
 

 

 

 

 

板橋区国民健康保険運営協議会  
 

会   議   録  
 

 

平成２８年２月１日（月） 

板橋区役所南館人材育成センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板 橋 区 健 康 生 き が い 部 国 保 年 金 課  



－1－ 

平 成 ２ ７ 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２８年２月１日（月） 

開 会 時 刻 午後２時 

閉 会 時 刻 午後３時３３分 

開 催 場 所 板橋区役所南館人材育成センター 

 

出席委員 

     山之内 敏 彦   小 泉 光 子   長谷川 初 枝 

     榎 本 藤 二   江 原 久 夫   今 泉 純 一 

     高 橋   賢   茂 野 善 之   松岡 しげゆき 

     かなざき 文子   山 内 え り   大 木 秀 郎 

     福 島 治 彦 

 

欠席委員 

     齋 藤 英 治 

 

出席理事者 

区 長 坂 本   健 副 区 長 橋 本 正 彦 

 

事務局職員 

健康生きがい 
部 長 藤 田 浩二郎 国保年金課長 高 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 岡 見 和 代 

国 保 年 金 課 
資格賦課係長 小 林 利 明 

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 



－2－ 

健康推進課長 平 岩 俊 二 
健 康 推 進 課 
国保特定健診 
係 長 

大 野 奈穂子 



－3－ 

○国保年金課長 それでは、定刻少し前でございますけれども、予定の方は全ておそろいにな

りましたので、始めさせていただきます。 

  本日は、大変お忙しいところ、また、お寒い中、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。この運営協議会の委員につきまして

は、平成27年12月31日をもちまして２年間の任期が満了となりました。新たにこの１月１

日から、本日お集まりいただきました皆様に委員をお引き受けいただきました。本日は開

会に先立ちまして、委員の皆様に坂本区長より委嘱状をお渡しいたします。お一人ずつお

名前を読み上げますので、恐れ入りますが、自席にてお立ちいただき、お受け取り願いた

いと存じます。 

  まず、被保険者代表の方々です。 

  山之内敏彦様。 

○坂本区長 委嘱状、山之内敏彦様、東京都板橋区国民健康保険運営協議会委員を委嘱します。

平成28年１月１日。板橋区長、坂本健。よろしくお願いいたします。 

○国保年金課長 小泉光子様。 

○坂本区長 小泉光子様、同文でございます。よろしくお願いいたします。 

○国保年金課長 長谷川初枝様。 

○坂本区長 長谷川初枝様、よろしくどうぞお願いいたします。 

○国保年金課長 榎本藤二様。 

○坂本区長 榎本藤二様、よろしくどうぞお願い申し上げます。 

○国保年金課長 次に、保険医・保険薬剤師代表の方々です。 

  齋藤英治様は、ご欠席の連絡がございました。 

  それでは、江原久夫様。 

○坂本区長 江原久夫様。よろしくどうぞお願いいたします。 

○国保年金課長 今泉純一様。 

○坂本区長 今泉純一様、よろしくお願いいたします。 

○国保年金課長 高橋賢様。 

○坂本区長 高橋賢様、よろしくお願いします。 

○国保年金課長 続きまして、公益代表の方々です。茂野善之様。 

○坂本区長 茂野善之様、よろしくお願いします。お世話になります。 

○国保年金課長 松岡しげゆき様。 
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○坂本区長 松岡しげゆき様、よろしくどうぞお願いいたします。 

○国保年金課長 かなざき文子様。 

○坂本区長 かなざき文子様、よろしくどうぞお願いいたします。 

○国保年金課長 山内えり様。 

○坂本区長 山内えり様、よろしくどうぞお願いいたします。 

○国保年金課長 最後に、被用者保険等代表の方々です。大木秀郎様。 

○坂本区長 大木秀郎様、よろしくお願いいたします。 

○国保年金課長 福島治彦様。 

○坂本区長 福島治彦様、よろしくどうぞお願いいたします。 

○国保年金課長 ここで、就任されました委員の皆様を改めてご紹介するところではございま

すが、皆様のお手元にお配りしてございます委員名簿をもちまして、ご紹介にかえさせて

いただきます。 

  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を申し上げます。 

  本日の委員の出席状況は12名でございます。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いたします。 

  開会に当たりまして、保険者代表の坂本区長から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。きょうから２月になりまして、年度末のお忙しい中、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。国民健康保険運営協議会の開会に当

たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  今回は、協議会の委員の改選期に当たります。委員をお引き受けいただきました方、また

新たにお引き受けをいただきました方、ご承諾いただきましたことに、改めてお礼を申し

上げます。まことにありがとうございます。 

  さて、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、医療関係の代表の

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、国民健康保険運営

に関しまして、貴重なご意見を頂戴しております。 

  本日の協議会は、平成28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。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おります。各委員の皆様から活発なご意
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見をいただきまして、今後の円滑な事業運営に生かし、取り組んでまいりたいと考えてい

ます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、開

会のご挨拶とさせていただきます。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、区長は他に所用がございますので、退席をさせていただきます。 

（坂本区長退席） 

○国保年金課長 ここで先に、申しわけございません、訂正をさせていただきます。本日の委

員の出席状況は13名でございます。大変申しわけございませんでした。 

  それでは、今回、先ほどご案内いたしましたとおり、委員の改選がございましたので、改

めて会長及び会長職務代理者を選任していただきたいと存じます。 

  まず、会長が選任されるまでの間、橋本副区長に仮議長として会議の進行をお願いしたい

と存じますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○国保年金課長 異議なしということでございますので、橋本副区長に仮議長をお願いをいた

します。 

  橋本副区長、よろしくお願いいたします。 

○橋本副区長 ただいまご指名によりまして、仮議長を務めさせていただきます、副区長の橋

本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それではまず、会議に入ります前に、本日の会議録署名委員をご指名をさせていただきま

す。江原委員、かなざき委員、お二人に署名委員をお願いしたいと存じます。よろしくお

願いいたします。 

  次に、会長の選任に入りたいと存じます。 

  会長につきましては、板橋区国民健康保険運営協議会規則第４条第１項によりまして、公

益を代表する委員の中から選任をすることとなっております。会長の選任の方法について

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をお願いいたしま

す。 

○長谷川委員 仮議長に一任いたします。 

○橋本副区長 ただいま、仮議長であります私に一任とのご発言でございますが、私から指名

させていただいてよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○橋本副区長 ありがとうございます。 

  それでは、会長には、茂野善之委員を選任いたしたいと存じますけれども、いかがでござ

いましょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○橋本副区長 ありがとうございます。 

  それでは、ご異議がないものと認めまして、会長には茂野善之委員を選任することと決定

をいたしました。どうぞ茂野会長には、会長席へ移っていただきまして、ご挨拶をお願い

いたします。 

  これで、私の職務は終了いたしました。以降の議事は、会長にお任せをいたします。ご協

力どうもありがとうございました。 

（茂野委員、会長席に着席） 

○茂野会長 ただいま、新たに会長に選任されました茂野と申します。委員の皆様のご協力に

より、会議がスムーズに進行するよう、よろしくお願いをいたします。 

  では、着席させていただきます。 

  それでは、引き続きまして、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。 

○長谷川委員 会長に一任いたします。 

○茂野会長 会長一任とのことですが、私からご指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○茂野会長 ありがとうございます。 

