変更はございません。 

13ページをお開きください。 

均等割軽減の保険料額でございます。今説明をした均等割の保険料の軽減される額でご

ざいますけれども、均等割額が変われば、それに忚じて７割に相当する額、５割に相当す

る額、２割に相当する額も変わりますので、その額の改定ということで、減額対象者の均

等割保険料額を表として記載をさせていただきました。 

最後に、この資料ではなくて、協議会資料の２、括弧つきで条例改正関係と書いてある

Ａ４の縦型になりますけれども、協議会資料の２の11ページをごらんください。 

この11ページに記載をいたしましたのは、今回の改正で具体的に保険料がどのように変

わるかということを、ア年金受給者で２人世帯、イ給与所得の２人世帯、ウ給与所得の３

人世帯の収入別のパターンをつくりまして、具体的な保険料が記載されております。全体

として見ていただきますと、特定のところを除きまして、おおむね前年比１倍から1.03倍

の間におさまっております。 

また、この表では設定を65歳と35歳とすることで、全面的に減額となりました介護分の

保険料については記載してございませんが、介護分を加えた場合には上限額に当たる方以

外はほぼ全員の方の保険料が下がることになります。 

大変駆け足で申しわけございませんが、概要の説明としては以上でございます。 

そして、これは大変申しわけない話なのですが、資料に若干間違いがございまして、訂

正をさせていただきたいと思います。 

初めに、今見ていただきました資料２なんですけれども、２ページの③というところで

す。介護分のところが書いてあるところですけれども、この表の中に介護納付金という欄

があると思います。介護納付金の増加率のところですね。介護納付金の増加率が9.4％と記

載があると思いますが、これに△が抜けておりまして、マイナス9.4％なんですね。介護分

は下がりましたので、ですので、9.4％の手前に△を付けていただいて、マイナスの伸びだ
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ということでございます。同じくその段から３つ下の段にも、賦課総額の増加率というの

があるんですけれども、そこも9.4％とございますけれども、これも△付きのマイナス

9.4％ということでございます。 

それから、もう一点ございまして、同じく資料２の11ページですけれども、11ページの

中で、アのところの表の下のところに①というのがついていると思いますけれども、消し

忘れでございますので、大変申しわけございません。消し忘れでございます。 

あと、先ほど２ページのほうで△を付けていただきましたけれども、増加率だけではな

くて、差引増減も全部マイナスでございますので、ですので差引増減のところの金額、介

護納付金でいいますと３億2,123万円のところも△でございます。△付きでマイナスという

ことですね。それから、賦課総額のところも１億6,000万となっておりますけれども、これ

も△ですね。申しわけございません。 

いずれにしましても、今回、介護保険分については下がったというところが特徴的なと

ころでございました。 

あとマイクが各列の中で１つだけは用意させていただきましたので、ご発言の際にはこ

のマイクを列の中で融通し合って使っていただければと思います。 

説明については以上でございます。 

○天野会長 ただいまの説明に対してご質問のある方は挙手願います。 

  いしだ委員。 

○いしだ委員 すみません、よろしくお願いいたします。 

  資料のほうのまず２のほうで質問させていただきますけれども、３ページのところの②の

高額医療費共同事業の恒久化ということで、27年度から恒久化するようにご説明がござい

ましたけれども、その部分のメリットという部分のご説明と、またあわせて資料１のほう

にも保険財政共同安定化事業、これが都道府県化の推進をするということでございますの

で、あわせてそのメリットというものをご説明願いたいと思います。 

○天野会長 事務局。 

○国保年金課長 まず、共同安定化事業というところでございますけれども、これは大変わか

りにくい制度でございます。なるべく簡卖にというか、概念的に申し上げますと、我々が

板橋区として保険料を集めます。その保険料で医療費を払うということになるんですけれ

ども、そのまま払うのではなくて、一たん都内のすべての区市町村が一定額のお金を出す、

保険料から集めたお金を出すということになります。これは過去３年間の医療費とか、人
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数とかに忚じて、お金を出し合います。そして実際に、例えば27年２月分の医療費を払う

ということになったときには、その一定の割合について、そこのプールしたお金からもら

うと。ですから、うちのほうから、保険料から集めたお金を一たん出して、プールしたお

金をもう一度もらって、そしてそれで医療費の支払いに充てるというやり方をとっている

のが共同事業と言われるものでございます。 

何がメリットかといいますと、例えば今月、ものすごくインフルエンザがはやって、急

にすごいお金がかかるようになった。すぐに支払いをするには予算が足りないというよう

な場合に、板橋区だけでやっていますと大変だということになるわけでございますが、共

同安定化事業をやっていることによって、一定割合は必ずプールしたお金からもらえます

ので、その上がり幅といいますか、払わなくちゃいけないお金をある程度融通してもらえ

るという感じになるわけですね。それによって財政の安定化を図るというところでござい

ます。これにつきましては、27年度からそういう形で全面的にすべての医療費について行

っていって、小さい保険者のところの特に安定化のためには役に立つということでやるも

のでございます。これが具体的には、さらに都道府県化になったときには、この作業を東

京都がやるということになりますと、東京都がすべての医療費について責任を持つという

ような形になっていく、都道府県化の先駆けになる形であろうかなというふうに理解をし

ているところでございます。 

○いしだ委員 わかりました。ありがとうございます。 

  続いてご質問させてもらいますけれども、資料４のほうの２ページのほうですけれども、

２番目の高額療養費の賦課総額への参入の部分ですけれども、これはもう26年度から尐し

ずつ切りかえていくというお話がございましたが、あと４分の２ですか、２年間の中でま

た段階的に算入すると思いますけれども、それに対する影響というのを説明していただき

たいと思います。 

○国保年金課長 ４年間をかけて入れていくということで、毎年４分の１ずつふやしていくと

いうやり方をとりました。これは本来、国が定めているやり方を、ある意味では保険料を

下げるために東京都が中心になっていた時代から含めまして、23区としては一般会計でお

金を入れることで保険料を下げるという目的で、ここの部分にお金を入れておりましたけ

れども、全国が一律の制度ということで、今後、都道府県化になったときには、なると思

いますが、その際に、もしそのような都道府県化で一律ということで全部同じやり方でや

ってくださいと言われたときには、急に上がることになりますので、それではショックが
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大きいだろうということで、昨年度決定いたしまして、現在26年度に４分の１、来年度は

４分の２と順番に上げて、劇的に保険料が上がるのではなくて、尐しずつ上げていくとい

うために、この４分の１ずつ入れていくというやり方をとったものでございます。 

○天野会長 どうぞ。 

○いしだ委員 いずれにしても、保険料が尐しずつ上がっていくのかなというふうに思います

けれども、そういった中で、この資料の２の中の11ページのほうにも、年金受給者の例を

たとえて、27年度の保険料がそれぞれ書かれておりますけれども、この中の200万円という

年収の部分が飛び抜けて、保険料が26年度と比較した場合高くなっております。差が大き

くなっておりますが、そこに対しての何か対忚というものの予定とかはあるのでしょうか。 

○国保年金課長 ここは、実は200万のところは非課税者のところなんですね。飛び抜けて上

がっているところというのは、みんな非課税の人のところなんですね。非課税の人は特別

今まで逆に安く抑えていたので、それを一遍に上げるのは、ちょうど平成23年度から旧た

だし書き方式という保険料計算のやり方を全国の一般的なやり方に合わせました。合わせ

ただけではなくて、実は厚労省のほうからはそれでやりなさいという、もう時間を区切っ

てやることになっていましたので、制度が保険料の計算の仕方が変わったときに、それま

で安く抑えられていた非課税の方がどうしても保険料がぽんと上がることになったんです

ね。それを急に上げたのでは、やはりこれはなかなか大変だということで、２年間の措置

をとりました。これは非課税以外の方にもとりました。２年間の経過措置が終わったんで

すけれども、やはり非課税の方の上がり幅はその後も大きいということで、さらに２年間

軽減措置ということで、尐しずつ上がるような形でやってきて、４年間をかけてこれで大

体、上がることは確かに上がるんですけれども、劇的に上がるのを防ぐ形でこのように運

用してきたものでございます。ですので、そもそも安く抑えられていたところが上がった

ということで、それに対して何か措置をするということではなくて、措置をした結果とし

て、上がり幅は大きいけれども、４年間で抑えてきたというところでございます。 

○天野会長 いしだ委員。 

○いしだ委員 わかりました。そもそも安くなっていたものをもとに戻すというようなご説明

だと思いますけれども、丁寧な説明をしていただきたいというふうに、対象者の方に対し

てですね、思いますので、よろしくお願いいたします。 

  あと最後のご質問なんですけれども、介護の保険料のお話がございましたけれども、２号

保険は今回は安くなっているということでございますが、一方、１号のほうの介護料は第



－12－ 

６期計画の中では上がっていると思うんですね。そこの部分の説明をお願いしたいと思い

ます。 

○国保年金課長 介護保険につきましては、なかなか制度が難しくなっておりまして、今、国

保料で関係あるのは２号と言われている40歳から64歳までの方になります。ここの方につ

いては、基本は介護の給付サービスは受けないということになっています。ただ、実際に

特定の病気が決まっているんですけれども、大きな病気をされて、その病気で病院に入っ

ている間は保険で済みますけれども、退院をされた後はやはり介護が必要であるという場

合には、認定をされる場合もございます。ただ、原則としては40歳から介護保険に入って

いただくけれども、介護保険全体を支えるために保険料を払ってくださいという意味で、

全国のサービス費を厚労省が各保険者に割り振るというような形で保険料が決まってくる

ものでございます。これにつきましては、実は全国の65歳以上人口とそれから65歳未満の

人口の割合が尐しずつ変わってきておりまして、そのこともありまして、今回下がった部

分がございます。 

１号、いわゆる65歳以上の方につきましては、地域ごとで介護保険の保険料をお支払い

いただいた上で、その地域でサービスも受けていただくということになっておりまして、

その地域卖位のサービス料がどれぐらいあるのかということに合わせて保険料が決まると

いうことになります。ですので、１号の場合には各地域、地域でものすごく差がございま

す。そのサービス料に忚じて、それを支えるための保険料という計算になります。それに

対しまして、国保で関係のある２号保険料につきましては、全国全体の介護保険を支える

ために１人の40歳以上の２号被保険者として、国が割り当てた金額に忚じながらお支払い

いただくというような形になります。現実には先ほど申し上げましたように、65歳以上人

口がふえた関係もあって、１号被保険者の比重を尐し高めなければならないということで、

１号被保険者の方の保険料のほうが尐し上がっていると思います。２号のほうは全体とし

て下がっているということになります。 

○天野会長 ほかにございますか。 

  小林委員。 

○小林委員 初めて参加させていただいて、うまく質問ができるかと思いながらご質問させて

いただきますけれども、制度が大きく変わっていく中で、区民の負担がどんなふうに変わ

っていくのかなというところをお聞きしたいと思うんですけれども、数字を教えてくださ

い。資料２の医療費の部分の基礎賦課額の部分では、今回の改定で全体としてどれぐらい
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の金額が引き上がって、総額としてどれぐらいの金額がふえるのかというのはわかります

でしょうか。 

○天野会長 事務局、どうですか。 

○国保年金課長 実際にふえるというのは、パターンで示したようにいろいろなんですけれど

も、それで予算ベースで申し上げますと、調定額、実際に保険料をかける額ではなくて、

それを、最終的に収納率というのがありますので、収納率も含めて、板橋区の予算として

は、上がることによって約8,600万円の増収ということを見込んでおります。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 あわせまして、②の後期高齢とそれから介護保険のほうもそれぞれどんな影響に

なりますでしょうか。 

○国保年金課長 申しわけありません。財政的には分けることができないものですから、全部

合わせまして先ほどの金額ということになります。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 全部合わせてプラスマイナスして、8,600万の増ということになるということで

すね。それだけの影響が出るということですね。 

  それから、５割、２割の減額の対象が拡大するということですけれども、この対象の拡大

の世帯数というのですか、どれぐらいふえることになるのかというのを教えてください。 

○国保年金課長 財政上で出した数字にもあるんですけれども、一番直近で、２月１日のデー

タで現在いらっしゃる方で調べてみました。それによりますと、新たに５割の軽減になる

方が603世帯ございました。それから、新たに２割の軽減になる方が864世帯ふえるという

ことで、合わせまして1,467世帯が新たに……、５割の軽減になる方というのは２割軽減か

ら５割軽減に変わるんですけれども、新たに２割軽減になる方が864、合わせまして1,467

世帯に影響があるというふうに見ております。 

○小林委員 それで減額の関係で、低所得者対策といいますか、その部分で、５割と２割の部

分は限度額が上がったということで、尐し救済される人がふえるのかなと思いましたけれ

ども、この部分とそれから先ほどお話があった経過措置が最終的に終了になると、非課税

の人の減額がことしで最後、終了になりますという、そちらの終了するほうの、これでい

くと、失礼、ちょっと話が先にいってしまいますけれども、いずれにしても旧ただし書き

から変わって、経過措置で25、26と減額措置をしましたけれども、終了しますという部分

の影響というのはどれぐらいになりますか。何人ですか。 
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○国保年金課長 人数でいいますと、これも試算でございますけれども、6,929人ですね。そ