  それでは、会長職務代理者は、会長の選任と同様、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、松岡しげゆき委員にお願いいた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） 

○茂野会長 ご異議がないものと認めます。それでは、会長職務代理者には、松岡しげゆき委

員を選任することと決定いたしました。 

（松岡委員、会長職務代理者席に着席） 

○茂野会長 それでは、一言ご挨拶をお願いいたします。 

○松岡会長職務代理者 ただいま、ご指名をいただきました松岡しげゆきでございます。 

  会長を補佐し、委員の皆様のご協力を得まして、円滑なる運営を進めてまいりたいと存じ
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ますので、よろしくお願い申し上げます。 

○茂野会長 ありがとうございました。 

  ここで、本日の会議の進行についてお願いがございます。 

  委員の皆様は大変お忙しい中お集まりをしていただいておりますので、余り長くならず、

４時前を目途に閉会できますよう、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

  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２名でございます。 

○茂野会長 ありがとうございます。 

  ただいま、事務局から報告がありましたので、板橋区国民健康保険運営協議会傍聴規程に

照らして傍聴を許可いたします。傍聴者の方どうぞお入りください。 

（傍聴者入場） 

○茂野会長 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をいたします。 

  本件の概要について、国保年金課長より説明を求めます。また、その他の報告事項につい

ても、あわせて説明を求めます。 

  国保年金課長。 

○国保年金課長 それでは、諮問事項及び報告事項につきまして、概要の説明をさせていただ

きます。 

  それでは、事前に送付をさせていただきました資料のうち、横の形になっておりますけれ

ども、資料４「板橋区国民健康保険運営協議会 平成28年２月１日」と書いた資料と、そ

れから、一部ですけれども、資料２の「東京都板橋区国民健康保険運営協議会資料（条例

改正関係）」、この２つを使ってご説明をさせていただきます。 

  それでは、まず資料４のほうです。「板橋区国民健康保険運営協議会 平成28年２月１

日」の１ページをお開きください。 

  まず、諮問事項でございます。 

  今回、審議をしていただく諮問事項は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ございます。 

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

おりますが、その所得割と均等割の比率の改定でございます。 
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  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の、それぞ

れ２万円上げるという内容のものでございます。 

  ４点目は、保険料が改定されることに伴いまして、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、均等割が軽減される対象世帯の所得基準を変更することによりまして、軽減対

象世帯を拡大するという改定でございます。 

  この５点の改定内容につきましては、資料２「東京都板橋区国民健康保険運営協議会資料

（条例改正関係）」の１ページをお開きいただけますでしょうか。資料２の１ページでご

ざいます。 

  資料２の１ページと、あと２ページに渡っておりますけれども、表の形でまとめてござい

ます。数字につきましては、資料２の１ページと２ページで、諮問事項の全ての数字につ

いてはそこでまとめて書かせていただきました。 

  それで、保険料につきましては、諮問以外の変更点を、今、先に報告をした後で改めてご

説明をさせていただきたいと思います。 

  それでは、もう一度戻っていただきまして、資料４のほうです。 

  次に、諮問事項以外の国保に関する変更について報告をさせていただきます。 

  いわゆるマイナンバー制度、個人番号法が１月から施行されることに伴う変更と、医療制

度改革関連事項及び板橋区の窓口事務に係る変更等について、説明をさせていただきます。 

  それでは、資料４の２ページをお開きください。 

  その他の変更点（１）となっておりますが、個人番号法の施行による一部申請書への個人

番号欄の追記でございます。その後ろの変更点（２）（３）も含めまして、番号法の関係

でございます。ここには、個人番号法が施行され、国民健康保険法も番号法の対象となっ

ているために規定の整備が行われたということでございます。板橋区における具体的な変

更内容につきましては、次ページ以降となりますので、３ページをお開きください。 

  番号法施行に伴いまして、板橋区の国民健康保険条例の改正についてでございます。 

  保険料の徴収猶予と減免の届け出記載内容に、個人番号を追加するということを条例で定

めたものでございます。 

  次に、４ページをお開きください。 

  ４ページは、板橋区国民健康保険条例施行規則及びその他要綱・要領の様式改正による個

人番号の追記についてでございます。 
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  この変更点の３番目は、政令改正、国の政令改正に伴いまして、国保法施行規則等で定め

られているさまざまな届け出の書類がその様式を変更するということで、その様式の変更

というのは、個人番号というのを書く欄を加えるという形の変更でございます。 

  ５ページをお開きください。 

  国民健康保険制度の都道府県単位での広域化についてでございます。 

  昨年５月に可決公布されました、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険

法等の一部改正法の根幹部分に当たります、国民健康保険の広域化についてでございます。

国保の運営主体である保険者に、平成30年度から都道府県も加わるという枠組みが決まり

ました。都道府県と区市町村は役割を分担しながら、協力し合って国民健康保険を支える

ということで、そのことによって国保運営を安定化させる狙いがございます。 

  ここで、資料の表記に誤りがございましたので、おわびするとともに修正をお願いしたい

と思います。文章の中の丸印の続きに「都道府県の枠割」と書いてございますが、これ、

申しわけございません、「役割」の間違いでございます。訂正をよろしくお願いいたしま

す。 

  資料には、東京都と板橋区の区の役割が記載してございますが、広域化となっても区の仕

事はほとんど変わらない予定でございます。役割分担等の詳細につきましては、国と地方

の代表の間で、現在、協議中でございます。ただ、都道府県の役割の中に記載してある項

目の中で、保険給付に要する費用の支払いなどと書いてございますが、ここが一番重要な

点でございます。これは、医療費の支払いの最終責任は都道府県が持つという意味でござ

います。全国の市町村の中には、財政基盤が大変弱いところが多くございます。市町村の

集めた保険料を都道府県が納付金として吸い上げた上で、納付金の額にかかわらず、医療

費の支払いは都道府県が特別会計をつくって支払うという仕組みになっております。 

  ６ページをお開きください。 

  入院時食事療養費等の見直しについてでございます。 

  健康保険法改正に伴う変更で、入院の際の食事代が見直されたということでございます。

現在、低所得者以外の方の病院に支払う食事代は１食260円でございますが、これが28年の

４月から360円になります。また、平成30年度には460円と、段階的に200円上がる予定でご

ざいます。なお、低所得者、これは具体的には非課税世帯の方に当たりますが、ここの部

分につきましては、据え置かれますので、210円もしくは100円のままでございます。なお、

これは本人負担の話でございますので、本来は入院時の食事費用は640円でございます。本
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人負担以外の費用というのは、国保のほうで負担ということになります。 

  ７ページをお開きください。 

  窓口業務の一部委託についてでございます。 

  板橋区役所の窓口業務につきましては、区の計画であるいたばし未来創造プランの経営革

新編で取り上げられております。窓口業務の委託の概要が決まり、ちょうど１年後の来年

２月からの委託を目指しまして、具体的にこれから作業に入ることから、報告をさせてい

ただくものでございます。 

  現在考えている委託の範囲は、具体的な業務内容として、フロア案内等と記載してござい

ます。あと、各種届出等とございますのは、例えば社会保険をやめた場合、国保に加入の

手続をする。そして、被保険者証を渡すということになりますが、そのような加入、喪失

等の資格事務や、支払いに来られた方の保険料の収納等と、仕事内容を限定した上で委託

をする予定でございます。未納保険料の相談等、相談業務につきましては、また高額療養

費等、医療給付にかかわる部分につきましては、委託しない予定でございます。 

  ８ページをお開きください。 

  ここからが諮問事項に係る保険料率改定の内容と、保険料に関する変更についての説明と

なります。 

  まず、８ページ、保険料率の改定についてでございます。今回、諮問する保険料率でござ

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つの料率から成ってございまして、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３万5,400円となります。改定後の保険料と現在の保険料の

差額は1,500円、月割りにして125円の増ということになります。次に、所得割率ですが、

被保険者の所得に応じてかかる保険料で、0.41ポイントのアップで6.86％でございます。 

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

入する後期高齢者医療制度の医療費に充てるためにお支払いいただく保険料となります。

均等割は据え置きで１万800円。所得割は0.04ポイントアップで2.02％でございます。 

  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号被保険者が支払う

介護保険の保険料でございます。均等割につきましては、据え置きで１万4,700円。所得割

は、0.03ポイント下がりまして1.62％でございます。わずかではございますが、保険料率
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が下がっております。 

  この３種類の保険料を見ますと、基礎分、すなわち医療費の部分が上がり、後期高齢の部

分がわずかに上がり、介護分がわずかに下がるという形になってございます。 

  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

保険料率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は、基

礎賦課額で８万5,164円、後期高齢者支援金等は２万6,025円、介護納付金２万9,487円でご

ざいます。合計14万676円で、4,754円のアップとなりました。 

  しかし、この計算には、７割、５割、２割という形で均等割を軽減するという、そこの部

分が反映されておりません。23区で計算する際には、それを反映した計算ができないもの

ですから、具体的に板橋区に当てはめまして、板橋区の７割、５割、２割の均等割軽減を

反映いたしますと、そういう板橋区の１人当たりの保険料が、基礎賦課額保険料で７万

5,110円、後期高齢者支援金等で２万2,816円、介護納付金で２万6,928円となりまして、合

計12万4,854円で、23区の計算よりも１万5,822円安くなります。上がり幅も2,518円という

ことで、月額に直すと210円という形の上がり幅ということになります。 

  次に、９ページをお開きください。 

  保険料の内訳についてでございます。先ほどの３つの保険料の簡単な解説が記載してござ

います。ここについては、特に説明を省かせていただきます。 

  10ページをお開きください。 

  医療費と被保険者の推移でございます。 

  これは、板橋区の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。

被保険者は減少しておりますが、医療費は増加している。つまり、１人当たり医療費が増

加をしているということをあらわしています。１人当たり医療費が増加しているというこ

とは、その医療費を払うための基礎賦課額保険料率が上がるということになります。 

  もう一つ保険料が上がっている理由がございます。それは、高額療養費でございます。医

療費分の保険料計算における高額療養費と保険料率につきましては、25年度にいろいろ決

めたことがございますので、そのことからの経緯も含めまして、ここでご説明を申し上げ

たいと思います。 

  来年度の保険料を計算する際の負担すべき医療費の中には、高額療養費の67％が反映され

ており、33％については区の一般会計から支払うことを前提に保険料率は計算されており

ます。病院に入院された場合、一旦３割負担でお支払いいただいたとしても、その支払い
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額が一定額を超えた場合、高額療養費として国保から皆様にお返ししているところでござ

います。この高額療養費を25年度までは、特別区、23区は全て一般会計から出すことで、

保険料の上昇を抑えておりました。これは、多分全国にも例のないことであったかと思い

ます。また、そのことで富裕な自治体だからできるんだというような批判も受けておりま

した。 

  しかし、年々高額療養費がふえ、国保への財政支援が区財政の大きな負担となっておりま

した。また、広域化が行われるという情勢の中で、国の決まりどおりの計算になった場合、

突然大幅な保険料アップになってしまうという懸念がございました。 

  それで、この国保の広域化に向けまして、平成26年度から高額療養費も保険料計算に入れ

て、被保険者の方に負担をしていただこうということを決定いたしました。当然、保険料

が上昇いたしますので、４年間をかけて４分の１ずつ段階にふやしていこうと決め、その

際、今後医療費の伸びや広域化のスケジュールを踏まえ、毎年度の保険料算定時に、保険

料額や上昇率を勘案した上で、高額療養費等の算入額を確認することで柔軟に対応すると

いうことを申し合わせました。そして、26年度は高額療養費の４分の１、25％を、そして

27年度は４分の２に当たる50％を保険料計算に入れました。 

  今回の算定では、１人当たりの医療費の伸びが大きかったため、高額療養費については柔

軟な対応が必要ではないかとの議論があり、残り50％を広域化が実施される平成30年度ま

での３年間に分けて入れていくという方針を決めました。その結果、平成28年度、来年度

につきましては、50％の約３分の１に当たる17％を加えて、高額療養費全体の67％を保険

料計算に入れた結果が、今回の保険料率でございます。 

  11ページをお開きください。 

  基礎賦課額保険料の計算についてでございます。 

  基礎賦課額保険料計算の方法を、図で示したものですけれども、保険料計算のもとになる

保険料の総額というのは、原則、医療費の２分の１ということになります。所得割は被保

険者の所得の合計をもとに、そして均等割につきましては人数をもとに計算をしていきま

す。そういう内容を示しております。 

  12ページをお開きください。 

  12ページは均等割から減ずる額の改定でございます。 

  均等割が軽減される、対象世帯と対象所得の変更、すなわち拡大についてでございますが、

５割軽減と２割軽減の判定基準額が変更され、軽減の対象となる方がふえます。５割軽減
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の場合は、１人当たり所得計算で5,000円上げる、つまり増ということになります。２割軽