れぐらいの方が非課税で所得割があった方ということで、6,929人ぐらいに影響があるのか

なと。額でいいますと、これは調定額ベースです。収納ではなくて、実際にかける保険料

の変化でいいますと、約6,900万ぐらいの影響があるのかなというふうに思っております。 

○小林委員 そうすると、５割・２割減額で尐し拡大された部分と、それから経過措置がなく

なってしまったがために上がらざるを得ない人の関係でいくと、6,900人ぐらいが実際上が

らざるを得なくなるということと、一方で1,467人が尐し軽減で広がるということになりま

すけれども、そこの関係というか、これは関係でいけばやっぱり負担がふえる人がふえる

ということになりますか、低所得のところでいいますと、そういうことでしょうか。 

○国保年金課長 はい。1,467につきましては世帯でございます。ちょっと人数では、世帯卖

位の計算になるので、出せないんですけれども、人数からいくと多分1,467世帯で、大体１

世帯1.5人から２人の間だと思われますので、6,900人よりは尐ないというふうには思いま

すので、そういう意味では上がった分と下がった分でいいますと、上がった方の影響のほ

うが大きいということは確かだと思います。ただ、非課税の方でございますので、先ほど

200万という話がございましたけれども、ちょうど200万で３人世帯の例があって、一番保

険料が上がっているところがあるんですね。そこは、やはり３人世帯ですけれども、非課

税なんですけれども、実はこれぐらいしか収入が本当にないのであれば、減免の対象にな

るぐらいの収入でございます。減免というのはただにするという話になります。生活保護

の基準をもとに、大体15％増し、生活保護基準の115％ぐらいで見ているんですけれども、

実際に本当にこういう世帯であれば、ご相談いただければ減免になる可能性は極めて高い

と。条件が家賃であるとか、預金が幾らだとか、いろいろなことがあるので、絶対なると

いうことではないんですけれども、それぐらいのところですので、本当の意味で大変であ

ると、特に非課税で大変だという場合には、ぜひ区役所のほうにお越しいただいて、もし

くは電話でも結構ですけれども、相談していただければ、本当に上がっているところとい

うのはそういう措置もあるということでございます。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 保険料の話で、生活保護の話につながってしまうのはまた問題で、そういう要因

であってはならないのではないかなと思いますけれども、そういうぎりぎりのところの話

が今あったことは了解しますが。 

  あともう一つ、高額療養費の一般会計からの繰入の件ですけれども、先ほどことしは全体
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で159億円ということですけれども、板橋区の場合はお幾らになりますでしょうか。 

○国保年金課長 板橋区の繰入金につきましては、繰入金というのは何種類かございまして、

一般会計から入れているお金は何種類かございますけれども、特に先ほどの５割軽減、７

割軽減という方については、算入分については具体的に全体として計算をしているので、

何とも言えないんですけれども、高額療養費の金額で申し上げますと、板橋区の27年度予

算における高額療養費は、見込みとして45億6,700万ぐらいですね。実際には医療費の２分

の１が保険料に算入すると。さらに今回でいいますと４分の２を入れることですので、全

体４分の１ですので、もう一度申し上げますと、高額療養費の27年度の見込みが45億6,700

万ですので、12億弱ぐらいですかね、４分の１といいますと。 

○小林委員 すみません、もう一回確認しますけれども、ことし高額療養費の算入として一般

会計の繰入金から引き上げるというか、入れなくするのは12億円ということですか。４分

の１の12億円ということですか。 

○国保年金課長 具体的にこれをこうしてこうするということ、計算上の話になってくるので、

保険料率を計算するために、今まで全部繰入金という一般会計から入れるお金で面倒を見

てきたものを保険料率として算定していくという話になりますので、そこでその分だけ保

険料に変わりますということとはちょっと違うんですね。ただ、それと保険料率は料率と

して計算しますけれども、実際には収納率というのが関係してくるものですから、今は大

体現年の収納率が83％ちょっとなんですね。ですので、そこら辺でも金額が変わってきま

すけれども、いずれにしても、きちんと高額療養費を保険料の中に算定して保険料を計算

していけば、一般会計から、税金から安くするために入れているお金は尐しずつ減ってい

くということは事実かと思います。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 一番知りたいのは、去年４分の１算入しました、ことし４分の２算入しましたと

いうことですけれども、算入しなかったら保険料は上がらずに済むのでしょうかというと

ころですね。 

○国保年金課長 わかりました。ことしの23区全体として高額療養費を入れた影響額というの

を試算してございます。それでいきますと、3,460円でした。要するに3,460円、１人当た

り平均保険料でいえば、それぐらいの影響があったと。今回23区平均保険料の上がった幅

が3,442円ですので、ほぼ同じぐらいですので、そういう意味では今回高額療養費の算入が

なければ、１人当たりの平均保険料はほとんど上がらなかったということにはなると思い
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ます。これはただ、全体としてという話にはなりますけれども、影響額としてはそれぐら

いでございます。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 23区全体としては繰入金を４分の２にしなければ、今度上がった分の金額と同じ

ぐらいの金額が繰入金に入れた金額と同じぐらいになるということですね。だから、板橋

区の数字としてはまだ出ないということですね。繰入をしなければ上がらずに済んだとい

うことしの保険料の改定だということは今のお話でわかりました。 

  それともう一つは、国から来ている保険者支援金というのがありましたね。保険者支援制

度恒久化、1,700億円、これは板橋区にはどのように影響するのでしょうか。 

○国保年金課長 まだ具体的な姿が国から示されておりませんので、わからない部分も多いん

ですけれども、先ほど申し上げましたように、７割軽減する、５割軽減する、２割軽減す

るという、軽減する方の人数等に忚じまして、国もしくは都からお金が入ります。それで

現在の計算よりも大幅に計算式を尐し変えて、もっと入るようにしてくれるということで

ございます。それで今、本当に試算なんですけれども、1,700億円投入するということで、

全国で1,700億なんですけれども、全国で1,700億円、国からお金を入れますということで、

こんな計算式を考えていますという、わかっているところだけで計算したんですけれども、

板橋区には今年度よりも５億円余り余計に入ってくるのではないかというふうに考えてお

ります。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 お金の動きはいろいろと見えてきたような感じがしますけれども、実際に今度は

保険料を負担するほうの側の保険者の方の角度からいきたいんですけれども、実際にだれ

もがわかっているように、所得の低い人がたくさん入っているということと、やっぱり病

気になりやすい人が入っているのが国民健康保険というのが最近の傾向ではあると思いま

すけれども、改めてお聞きしたいんですけれども、今の国民健康保険の加入者の平均収入、

それから保険料の負担率、世帯主の職業構成など、もしお手元に資料があればご紹介いた

だきたいと思います。 

○国保年金課長 これは板橋区ということではなくて、全国ということになりますけれども、

まず職業の構成ですけれども、昔は農林水産業もしくは自営業者の方が多かったわけです。

けれども、現在は一番多いのが無職となっています。ほとんどは年金受給者だと思われま

す。今どんどん65歳以上の国保加入者がふえておりますので、基本的には65歳以上の方は
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年金の受給者だと思いますので、そこの方が一番多いと。次に多いのが被用者となってい