減では、１人当たり１万円の増となります。なお、７割軽減の基準は変更がございません。

基準を上げることによって、それまでよりもこの基準に該当することで軽減される方がふ

えるということでございます。 

  次に、13ページをお開きください。 

  均等割軽減対象者の保険料についてでございます。 

  今、ご説明をいたしました均等割保険料の軽減ですが、均等割額が変われば、それに応じ

て７割に相当する額、５割に相当する額と２割に相当する額というのが変わります。軽減

を受ける方の保険料額の改定ということで、軽減対象者の均等割保険料額を表として記載

をいたしました。なお、後期分と介護分の均等割保険料は据え置きでございますので、変

更はございません。 

  最後に、もう一度、協議会資料の２のほうを見ていただけますでしょうか。 

  協議会資料の２は、条例改正関係と書いてあるほうですけれども、その資料の10ページを

ごらんください。10ページをお開きください。 

  今回の改正で具体的に保険料がどのように変わるかが、ア、年金受給者２人世帯、イ、給

与所得の２人世帯、ウ、給与所得の３人世帯の収入別の具体的な保険料が記載されており

ます。おおむね前年比で1.03倍から1.05倍の間におさまっております。また、この表では

減額となった介護分の保険料の記載はございません。 

  駆け足で申しわけございませんが、以上で概要の説明を終わらせていただきます。なお、

テーブルには、テーブルの１列の中でマイクが１つ用意してございますので、発言される

場合はこのマイクを使って発言していただければと思います。 

  説明は以上でございます。 

○茂野会長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明に対し、ご質問がありましたらご発言を願います。 

  山内委員。 

○山内委員 ただいまの説明の資料４の11ページなんですけれども、基礎賦課額保険料（医療

分）、原則、医療費の２分の１ということで、50％、本来は原則、医療費の２分の１で

50％ということだったんですが、こちらの説明では所得割58％、均等割42とあって、50％

になっていないのは、どういった理由なんでしょうか。 

○茂野会長 どうぞ、国保課長。 
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○国保年金課長 申しわけありません。ちょっと大変わかりにくい形で申しわけありません。

その11ページの図でいいますと、賦課総額という23区全体の保険料総額というところが、

医療費全体の基本的には２分の１というふうにしてあって、それを大きく58％は所得割で

賄っていただく。42％は均等割で賄っていただくという形の図になっております。その所

得割を出すときには、被保険者全体の所得の合計で割り返してパーセントを出したという

ことになります。均等割については、被保険者の総数、人数で割り返したということでご

ざいます。２分の１というのは、基本的には保険料で賄うべきは２分の１で、残り２分の

１は公費で賄うということになっておりますので、そういう計算になってございます。 

○茂野会長 山内委員。 

○山内委員 ありがとうございます。 

  あと、このこういった審議会、区長会で審議されているというふうに聞いたんですが、い

つからどれくらいの期間をかけて審議されているものなんでしょうか。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 実際に区長会の前に、23区の課長会で話し合いをして案を幾つかつくります。

案をつくるために部長会にかけて、部長会の了承を得た上で、副区長会に提出をいたしま

して、そして副区長会の了承を得たものを、年末に、12月に一度案として出します。区長

会でも、そこで審議をいただきます。 

  12月というのは、12月の、例年、末に、大体28日か29日ごろに、国のほうのさまざまな数

値というのが発表されるものですから、どうしてもその数値が出ないと正式な数字が出せ

ないものですから、一旦そういうわからないままではありますけれども、計算をすると。

その上で、年明けに新しい数字を当てはめて、もう一度、やり方は同じなんだけれども、

最終的な数字はこうなりましたということで、例年、１月の中旬ぐらいに区長会の決定を

いただいているということでございます。 

○茂野会長 山内委員。 

○山内委員 わかりました。ありがとうございます。 

  また、この審議、区長会での審議は十分尽くされたということで、そういう認識でしょう

か。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 もう本当に、ある意味では、難しいので、そんなに選択ができないという部

分はございます。画期的なことはなかなかできないのは事実でございますので、そういう
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中で、今回でいえば、例年でいう25％ずつは高額療養費を足し込んでいって、ちゃんとや

っていこうというふうになっていたんですけれども、やはりこのままの上がり幅では大き

すぎるだろうというようなことで、それをもう一回３年間に割り返してやり直したとか、

そういうような形で、その都度状況を見ながらしっかり審議をしていただいていると思い

ますし、十分というか、どれぐらいの時間をかけたかということになると、ちょっとあれ

ですけれども、十分考えて検討していただいているというふうに思っております。 

○茂野会長 山内委員。 

○山内委員 ほかの自治体の区長さんと、いろいろ区長会で審議されたということなんですが、

全区長の中から今回のこういう内容について、異論というんでしょうかね、全面的に皆さ

んがこういうふうにまとまったのか、やはり異論があったのか、もしあったとすれば、ど

ういう意見があったのかお聞かせ願いできますか。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 今回は非常にスムーズであったというふうに聞いております。異論の余地が

なかったというか、確かに上がり幅が大きかったので、課長会としては２案つくってお出

ししましたけれども、やむを得ないだろうということで、選択の余地が余り今回はなかっ

たというか、そういう意味では、ほとんど異論はなかったというふうに聞いております。 

  やはり、かなり我々としてもそうでしたし、区長さんの中でもそうだったらしいんですが、

医療費の上がり幅がやはり大きいというのは、かなりショックなぐらい上がっているんで

すね。現実にそこの部分は、被保険者が減っているんですね。減っているにもかかわらず、

かなり減っているんですけれども、医療費がまだ下がっていかないというのは、特に高額

療養費の伸びはかなり大きいものがございまして、そういう中で、このあたりでというこ

とで、皆さん割と簡単に、ここは一致できたというふうに聞いております。 

○茂野会長 山内委員。 

○山内委員 となりますと、今後もこの保険料のアップはやむを得ないという認識、区として

認識なのか、それからこの保険料のアップは今後もやはりずっと上がっていくものなんで

しょうか。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 基本的に、その先ほど言いました３つの保険料がございますけれども、３つ