ますので、お勤めをされている方ということになります。ただ、会社の保険に入っていら

っしゃらないという意味では、さまざまな形態があるかと思いますけれども、短期であっ

たり、本当に小さい会社で、本当は入らなくちゃいけないんだけれども入れてもらえない

とか、いろいろな状況があるのかもしれませんが、それが31％ぐらいでございます。 

それから、世帯の所得でいいますと、所得なし─なしといっても収入がないという意味

ではなくて、いろいろな計算をしたときに控除されていって、所得として計算されない方

が23.7％、全国でございます。それから、ゼロ円以上100万円未満の方が27.2％で、大体こ

この辺あたりまでに51％の方が入ると。ただ、板橋の世帯でいいますと、旧ただし書き所

得という、いわゆるその所得に33万円を足した所得でいいますと、ゼロ円から100万円の中

に63.4％の世帯が入ります。それから、200万円までとなりますと、さらに18.4％ふえます

ので、大体ゼロから200万円までの範囲の中に82％ぐらいの方が入るということで、そうい

う意味では低所得者層の方が多いということは当たりだと思います。 

  それから、先ほど申し上げました23区の平均保険料が大体10万6,545円になるんですけれ

ども、その方の年金収入、その金額になる人の年金収入でいいますと226万3,000円ぐらい、

ですから年額226万ぐらいの方がちょうど平均的な保険料の方ということになります。これ

を給与所得の給与のほうに直しますと、給与でいきますと176万9,000円ぐらいの方、これ

ぐらいの方がいわゆる平均的な保険料の方の姿ということになろうかと思います。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 ありがとうございました。確かに制度の変更などで毎年毎年保険料が上がってい

くことになっていって、今回もやはり全体としては、特に均等割の部分が上がったりとい

うことになりますので、そういう点では払うほうの側は大変になっているのではないかな

と思います。余り私ばかり質問してもあれですけれども、やっぱり滞納のこともよく考え

ないと、保険料を決める際には払えるものになっているのかどうかということはやっぱり

大事な視点だと思うので、お金の仕組みの中で何とかこうやればやりくりできるかという

ことだけではなくて、払うほうの人が払える金額になっているのかということが、それは

また大事な視点だと私は思うんですね。そうした点では、今言ったように、82％の方が200

万以下だと。多くは無職や年金所得の人、あるいは非正規の方々などだということだと思

うんですね。なので、そうした点では滞納そのものについてもどうなっているのかという

ところも聞いておきたいんですけれども。 
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○国保年金課長 滞納者の分布という言い方も変なんですけれども、所得によってものすごく

大きな差があるということではないようでございます。ちょっと所得による分布ではない

んですけれども、保険料額で分けて見ますと、年間保険料額が10万円未満という方の、こ

れは25年５月14日現在の数字でございますけれども、滞納率は28.2％です。それから、保

険料が10万円から20万円未満の方の滞納率が30.6％です。それから20万円から60万円未満

の方が26.1％、60万円以上、本当に上位所得の方ですね、本当に一番上の方ですけれども、

ここは13.1％で滞納率は低いということになりますけれども、二、三％ぐらいの差ですの

で、所得といいますか、保険料額によって収納率が変わると、滞納率が変わるというほど

の差はないように思います。ただ、年齢によっては大きな差がございまして、20代までは

非常に収納率が悪いと、滞納率が高いというのははっきりしてございます。今手元にある

のは、20代の滞納率は47.5％です。30代が41.8％、40代が39.5％、50代からよくなって

33.5％、60代、ここから劇的によくなりまして滞納率17.6％ということで、やはり年齢が

上になるほどちゃんとお支払いいただくという傾向ははっきりと出ていると言えると思い

ます。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 もう一つ、先ほどお聞きしてお答えになられなかったのは、保険料の負担率、他

の保険との関係では負担率はどうなっているのですか。 

○国保年金課長 今手元にあるのは、市町村国保とそれから協会けんぽ、中小企業中心の社会

保険ですね。それから、組合健保、大企業中心の社会保険の違いということになりますけ

れども、市町村国保につきましては、これは24年だったと思いますが、保険料の負担率が

9.9％、それに対しまして中小企業中心の協会けんぽの社会保険につきましては7.6％、そ

れから、大企業中心の組合健保につきましては5.3％というのがございます。ただ、先日の

日経新聞に出ておりましたけれども、今回の医療制度改革の中で、大企業の方の負担がふ

えるということが随分話題になっておりましたけれども、その中で現実には負担率は従来

言われていた数字ではなくて、もっと大分上がってきていると、大企業も中小企業もどち

らも上がってきていて、国保とだんだん接近してきているということ自体はあるんだとい

うことが日経新聞には書いてございました。 

○天野会長 小林委員。 

○小林委員 まとめていきますけれども、先ほどの滞納の話ですけれども、確かに医療にかか

る必要性が出てくれば出てくるほど、何を差し置いてでも保険料を払わなくちゃと、こう
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いうふうになるんだと思うんですね。元気な若い人はなかなか保険料を払わなくても済ん

で、元気でいるうちはいいということになりますけれども、実際は体をこわして、そこで

初めて大変になって区に相談に行くという方も、私なんかもたくさん相談があります。や

っぱり深刻な事態になっている場合に、やはり医療をきちんと補強するという点について

は、それはよくお願いしておきたいと思うんです。 

この間も実はこんなことがありまして、30代のご夫婦なんですけれども、奥さんが精神

的に病んでいて、どうしても病院にかからなきゃならない。ご主人はお友だちの飲食店関

係で働いていて、奥さんの目も離せないけれども、とにかく夜働いているというんだけれ

ども、奥さんが医者に行くのに保険料がもう随分たまっちゃっていて、払えなくなっちゃ

っていて、それで区に相談に行って、何とか奥さんの来週の通院だけは認めてもらえたみ

たいなんですけれども、その前までにはあと7,000円の保険料をまずは払いなさいというの

がないと、その次は行けませんよということに話はなっていくと。分割して払う約束をす

るんでしょうけれども。でも、その彼にしてみれば、7,000円が次に払えるかどうかも見通

しがないという中で、ご本人自身が私が見ていても歯はぼろぼろで、やせこけているんで

すけれども、あなた自身の医療はどうするのと言っても、それは言い出せなかったと言っ

ているんですね。だから、多分窓口にいた職員の方は彼氏のほうを見ても、これは歯がぼ

ろぼろで何とかしなきゃいけないんじゃないかなと思いながらも、あなたは大丈夫かとは

絶対に言えないんだと思うんですよ、保険料を払ってもらわなきゃいけないという思いが

あるから。だけど、多分そこでは職員の方は、彼女の精神だけじゃなくて、彼氏の歯のぼ

ろぼろで、これで飲食店だというんだったら、何とかあなたの医療も言ってあげたいとこ

ろがあるんじゃないかと思うんですね。そういうときにやっぱり言えないで、とにかく保

険料は返せるまでのお金をきちんと割ったら何万ですとやらなきゃいけないという、その

厳しさが収納のところの人にあって、だからどうしても滞納のところの医療にかかる権利

というところの部分では、ぜひもっと柔軟な対忚を私は求めておきたいなというふうに思

っております。そこを最後にお願いしたいと思います。 

○国保年金課長 この間もあったんですけれども、実際に相談に来ていただいたら、本当に相

談に乗っていただけるんですねという、そういう感想がございました。やはり区役所に来

ても、払えと言われるだけだというふうに思っていて、なかなか来られなかったみたいな

んですけれども、実際全部様子を聞いた上でになりますけれども、その方がまず払える範

囲の中で分割をしながら払っていただいて、その後尐し好転すればもちろんその都度変わ
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っていきますけれども、きちんと状況を聞いた上で、我々は保険料を取るためだけにやっ

ているわけではなくて、皆さんが健康に過ごしていただくためにやっているというのは意

識として持っておりますので、ぜひともこれだけ払ってもらわないと何とかできませんと

いう、そこまでいく前にぜひ本当に相談に来ていただければなと。どうしてもたまってし

まいますと、１回当たりこれぐらいは払っていただかないともうだめな部分というのは出

てきますので、そういう意味ではなるべく早く相談に来ていただければ、来ていただいて

帰りには何らかの形できちんとそれだけのかいのあるような対忚をしたいというふうには

考えておりますので、ぜひお支払いでない方がいらっしゃったら、相談に行ってください

というふうに言っていただけると、我々としても大変助かります。そのように親身になっ

て相談には受けていきたいと思っております。 

○天野会長 ほかにいらっしゃいますか。 

  大田委員。 

○大田委員 何点かお聞きします。今回の改正を見ますと、賦課限度額の負担が、例えば介護

なんかでも２万円が年間で上がるようになっていますし、それぞれのところでやっぱり増

になっているんですけれども、３つ合わせるとこれは４万円の増ということになりますが、

ここら辺の階層の方というのはどの程度、何％ぐらいいらっしゃるんですかね。 

○国保年金課長 ちょっと期によって、データによっていろいろ変わってはくるんですが、世

帯でいいますと、一忚26年度で2.2％ぐらいですかね。ちょっとこれは８月ですかね、とっ

たとき、とったときで、ちょっとパーセントが変わってくるものですから、何とも言えな

い。大体おおむね２％あたりというふうにうちのほうでは見ています。やはり数字をちょ

っと幾つも持っていまして、大体２％あたりだと思われます。全国的にも二・数％という

ふうに言われておりまして、国保としては大体それぐらいだというふうには言われており

ます。 

○大田委員 わかりました。先ほどの中での説明でもありましたけれども、尐子高齢化で高齢

者がふえてくる、非常に医療費も自然増で１兆円も要るという状況の中では、負担増はあ

る程度やっぱり国民が理解し合って、分かち合っていかなければいけないんですが、先ほ

どの中でも課長のほうからありましたが、上位所得者は基本的に賦課限度額を見ても、相

当数上がっていく状況ですよね。とともに、200万円以下の方々は、非課税を除いて減尐の

傾向にあったと、今回も。そうすると、給料の高い方、あるいは所得のある方にやっぱり

しっかり出していただいて、低所得者の方々に優しくというか、負担をかけないように、
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特に年金暮らしで暮らされている方々は、保険料は上がる、税金は上がる、物価は上がる

という中で、年金は上がりませんのでね。今ちまたの本当に僕らが歩いている実感なんで

すね、この辺の声で言われることが。ですから、そういうところに手厚くなっているとい

うことは見受けられるんですが、もう一つ聞きたいのは、例えば今そういった所得階層の

中で、ことしの場合、どこからどこの所得の方々が昨年より減になり、どこからの所得の

方々は昨年より上がっていきますというところをちょっと教えていただければなと。所得

が上がれば上がるほど傾斜がついていっているんだと思うんですね。そこら辺のところを

ちょっと教えてもらいたい。 

○国保年金課長 今回の結果は非常に複雑といいますか、一定の傾向ではないですね。上がる

人も下がる人もいるというのが本当のところで、上のほうの方も下がる人は下がるんです

ね。年金のみの収入であれば、600万あたりの方は下がっていると思います、保険料率が。

料率自体は、例えば後期高齢分の均等割は据え置きですけれども、料率の所得割率は下が

っています。介護分もやはりそうです。介護分は両方下がっていますけれども。というこ

ともありますので、モデル世帯のところの11ページでしたっけ、見ていただいて、大体の

傾向というのをそれで見ていただくために今回付けているんですけれども、簡卖にはこう

いう人が上がっているというのは言えないんですけれども、確実に言えることで言います

と、何しろ介護分のある方、40歳から64歳までの方はおおむねどのパターンで見ても下が

っているかと思います。それから、先ほどもありましたけれども、軽減措置を受けている

方は下がった。そういう意味では65歳以上の方については上がった方のほうが圧倒的に、

そういう意味では多いとは思います。ただ、本当に高額の上のほうの方は下がっているん

ですね。一番上がったのは限度額のあたりの方。限度額のあたりの方は全部で３つで４万

円上がっていますので、ここはそのまま上がっていますので、一番上位所得者の方は確実

に上がったというようなところでございます。何しろ所得割率が下がっていますので、上

の方も下がっている人は下がっています。なので、色もまだら模様という言い方も変なん

ですけれども、簡卖にこういう人が上がったというふうにはちょっと言えないのが今回の

保険料率の改定ということになると思います。 

○天野会長 ほかに質問は。 

  榎本委員。 

○榎本委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、高額療養費の所得区分についてなんです

けれども、今までは３段階に区分されていたということで、27年１月からは負担能力に忚
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じた負担となるよう、５段階になるという自己負担限度額ですか。これは３段階の場合幾

ら幾ら幾らなんですか。 

○国保年金課長 今までの70歳未満の方の区分ですけれども、上位所得という方が、旧ただし

書き所得で言いますと600万円以上の方を指しているのですが、基本は15万円あたりです。

ちょっとプラス１％という計算があるので、わかりにくいんですけれども。 

○榎本委員 600万円以上。 

○国保年金課長 600万円以上の方については、15万円はお支払いくださいと。それ以上にな

った部分はほぼかからないということ。 

○榎本委員 600万以上の次は幾らなんですか。 

○国保年金課長 その次が、いわゆるそれ以下の課税世帯ですね。課税世帯につきましては、

おおむね８万100円、プラスアルファでちょっと付くんですけれども、大体８万100円あた

りが上限額というふうになっていました。低所得者という言い方をしているんですが、そ

こは住民税の非課税世帯でございまして、非課税世帯については月額で３万5,400円が上限

でございました。 

○榎本委員 ３段階が今度は５段階ということですけれども、これはどのように細分化するよ

うになるんですか。 

○国保年金課長 上位所得の600万円以上のところがまず２つに分かれます。600万から901万

円以下のところについては、尐し上がりまして、16万7,400円余り、プラス１％加算という

のがあるので、ちょっと変わるんですけれども、15万円から16万7,400円に上がりました。

そしてさらにその上の段階として、901万円以上の方につきましては25万2,600円、大幅に

上がりました。月額の限度額、そこまでは払ってくださいというのが25万2,600円プラス

１％ということで、10万円余り上がったということです。 

○榎本委員 収入のある方ですからね。負担能力もございますから、それはよろしいと思いま

す。５段階という形になったということで、それとちょっとお聞きしたいんですけれども、

もし保険がきかない手術とか、そういう高額な、要するにお医者さんにかかっても保険が

きかないというのは、お金がある人がかかるんだけれども、だけどお金のない人がそうい

う手術とかできないわけですけれども、それは当然だと思うんですけれども、以前は介護

保険料がないときは保険料だけの負担で、私もサラリーマンを27年間経験したんですけれ

ども、保険というのは、今はいろいろと介護保険料の負担がかなり大変になってきている

方も、収入がない割に保険料の負担というのが、これは当然、介護保険の制度ができた以
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上、これはやむを得ませんけれども、負担率がかなり大変な世帯の方もいらっしゃると思