のうちの一つ、一番初めの基礎賦課額のところは、医療費とリンクしておりますので、１

人当たり医療費が上がれば上がらざるを得ないという形になっております。 
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  それで、23区以外の政令指定都市等と比べても、さいたま市以外は、多分、私の前に聞い

た資料ではほぼ一番安いですね。決して安い保険料だとは思っておりませんが、やっぱり

ほかの政令都市と比べても、23区はまだ安くなっておりますし、そういう意味でいけば、

高額療養費をきちんと入れていくという限りにおいては、確実に上がるのは間違いありま

せんし、今、トレンドとしては、１人当たり医療費がやはり上がっていると。原因は、多

分高齢化だろうというふうに思われます。後期高齢者も高齢化しているという話を聞いて

いるんですけれども、前期高齢者の割合がどんどんふえているという状況でございますの

で、今のところ、上がらざるを得ないというふうに考えております。 

○茂野会長 いいですか。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  かなざき委員。 

○かなざき委員 今の質問で、区長会は例年になくスムーズだった、選択の余地がなくなって

いるというお話があったんですけれども、ただその高額療養費も、３年間でと言っていた

のが、１年延長させたわけですよね。それは保険料が上がるのを少しでも抑えていきたか

ったというのが背景にあると思うんですが、もし延長しなかったら、保険料というのは幾

らになっていたのかというのが、わかっていたら教えていただきたいのと、もし高額療養

費をその保険料の算定基礎に入れていかなければ、保険料というのは下げることができた

のかどうなのか。先ほど医療費のほうの伸びがすごいので、それでもやっぱり伸びたんで

すというのか、そのあたりの数字のところを教えていただけますでしょうか 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 75％、例年どおり75％まで入れたときの試算があるんですけれども、それで

いきますと、均等割が４万6,500円です。所得割が8.96％ですので、所得割で0.08ポイント

ですか、均等割は300円さらに上がっていったということになりますね。 

  すみません、もう一度言います。50％から比べて、現年度から比べていくと、0.27ポイン

ト上がるということと、均等割にすると900円上がるというような形になります。上がり幅

は今よりも大きかったと思います。 

  それから、１人当たり保険料でいいますと、11万1,971円という試算になっておりますの

で、今回の案よりも800円ぐらい上がるんだと思います。50％と比べますと、2,442円ぐら

い平均で上がる予定でした。 

  それから、今回の保険料の比較でいきますと、高額療養費によって上がった部分が2,394
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円でございます。それで、療養給付費、いわゆる普通の１人当たり医療費の関連で上がっ

た部分が2,733円でございますので、下がった部分もあるのであれですけれども、高額療養

費を入れなかったとしても、保険料は上がったということになります。かなり高額療養費

以上に療養給付費のほうの割合は大きかったということになります。 

○茂野会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 ただ、65歳以上の方は国民健康保険が多分一番多いということで、そういう

意味では、前期高齢者の交付金は国保のほうにぐっと流れてきていて、言ってみればその

ほかの協会けんぽさんとかそういうところが大きな負担になっていっているという、その

仕組み自体が非常によくないと私は思っているんですけれども、それでも前期高齢者の交

付金が来ても、値上げにならざるを得なかったという、１人当たり4,644円の値上げになら

ざるを得なかったということなんですけれども、今現在、保険料を納めることが厳しくな

っている方というのは、世帯ですか、どれぐらいなのかということと、その厳しくなって

いる世帯のその収入階層別に見ると、どこの世帯層が一番納めるのが厳しくなっているの

か、低所得のほうなのか、そのあたりの平均的なところで教えていただきたいのと、それ

から、今回新たにまた減額のところがふえていますけれども、それで保険料減額となる人

がどれぐらいふえるのかという、推定値でいいんですけれども、教えてください。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 27年の５月20日現在の滞納の割合で言いますと、27.2％が滞納者ということ

になっております。これは、ただ資格喪失をされている方も含むという形で、例えば転出

をされて、板橋区民ではなくなっているので、国保加入者ではないんですけれども、その

ときに払わなくてそのまま転出されているので、パーセントには入ってくるというような

形で、ちょっとどうしても実際よりは大きくはなってしまうんですが。 

  それで、一番多いのは、やはり滞納世帯では均等割、圧倒的に全体の数が多いというのも

あるんですけれども、10万円未満の人ですかね。保険料で10万円未満のあたりの方が、や

はり一番滞納率は38％ぐらいありますので、そんなに大きな額ではないんでしょうけれど

も、なかなかお支払いいただけないということは、確かにあるんだと思います。 

  それから、新たに５割減額に該当する人の数ですけれども、773人ということで、一応試

算では出ております。27年６月30日現在の被保険者数からいくと、５％の増ということに

なります。また、新たに２割減になる方が1,582人と見込んでおりまして、やはり同じ27年

９月現在の人数からいくと10.6％の増ということで、それなりに効果があるというふうに
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思っております。 

  ちょうどこの平成27年度の保険料は、実は、去年も27年度の諮問をさせていただいて、上

がるという前提でそのままオーケーいただいたんですけれども、現実には、27年６月の賦

課の段階では、実際に保険料を計算した段階では、昨年比でマイナスになりました。１人

当たり保険料。これは、やはり物すごく今、どんどん２割、５割、７割の軽減対象になる

方がふえているということで、現実では１人当たり保険料下がっているという現実もござ

いますので、今回の幅が前よりも大きいですので、そうはならないと思いますけれども、

必ずしも一方的に上がっているわけでもないんだというのは、今の現状でございます。 

○茂野会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 それで、所得のところが気になったんですが、低い人ほど、保険料が10万円

未満のところが一番やっぱり保険料を払うことが厳しくなっているというお話だったんで

すが、板橋区の所得200万円までがどれぐらいの、全加入世帯のどれぐらいの割合を占めて

いるのか、また300万円未満だとどれぐらいの割合になるのか、そこの板橋区が23区の平均

の保険料よりも低いのは、やはり低所得が多いからというふうに察するんですけれども、

そこのところの一番直近で数字がわかりましたら教えていただけますでしょうか。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 今の、28年度の見通しなんですけれども、保険料計算した際の出てきた数字

での見通しなんですが、旧ただし書き所得200万円以下が82.3％ですね。それで、300万円

以下にしますと、90.8％ということで、ほぼそこの中にうちの区の場合はカバーされてし

まうという現実はございます。 

○茂野会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 非常に低所得が多い板橋区というのが、今の数字を聞いていても非常にわか