うんですけれども、そういう点で、今、板橋区でも滞納率がかなり高いということを今私

はお聞きしまして、特に20代の方は当然アルバイトとか、いろいろな定職というか、そう

いうのに余りつけないでいる方が、契約社員みたいな方がたくさんいらっしゃるというこ

とで、収入が尐ないので、要するに保険料の負担が滞ってしまっているんじゃないかなと

思います。ですから、今の町中では景気がよくなかったということですけれども、アルバ

イト料もなかなか上げてもらえないとか、そういうのを聞いておりますので、そういう面

でやはり滞納が出てもしようがないのかななんて私も思いますけれども、その点について

は、これから体が痛くなれば、悪くなれば、当然お医者さんにかからないと、やはりひど

くなったり何かしてしまう。やっぱり自分の命は大切ですので、保険料の滞納の督促とか、

それは当然区として財政難の中でやりくりして、保険料を要するに負担していただいてい

るわけですので、心苦しいですけれども、長い目でそういう滞納率の解消を図っていただ

ければ、低収入の方は助かるんじゃないかなと思います。 

  以上です。 

○国保年金課長 それで、先ほどの高額療養費で、もう一つ下がったところを申し上げます。

さっきは上がったところだけ申し上げましたので。いわゆる一般と言われている600万円以

下の中でも、600万円から210万までは従来どおりです。変わりがありません。８万100円で

す。それに対して210万以下のところは、それまで８万100円ぐらいだったものが５万7,600

円に下がりました。ですので、２万3,000円ぐらい、１カ月の医療費が下がるということで、

ここはかなり、ほとんど板橋区はここに大体入りますので、多くの方がメリットを受けた

と思います。 

○榎本委員 ありがとうございました。 

○天野会長 ほかに質問はございませんか。 

  なければ質疑を終了し、引き続きましてご意見がございましたらご発言願います。 

  小林委員。 

○小林委員 今後の方向性についてはお聞きできませんでしたけれども、全体としては広域化

という流れの中で一般財源の導入が引き上げるというのをやめて、その分を保険料に回す

というような、その分を賦課額に入れて保険料が引き上がることになる。今回も４分の１

を賦課額に入れたことによって保険料の部分が引き上がることになったわけですよね。だ

から、その流れが強まっていくと、上がることしか見えてこないという流れの中に今ある



－24－ 

んだなと思うんですよ。しかも払える人たちが本当に払えるのかというと、払える金額に

はなっていない。だからこそ滞納が今、先ほどお話があったように、年収200万円以下の方

は82％で、ほぼ３割ぐらいの方々が滞納しているというような状況というのは、保険制度

としてはちょっと立ち行けているのかということになっているかと思うんですね、実際と

しては。そうした中でまた保険料の引き上げということになってきますから、全体として

はいろいろあるんだということだけれども、しかし均等割を上げ、そして全体としては引

き上げる方向ということなので、私としては保険料は引き上げずにやる方向を追求すべき

だろうというふうに思うので、申しわけありませんけれども、この答申について私は賛成

はできないということだけ言っておきたいと思います。 

○天野会長 ほかにご意見はございませんでしょうか。 

  大田委員。 

○大田委員 先ほどから質疑もいろいろ聞いておりましたし、また議会でも、委員会の中でも

さまざま伺ってまいりましたが、やはり毎年毎年高額な社会保障費が上がっていく状況の

中の超高齢化社会を迎えていますので、やはり負担とさまざまな制度変革、変更はこれは

やむを得ないと。やはり考えていかなきゃいけないと思います。これを先送りしています

と、基本的に今の日本の国のやっぱり社会保障に入ってくるお金自体、赤字国債が多分に

入っているということを含めて、それはやっぱり膨張させていくことはできない。それは

やっぱり将来世代に負担を押し付けることになるし、やはり今の国民の中で分かち合って

いかなきゃいけない。また、先ほど皆さん負担限度額の方々も、年間でいきなり４万上が

っていくわけですから、そんなに給料が上がらない中でということを考えると、この方た

ちも年々やっぱり相当な負担がかかっていることも事実だと思っております。ちょっと下

の人たちだって相当負担があるだろうと思いますので、これは本当に大変な状況だなと思

います。 

今、国のほうも、この間も新聞に載っていましたが、これから国会にも出てくる話です

けれども、都道府県化をしていき広域化をするということが一つと、それから75歳以上の

後期高齢者の保険料をこれまで９割軽減していた特例を17年度に原則廃止して、本来のル

ールの７割軽減に戻すというようなことも検討しているみたいです。 

  また、大企業の健保組合からも後期高齢者医療制度等への支援金をふやしていくと。負担

増になりますよね、働いている方々も。それから加入者の保険料が、我々ですけれども、

やっぱりふえる可能性も当然あると。また、入院すると食事が今１食260円で提供されてい



－25－ 

ますけれども、これも16年、18年度には100円ずつ上げて460円にするとか、あとはかかり

つけ医の紹介状がない大病院を受診した場合には、5,000円から１万円の負担を求める仕組

みなども今も検討していると、そういう状況になっています。すなわち制度を見直すとと

もに、一人一人の負担がどうしてもかかってくる、これをやっぱり乗り越えていかなきゃ

いけないわけですけれども、だれだってこれは賛成したくありません。消費税もそうです。

ただ、賛成しなかった場合にどうなるのかということを考えた場合に、やはりこれはいろ

いろな賢明な東京の中でも学識者を含めてやってきた内容だと思っておりますので、我々

はこれに賛成していきたいと思っております。とにかく安心して皆保険制度の中で医療保

険が受けられる環境だけは保持していかなくてはならないと、こういうふうに思っており

まして、賛成してまいりたいと思います。 

  以上であります。 

○天野会長 ほかにご意見はございますか。 

  なければ、区長の諮問に対する答申をまとめたいと存じます。 

  東京都板橋区国民健康保険条例の一部改正について、賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○天野会長 賛成多数と認めます。 

  よって、東京都板橋区国民健康保険条例の一部改正については、原案のとおり決定いたし

ます。 

  なお、答申文につきましては、原案を適当と認めるとの内容で、事務局に作成をお願いい

たします。 

  次に、報告事項として、板橋区国民健康保険保健事業の実施計画（案）（データヘルス計

画）について、健康推進課長より説明を願います。 

  健康推進課長。 

○健康推進課長 健康推進課長でございます。 

  資料５の板橋区国民健康保険保健事業の実施計画（案）、通称データヘルス計画という冊

子がございますので、こちらをご参照くださいませ。このデータヘルス計画は特定健診の

結果データやレセプトのデータ等の分析に基づいて、ＰＤＣＡサイクル、計画、実施、評

価、見直しのサイクルに沿って行う保健事業の計画でございます。 

  まず、１枚おめくりください。目次という形で、この計画の構成が出てございます。まず

は序章、データヘルス計画策定にあたって、次に第１章、背景の整理、第２章、健康・医
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療費情報の分析、第３章、課題の明確化、第４章、保健事業の実施内容、第５章、目的・