るんですが、１つだけシミュレーションで教えてほしいんですけれども、３人世帯で介護

分の入る40歳で、お子さんが１人いらっしゃると。そうなると、医療分と介護分と両方合

わせると、どれぐらいになるのか。そこの数字が、旧ただし書きのその保険料の計算方式

になる前の、平成22年度のときの住民税方式のときと比べると、どれぐらい違うのかとい

うのがわかるかと思うんですが、教えていただけますでしょうか。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 ３人世帯でございますよね。３人世帯で、例えば、これは年収ベースで……。 

○かなざき委員 300万。 
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○国保年金課長 300万円ですか。300万円ですと、介護の入っているやつが今、見当たらない

ので、入っていないところで申し上げますと、22年度の保険料が300万円で16万76円ですね。

23年度が……。 

○かなざき委員 28年というのは。 

○国保年金課長 28年でいいですね。はい、わかりました。 

  28年度まで飛ぶと27万9,792円ですね。かなりの上がり幅になっているのは事実でござい

ます。いわゆるここは、家族が多い場合は、住民税方式というのは、全ての扶養控除を取

った後のところで保険料率を掛けておりましたので、それが全部なしで、単なる所得だけ

で見るようになりましたので、所得の違いもありますけれども、家族の数によって大きく

変わってきたのは事実でございます。 

○茂野会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 ありがとうございます。 

  医療分のところだけで16万何がしだったのが、28年度には27万、約28万ですね、今ちょっ

と数字を聞いていると、27万9,792円。参考までに、協会けんぽの場合は、同じ想定でいく

と、28年度だけでいいんですけれども、国保だと27万9,792円に対して、協会けんぽだと幾

らになるのか教えていただけますか。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 300万円で３人世帯でしたね。協会けんぽだと15万5,532円で、差額で言うと

12万4,000円ぐらいの差額がございます。 

○茂野会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 ありがとうございます。 

  どの保険料よりも、どこよりも高いと言われている国民健康保険ですが、実際上その国保

に加入されている方は低所得の方が多く、同時に医療を必要としている方々が多いために、

どうしてもそのかかる医療費を低所得の方々で分け合っていくから、どうしても１人当た

りの負担が重くなってしまうというのが、非常に大きな問題点として、この間は何とか改

善、解決していかなければいけないという、ジェネリックだとかいろいろな、医療費を少

しでも抑制しようということが進められているんだと思うんですけれども、最後にどうし

てもお聞きしておきたいのは、消費税が８％に引き上がったときに、上がった分を社会保

障のほうの財源にするんだということなんですけれども、実際、保険料がどんどん上がる

ので、来ているような感じがしないのが率直な国民感情かなと思いますが、今年度どれぐ
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らい来て、板橋区はその国保に来たそのお金をどういうふうに使われたのかというのを、

まだ今年度終わっていないんですけれども、予定も含めて教えていただきたいのと、新年

度も全く同じなのかどうなのかという、そこのところを教えてほしいのと、あと、板橋区

にはそのお金どれぐらい来ているのか。それから、今回保険料を全く上げなければ、どれ

ぐらいのお金が必要なのか、板橋区では。そこのところを教えてください。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 昨年度の予算のときに試算した数字でいいますと、約５億円が国から増額さ

れるという見込みでおりました。これは、最終的に医療制度改革の法案が通ったときに、

条件として1,700億円を入れますということで、それについては保険者のところに入れると

いうことで、形としては保険基盤安定という名前で来ているんですけれども、それは実際

には、保険者、だから板橋区に入れるお金として来たものでございます。 

  それで、保険料をそのままであった場合、保険料の28年度の保険料がどれぐらい下がるか

という見込みでいいますと、５億390万円ぐらいですので、ちょうど国民健康保険料でいく

と５億円ぐらいは差があると。 

  今のお話は、国のほうから約５億円入るということであれば、それで相殺できるのではな

いかというお話かなというふうに思うんですけれども、実際にはその保険基盤安定のほう

の計算式の問題があって、4,700万円ほど減ってしまいますので、現実には保険基盤安定繰

入金が減った分と、それから保険基盤安定の入ってきたお金を、保険料の下げるほうに使

うという話ですので、であるならば、一般会計からの持ち出し分につきましては、５億

5,000万円ぐらいふえるということになります。 

  現在も一般会計のほうから53億円というような、58億円ですか、27年度で、50億円以上の

金をつぎ込んでおりますので、その中で５億円ふえたということは、その一般会計からの

負担が少し減ったということになるわけで、そこの中でちょっと、今まで板橋区だけでは

なくて、23区全体そうですけれども、一般会計からの繰り入れすることによって保険料率

を下げるという形でやっておりましたので、そこの部分の、今、財政の穴埋めに使わせて

いただいているという形になると思います。 

○茂野会長 よろしいですか。 

  ほかにご質問は。 

  山之内委員。 

○山之内委員 この資料２の10ページ、これ28年度の保険料の試算という事例がありまして、
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この中のアのところが年金受給者、そしてイとウが給与所得者と、こういう表示になって

いるんですね。ところが、これ国保に加入しなければならない人たちというのは、個人事

業主、そしてその家族という、こういう、これはパンフレットではそういう規定になって

いますよね。そうすると、ここでは給与所得者の事例ではなくて、雑所得もしくは不動産

所得、その他の所得が所得でこれ表示すべきではないんですか。これ給与所得の事例がこ

れだけ多いのかどうなのか。 

  その点を一つと、それから、年金事務所がここ数年、非常に強硬に加入を勧めています。

ということは、法人もしくは個人事業主の５人以上従業員がいる場合は、社会保険に加入

しなさいと。しかも、それを各会社に通知を送って、差し押さえも辞さないと、ぐらいの

強硬な態度をとっています。 

  それはそれとして、この国民健康保険に加入している世帯と、それから今の年金事務所の

ほうから要求されているその社会保険に加入しろと言っていることについて、これ区のほ

うはどういうふうに対応しているかちょっと教えていただきたいと思います。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 実際に国保加入者の一番多いのが無職の方で、それがいわゆるアに当たる年

金受給者ということになるんですね。無職の方というのは、所得がないわけでなくて、年

金収入があるという形になります。その次に多いのが給与所得者なんですね。 

  それで、現実には社会保険に入るべきなのに国保に加入している方と、それからそもそも

要件に達しないので国保加入者であるという方と、両方いらっしゃいます。今、社会保険

のほうでいろいろ動いているのは、年金の問題として、社会保険というよりは年金の問題

として、厚生年金のほうはある程度の額になりますけれども、やはり基礎年金だけですと、

かなり老後の生活が大変だというのが背景にありまして、そのために入れる人はきちっと

厚生年金に入るべきだという、そういう流れの中で今、年金事務所のほうもやっているか

と思います。 

  それで、実はその流れをもう少し言いますと、ことしの10月には強制措置をとれるような

形で法律自体が変わります。500人以上の企業につきましては、もし入っていない人とかい

た場合、強制的に社保に加入させるというようなことも含めて、既に決まっておりますの

で、10月から実施されると思います。また、その社保加入者の条件も、今までよりも緩く

なりましたので、前は何万円以下だったらという、それから何時間以下だったらとか、そ

ういうところが大分緩くなりましたので、流れとしては皆さん厚生年金に入ってください
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という流れ。そして、あわせて社会保険に入ってくださいという形になるかと思います。 