目標の設定、第６章、実施計画の評価・見直しについて記載をしてございます。 

  また１枚おめくりいただきまして、序章、計画策定にあたっての背景、目的、また計画の

期間等についての記載がございます。この計画につきましては、平成25年６月14日に閣議

決定をされました日本再興戦略におきまして、すべての保険者に対してデータヘルス計画

の策定、公表、実施、評価を求めることが盛り込まれ、それに伴い、平成26年３月31日に

は国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件が告示をさ

れております。皆様ご案内のとおり、高齢化や生活習慣病の増加に伴いまして、医療費の

高騰が社会問題と現状なっていることがありまして、特定健診やレセプト情報を活用する

ことで、保健事業をより費用対効果の高いものにしていこうというものがデータヘルス計

画のねらいでございます。こういった背景を踏まえまして、板橋区におきましても、特定

健診等の保健事業の実績についての分析を行い、その結果を今後の取り組みに反映させ、

区民の健康レベル、いわゆるＱＯＬ、クオリティ・オブ・ライフというものですね。それ

の改善と医療費の適正化という２つの課題に取り組んでいくことを目的とします。 

  なお、本計画の期間は、平成27年度から29年度までの３カ年でございます。次期の計画に

つきましては、板橋区国民健康保険の第３期の特定健康診査等実施計画に盛り込む予定で

ございます。 

  もう１枚おめくりくださいませ。第１章背景の整理でございます。 

  まず、形態といたしまして、板橋区の人口、国民健康保険の被保険者数、特定健康診査、

特定保健指導の実施率が記載されてございます。また、右側には実施体制とデータヘルス

計画に係る保健事業の経費についての記載がございます。 

  また、１枚おめくりいただきまして、４ページでございます。 

  これまで実施してきた保健事業の整理といたしまして、板橋区の国民健康保険のこれまで

の取り組みといたしまして、特定健診、特定保健指導、重症化予防、後発医薬品の使用率

向上等の取り組みについての記載がございます。 

  また、右側には国民健康保険以外の部分での取り組みについて、健診を中心に記載がござ

います。 

  また、おめくりいただきまして、６ページでございます。 

  次が第２章、健康・医療費情報の分析でございます。この中で（２）の特定健診の状況に

ついてごらんください。下のグラフでございます。平成20年度開始以来、順調に伸びてま
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いりましたけれども、平成24年度から25年度につきましては横ばいとなってございます。

また、右側の７ページをごらんいただきますと、特定健診の受診率でございます。これが

40歳代と70から74歳の比較をいたしますと、おおよそ受診率が倍違うというところ、また

平均に比べましても３分の２程度にとどまっているというところで、40歳代から50歳代の

受診率の向上というのが一つのポイントになるかと思われます。 

  次に、（３）特定保健指導の状況でございます。これにつきましても、順次伸びてまいり

ます。特に平成24年度から25年度につきましては、大幅な特定保健指導の実施率の伸びを

示してございます。 

  次に、おめくりいただきまして、８ページ、９ページが、特定保健指導の実施率や動機付

け支援の実施率、積極的支援の実施率等についての記載がございます。 

  またおめくりいただきまして、11ページでございます。 

次に、医療費の現状でございます。医療費の推移につきまして、医療費の推移、それか

ら医療費総額の推移についての記載がございます。 

また１枚おめくりいただきまして、12ページ、13ページでございます。 

これは受診者１人当たりの医療費の推移、それから１人当たりの医療費、受診者と患者

の１人当たりの医療費の区分がございます。 

また、右側13ページには、患者１人当たりの医療費の23区の比較が出てございます。こ

れによりますと、最低額でありました目黒区に対しまして、板橋区は約12.3％医療費が多

いというような結果が出てございます。 

またおめくりいただきまして、14ページ、15ページ、疾病別の１人当たりの医療費の状

況でございます。特に右側の生活習慣病に係るものにつきまして、人工透析にかかります

と年間１人当たり529万円余り医療費がかかるというところでも、人工透析にいかにかから

ないかというところがこの事業の効果を示す指標の一つになるのかと私どもで考えており

ます。 

またおめくりいただきまして、16ページ、17ページ、（３）生活習慣病の現状でござい

ます。生活習慣病の患者１人当たりの医療費、または患者数の推移が出てございます。 

また、右側におきましては、糖尿病性腎症の患者数及び医療費の推移、また人工透析患

者数及び医療費の推移が載ってございます。これによりますと、平成25年度の人工透析に

係る患者数が、先ほどの数値に出ておりましたけれども、530人の患者に対しまして28億円

の透析の医療費がかかっているという現状がございます。 
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またおめくりいただきまして、18ページ、19ページでございます。健診受診リスク保有

者の出現率、または糖尿病の重症患者の状況に対する記載がございます。 

また、おめくりいただきまして、20ページ、21ページでございます。これは後発医薬品

使用率の推移でございます。これは平成26年４月１日現在では、後発医薬品の使用率が

29％、それを平成30年３月末までに60％に持ち上げていこうという目標を掲げてございま

す。 

また、右側、21ページには、医薬品数の推移、薬剤料額の推移が出てございます。 

次に、またおめくりいただきまして、22ページ、23ページでございます。第３章、課題

の明確化におきまして、健康課題と対策の方向性につきまして、左側22ページに７項目に

かけて課題を提出しておりまして、対策の方向性を出しております。特に特定健診、特定

保健の実施率が低いということに対して、若年層の受診率の向上、または保健指導実施率

の向上のための方策を具体的に検討していくというものを出してございます。 

また、中段に生活習慣病の１人当たり医療費は人工透析が最も高いというところで、私

どもは糖尿病性腎症をテーマに対策を講じていく。その中で板橋区医師会さんとの連携の

方法等を探りながら、対象者の保健指導の実施を目指し、重症化予防につなげていきたい

と考えております。 

また、右側の対策時の留意点につきましては、高齢者、高齢期に近くなっている方の加

入者の対忚、それから生活習慣病リスク保有者への対策を具体に考えていくというところ

を留意点として挙げてございます。 

また、おめくりいただきまして、24ページ、25ページでございます。第４章、保健事業

の実施内容です。これから行うものとしましては、新規のものとしまして、保健事業の基

盤について加入者への意識づけをさらに図っていく。それから、既存事業の継続としまし

ては、特定健診、特定保健指導、また新規の事業といたしまして、いたばし健康づくりプ

ロジェクト、これは前野町にあります株式会社タニタさんと連携をしまして、区民すべて

に対して健康づくりを促していくというものでございます。 

また、重症化予防の取り組みといたしましては、医療費抑制を目的とした糖尿病性腎症

の方への保健指導の実施をいたしまして、人工透析への移行率を押しとどめていこうとい

うものでございます。 

また、既存のものとしましては、後発医薬品の使用率のさらなる向上を目指してまいり

ます。 
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また、右側25ページの５章、目的・目標の設定につきましては、加入者の意識づけ、特