  我々としても、会社の都合で本当は社保に入りたいんだけれども、国保でやりなさいと言

われているというような、直接聞くと、その時点でもうあれなんですけれども、ちょっと

遠回しには聞いたことが、私もございます。現実にそういうところはあるんだろうなとい

うふうに思っておりますので、流れとしてきちっとやっぱり社会保険に入れる方は入って

いただくというのが、正しいやり方じゃないかなと。 

  ここでは、給与所得と年金受給の方しか書いていないのは、所得の計算がそのまま自営業

者の場合には、所得そのままになりますので、いわゆる申告所得から33万円引いていただ

いて、パーセントと均等割足してもらえれば計算ができるので、ただ年金と給与について

はいろんな控除がありますので、年金控除と給与控除があるので、この形で示させていた

だいているところでございます。 

○茂野会長 よろしいですか。 

○山之内委員 はい。 

○茂野会長 ほかにいかがでしょうか。 

  ご質問がそろそろないようですので……松岡委員。 

○松岡委員 高額療養費が、保険料に占める割合がというか、影響する割合がふえてきたとい

うお話を先ほどおっしゃっていました。それをどう保険料の中に入れるかということで、

50％、75％、100％といこうとしていたけれども、今回はそこまでいかなかったということ

で、配慮されたということですが、それで私がちょっと疑問に思うのは、高額療養費の負

担限度が今までの２段階から３段階になりますよね。なったのか、なるのか、中間ができ

ましたよね。これによって、負担はどちらにいくのか。要するに、国が払うのか、それと

も自治体にもいくのか、それで保険料にも反映してくるのか、そこら辺の考えはどうなの

か。それから、それができたのかどうかというのも、ちょっと確認したいんですが。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 段階が３段階だったのが、５段階になったと思います。それで、国保の所得

層で言うと、一番多いところはかなり新しく下がったところでカバーされていると思いま

す。その５段にふえたというところは、上のほう、所得の高い層がぽんぽんと一つ大きく

抜いてですね、今まで年収で言うと200万円ぐらいでしたっけね、200万円から700万円ぐら

いまでが同じようなところの枠の中に入っていたのを、それを途中でちゃんと切って、あ

る程度の所得の人と、余り所得のない方を分けるという形で高額療養費をやりました。 
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  ちょうど一般と言われていた人たちが、旧ただし書き所得で600万円以下という人たちが、

１円でもある方から600万円まで全部一つの枠に入っていたんですね。それが、210万円か

ら600万円という枠と、それから210万円以下というふうになりました。 

  先ほども申しましたように、うち所得レベルでいくと大体この210万円の中に入ってきま

すので、そういう意味では高額療養費の対象になるというか、高額療養費としては前ほど

払わなくて済む。２万5,000円ぐらいは１カ月に当たっての支払う額は減ると思いますので、

その分、ただ保険者の側から見ると、国保側としては払う額がふえるということになりま

すので、それは保険料のほうに反映してくるということになってくると思います。 

  ですから、病院にかかったときには今までよりも楽になった。ただ、その分は当然、高額

療養費としてふえてきますので、保険料計算のときには医療費がふえていくという構造に

なっているのは間違いないです。 

○茂野会長 松岡委員。 

○松岡委員 それで、国のほうは新制度を決めましたよということなんですけれども、私が聞

きたかったのは、要するに国はどれだけ出すのか、自治体はどれだけ負担しなければいけ

ないのか、そして今度は保険者はどれだけ負担しなければいけないのか。制度はできまし

た、すごく利用する側はいいんだけれども、それによって保険料がまたかなり上がってし

まう可能性があるじゃないかということが、私は心配なんですね。 

  これを国が決めたんだから、国がある程度出しますよと、保険料は上げさせませんよとい

うならば、低所得の方たちも、それから中間の方たちも大変喜ばしいことだけれども、や

はりそれは相応の、応分の負担はしなければいけないということになるのかどうかという

のは、そこら辺ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 計算のところでちょっとご説明申し上げましたけれども、賦課総額という保

険料のもとになるところというのは、医療費の２分の１だというふうに申し上げました。

ここの中に高額療養費も当然入るわけですね、本来的には。そうすると、２分の１と言っ

た理由は、本来は公費で２分の１面倒を見るということになっていますので、基本は国が

全部出すということになっているんですが、実際にはそうは具体的にはなっていなくて、

国の言い分からいえば、半分出していることにはなるのはなるんですけれども、現実はそ

こまでは出していただいていないのは現実としてあります。それは、財政が豊かであるか

らというような理由でカットされたりしておりますので、ただ、一応税金で半分、それか
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ら保険料で半分ですので、高額療養費によって、制度が変わることによって医療費がふえ

ることの痛みは、保険料で半分、公費で半分分かち合うという形になります。 

○茂野会長 松岡委員。 

○松岡委員 それで、これはもう一般庶民のもう聞きたいことだろうと思っているんですが、

このまま保険料がどうなっていくのと。そのために広域で都道府県単位でやっていきまし

ょうということのメリット、デメリットいろいろありますよね。東京なんかはデメリット

のほうが多くて、地方に行けば自治体だけではやっていけないところを県がカバーすると

かということで、何とか守られていたけれども、東京23区の場合は、かえって負担がふえ

るんじゃないかというような話もありますが、今後その国民健康保険料はどんどん上がっ

ていくのか。際限もなく上がっていくのか。制度改正はあるのか。この辺は庶民が一番知

りたいことなんです。その見通しについてお聞かせ願いたい。 

○茂野会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 まだ見通しまでは私にもわからないんですけれども、少なくとも23区で言え