定健診、特定保健指導、また健康づくりプロジェクト、重症化予防、後発医薬品の使用率

向上につきまして、それぞれの目標を掲げてございます。 

最後、26ページ、第６章、実施計画の評価・見直しにつきましては、特定健診・特定保

健指導ともに、毎年の実績及び取り組みの状況について、私どもで主催する板橋区健康づ

くり推進協議会、また本会、板橋区国民健康保険運営協議会に報告をしまして、常に見直

しを図ってまいります。 

その他といたしましては、個人情報保護の取り扱いに関して、板橋区個人情報保護条例

及び個人情報保護法等に基づき、ガイドラインを遵守するものでございます。 

この計画につきましては、区の広報及びホームページにより３月末に公開周知を図って

いきたいと考えております。 

報告は以上でございます。 

○天野会長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がございましたらご発言願います。 

  いしだ委員。 

○いしだ委員 １点だけ質問させていただきたいと思います。 

  この計画の中で、ピロリ菌検査とか、そういうことが、詳細には書かれてはいないと思

うんですが、今年度から実施されている検査かと思うんですけれども、その実施状況と、

あと今後の計画の部分を教えていただきたいと思います。 

○健康推進課長 ピロリ菌の胃がんリスク検診につきましては、５ページの板橋区のこれま

での取り組みの中で、がん検診などの中で記載をしておるのですが、具体的な実績が載っ

ていないですね。申しわけございません。これは当初予定は、対象者が２万3,000人ぐらい

でありましたので、その１割の2,300人を予定しておったのですが、4,070人と約７割アッ

プすることになります。これにつきましては拡大をしていくという方向性を私ども所管と

しては持っておるのですが、ただ、今の現状でこれだけ来ているということは、あと１年、

２年続けていったときに、どのぐらい伸びるのか、その伸びを見てから対象の拡大なんか

を検討していきたいというふうに考えております。ただ、なるべく早期に、できれば年が

上がっていくごとに胃がんのリスクというのは高まってまいりますので、そこへの対忚は

なるべく早い時期に図ってまいりたいと思っております。 

○いしだ委員 ありがとうございます。非常に早期発見で、また医療費削減にもつながるこ

とと思いますので、どうぞ前向きに検討していただきたいと思いますので、よろしくお願
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いいたします。 

○天野会長 ほかに。 

  長谷川委員さん。 

○長谷川委員 今の資料の13ページのところに、患者１人当たりの医療費ということで、板

橋区が３番目に多いということですね。これはどうして板橋区が３番目に多いのか。例え

ば福祉的にほかの区と違って、福祉とか、医療とか手厚いということで、ほかの区からこ

ちらのほうに来る傾向があるとか、あとは例えば保健福祉で生活保護の方とか、幾らでも

医療費を使える方が、ここまでしなくてもいいのに、ちょっと過剰に医療を使われている

のではないかとか、そういう傾向があるとか。なぜこれほど板橋区が多いのかなというこ

とをちょっと知りたいと思います。 

○天野会長 国保課長。 

○国保年金課長 正式な資料ということではないんですけれども、データで見ますと、板橋

区の特性は入院が多いというのがはっきりしております。外来はそんなでもないんですけ

れども、入院は明らかに23区の中でも多いというのがあります。今考えられる一番の原因

は病院の数が多いということが考えられます。原因というか、要因ですね。すみません。

やはり身近なところで入院ができる病院があるということで、そういう意味で、むだな医

療とか、そういうこととは違うと思うんですね。やはり自分が危ないと思ったときにすぐ

行けるところがあるという、そういうところが一つ要因であるというふうに考えておりま

す。 

  あともう１点ございます。これは今後ちょっとデータがいろいろ調べられることになっ

ているので、調べてからきちっともし報告できればしたいと思っておりますが、23区の中

で板橋区が特筆すべき病床数、ベッド数が圧倒的に多いのが精神科です。23区の中で精神

科の病床数はもうダントツで多いです。精神科はそのままずっと入院されている方という

のが多いんです。そして実はどこの区に住んでいても、入院して長期になりますので、住

民票を移すという場合が多いんです。そうすると、板橋区の方が精神科にかかるというよ

りは、精神科にかかっているので板橋区民になるというパターンがかなりあると考えてお

ります。精神科につきましては、どうしても時間が長引きますので、そういう意味でうち

の入院の傾向が多いというのは、そういうことも関係しているのではないかと。これにつ

きましては、国のほうも国保は精神科の割合が高いということを出しておりまして、これ

について精神科の割合が高い場合には、今後補助金を出すという方向で今、医療制度改革
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として検討されているところでございます。そういう意味で、もしそれが実現しましたら、

板橋区にそういう傾向がはっきりすれば、国のほうからそういう意味での補助がいただけ

るのかなというふうにも考えております。 

  以上です。 

○天野会長 健康推進課長。 

○健康推進課長 私のほうから、健康推進課長です。 

  この13ページの表につきましては、生活習慣病計と書いてありますので、直接精神疾患

ということの要素だけではないんですけれども、あわせて当然精神疾患の方というのが生

活習慣病を持っておられれば、その分の入院という部分が出てきます。当然医療体制があ

るということは、それを利用する方も多いということで、それは当然含んで考えていただ

ければよろしいかと思います。 

  １枚おめくりいただきまして、次の14ページに疾病の大分類別の１人当たり医療費、こ

れはすべての医療費を加入者１人で割ったらこういう金額になりますよというやつなんで

すけれども、その中で循環器系、新生物─いわゆるがんですね、それから腎泌尿生殖器

系、その次に精神及び行動の障害というのが出てきています。これはやっぱり板橋区の特

徴なのかなと。確かに9,908床のベッド数がある中で、2,000床余りが精神病床であります

ので、そこら辺については、ある一定の要因であるのではないかというふうに考えており

ます。 

  あと、やっぱり提供体制があるところについては、こういったものの医療費というのは

必然的に上がってまいります。卑近な例でいきますと、高知県というのが私どもにかなり

近いベッド数を持っておられまして、そこの医療費は通常の1.5倍ぐらいです。どうしても

入院が長引けばそれだけの医療費がかかってしまうというのはどうしようもないことだと

いうふうに考えております。そういったところで、医療の提供体制が整っているというと

ころは、板橋区において１人当たりの医療費が高くなる原因なのではないかなというふう

には推測はしているところです。 

○天野会長 よろしいでしょうか。 

○長谷川委員 どうもありがとうございました。 

○天野会長 ほかに質問等ございませんでしょうか。 

  最後になりましたが、特定健康診査・特定保健指導の実施状況及び平成27年度の実施方

法についての資料を卓上に配付してあります。本件につきましては、時間にも限りがござ
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いますので、今回は資料配付のみにとどめることにしたいと存じますので、ご了承願いま

す。 

  以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

  これをもって板橋区国民健康保険運営協議会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

 