ば、高額療養費については、今までずっと何十年も抑えてきましたので、それを今、負担

を皆さんに分かち合っていただくという形でふえていきますので、その平成30年までの間

は間違いなくふえると思います。 

  ただ、国の今の方式は、やっている内容は、低所得者については軽減の範囲をどんどんふ

やしていますので、分化していくのではないかなと思います。ですから、一定額以上の所

得のある方については、きちんと保険料払ってくださいと。しかし、一定額未満の方につ

いては、軽減をふやしていきますというような形で対処していくのかなというふうに思い

ます。 

  ただ、ずっと高齢化が進んだときにどうなるのかということについては、当然ある程度の

限度というのは、当然これは考えるべきだというふうに私も思いますし、それについては

考えていると思うんですね。具体的にはちょっと、こういうことでという方針は出ており

ませんけれども、今、都道府県化によって、本当に被保険者が1,000人いないとか、そうい

うところもあるんですね。そういうところはすごくもう危ない、財政が危ない。そういう

ところは、今回の平成30年度からの広域化で完全に救われるのは間違いありませんので、

その次の段階として、これはほかの保険とのバランスを考えた上でのことということで、

今、言われているのが協会けんぽとのバランスを考えるべきだという話は出ておりますの

で、協会けんぽが一つの基準になって、そこら辺で限度になるんじゃないかなという、ち
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ょっとこれは期待も込めてですけれども、今後、当然、平成30年度以降検討されていく課

題であるというふうに思っております。 

○茂野会長 ありがとうございました。 

  それでは、この辺で質疑は終了いたしたいと存じます。 

  引き続きまして、ご意見がございましたらご発言を願います。 

  かなざき委員。 

○かなざき委員 区長のほうから諮問されました、この保険料の引き上げについては、賛成で

きない。認めることはできません。 

  一つは、これ23区統一保険料と言われますけれども、厚生労働省と話をしたときに、厚生

労働省は、この1,700億円、要するに保険料を少しでも軽減するために国のほうから出して

いる1,700億円は、一般会計に入れるために出したのではなくて、あくまでも保険料の軽減

のために出したのであるというふうに私たちは説明を受けたんですね、私たちは。で、実

際上は、23区は違う。 

  そういった意味では、先ほど額について確かめさせていただきましたが、国のほうから来

るその費用があれば、少しでも保険料の上げを、下げることがというか、抑えることがで

きたのではないかと。どうしてそういうふうに23区が、区長会がなっていかなかったのか

というところ。大きな、根本的な問題として、国から出されてきた中身と23区の受けとめ

が違うんではないかと、私どもは考えます。 

  ですから、そのもとで出されてきたこの保険料というのは、もう大もと、やはり認めるこ

とはできないし、その1,700億円がきちんと、この高過ぎる国民健康保険料を少しでも下げ

るために、ぜひ努力していただきたかった。認めることができない一つの大きな要因です。 

  それから、２つ目は、この間ジェネリックだとか、いろいろ後発薬品だとか努力はされて

いるんですが、大もと一番やらなければいけないのは、早期発見・早期治療、それが一番

医療費を抑える、もう原点だと思うんですね。そのためには、高過ぎる国民健康保険料で

払うことができなくて、医療にかかることができない事態を広めてはいけないんです。で

すから、払うことのできる保険料にしていく努力が一番大事だと。そのためには、国がこ

の間、法を変えながら国の支出の割合を減らしています。さらに調整交付金は、東京23区

なんかは本当に削られてしまっているというところからしても、大きな間違いだというふ

うに思うんですね。その国の支出割合をきちっともとに戻していくということを、区長会

からも求めていらっしゃいますけれども、やはりそのことを根本的にやっていかないと、
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大きな改善にはつながっていかない。早期発見・早期治療にしっかりつながっていくこと

ができないんではないかというふうに、私どもは考えます。 

  そういった点で、高過ぎる国民健康保険料と、それからますます窓口負担が引き上げられ

てきて、非常に厳しい事態が広がっているんですが、そこも、そうではない窓口負担をき

ちっと下げていくという努力を、私はすべきだというふうに考えます。そういった努力こ

そ求めなければいけないし、そのことを国が、あるいは同時に都道府県の責任も、今後ま

すます大きくなるわけですが、東京都なりが、その肩がわりをきちっとしていくなり、そ

ういう姿勢を持つことを、私は23区にはぜひ、東京都に求めていただきたいというふうに

考えています。 

  さらに、その国や東京都が、そういう本来あるべき公的責任、国民健康保険事業は社会保

障です。雇用主２分の１のところにきちっと政治が責任を持つんだというふうにされてい

るわけですから、そこに責任を持つ、そういうところに国や、あるいは東京都が立つまで

の間、板橋区が、それでなくても大きな負担をしているわけですけれども、しかしこれ以

上、入っている人たちの命や健康を守る権利を奪うわけにはいかないわけですから、それ

までの間、一般会計から大きなお金が出ていますけれども、そのことは継続して、さらに

補塡をしてでも守っていただきたい。そのことをすべきだというふうに私どもは考えます。 

  最後ですけれども、先ほどシミュレーションで、実は介護分、私なりの計算だったんです

が、年収300万円、３人世帯のところで、介護分も入れると、33万円を超えるんではないか

と思います。年収の11.165％。非常に大きな負担です。これ、税金外でです。暮らしてい

くのも本当にままならない事態を、これ以上広げてはいけない。暮らしに寄り添った、そ

の判断をすべきだと思います。その判断を、ぜひ皆様にも求めまして、この諮問された中

身については、認定することはできません。 

○茂野会長 ほかにご意見はございますか。 

  松岡委員。 

○松岡委員 私は諮問事項に対して賛意を表します。 

  しかし、国保の課題というのは、皆様ご存じのとおり、さまざまにございます。幾ら高額

療養費の算定を少しずつ延ばしたとしても、かなり上がらざるを得ない。それから、そう

いう一般の負担は、高いということも私どもも重々理解をしております。さらには、数年

前に住民税方式から、旧ただし書き方式に変わったことによって、かなりの負担が一般家

庭でふえたということも、大きな課題になって、板橋区は何年かにわたって減免措置もと
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ってきたことも重々承知をしております。今後、区のさまざまな可能な限りの努力を期待

して認定をしたいと思います。 

  ただ、１点、やはり今後ふえ続ける医療費を一般会計から繰り入れるのが、のべつまくな

しでやっていいということではないということは、皆さん重々理解をされていますので、

今後ともみんな知恵を出し合って、こういう問題についてどうあるべきか、国も交えて、

制度改正も含めて、今後の課題としますけれども、とりあえずきょうのところは認定をす

るべきだと意見を申し述べさせていただきます。 

  以上でございます。 

○茂野会長 ほかにはよろしいでしょうか。 

  それではここで、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、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○茂野会長 ありがとうございました。 

  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。 

  また、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28年度の実

施方法についての資料を机上配付いたしました。本件については、時間にも限りがござい

ますので、今回は資料配付のみにとどめることにいたしたいと思いますので、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。 

  これをもって国民健康保険運営協議会を閉会といたします。 

  どうもありがとうございました。 


