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○国保年金課長 それでは、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。 

  私、司会を務めさせていただきます国保年金課長の高山と申します。よろしくお願いいた

します。 

  この運営協議会におきましては、平成29年12月31日をもちまして、２年間の任期が満了と

なっております。新たに本年１月１日より、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、委員の皆様には坂本区長より委嘱状をお渡しいたします。お

１人ずつお名前を読み上げますので、大変恐れ入りますが、自席においてお立ちいただき、

お受け取りいただきたいと存じます。 

  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30年１月１日。板橋区長、坂本健。よろしくお願い申し上げます。 

○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。よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 長谷川初枝様。 

○坂本区長 長谷川初枝様、よろしくお願い申し上げます。 

○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。 

○坂本区長 齋藤英治様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 浅倉公治様。 

○坂本区長 浅倉公治様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 保坂洋二様。 

○坂本区長 保坂洋二様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 続きまして、公益代表の方々です。 

  元山芳行様。 

○坂本区長 元山芳行様、よろしくお願い申し上げます。 
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○国保年金課長 はぎわら洋一様。 

○坂本区長 はぎわら洋一様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 かなざき文子様。 

○坂本区長 かなざき文子様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 五十嵐やす子様。 

○坂本区長 五十嵐やす子様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 最後に、被用者保険等代表の方々です。 

  福澤正澄様。 

○坂本区長 福澤正澄様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 福島治彦様。 

○坂本区長 福島治彦様、よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 それでは、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いたします。 

  本日の委員の出席状況は13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いたします。 

  それでは、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。大変お忙しい中を平成29年度第２回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。 

  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、また医療関係の代表の方、

また公益代表の方、また被用者保険代表の方に集まっていただきまして、国民健康保険の

運営に関する貴重なご意見をいただいております。 

  今年度第１回の協議会におきまして説明申し上げました、平成30年度の国民健康保険制度

の改革がいよいよ始まります。これに伴いまして、本日の協議会は、平成30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いただきます。委員の

皆さんから活発なご意見をいただきまして、今後の円滑な事業運営に生かしてまいりたい

と考えております。どうぞご意見のほど、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではござ
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いますが、ご挨拶といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○国保年金課長 ありがとうございました。 

  ここで、区長はほか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 それでは、今回は先ほどご案内を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 ありがとうございます。 

  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 副区長の橋本でございます。ご指名によりまして、仮議長を務めさせていただ

きます。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、本日の議事録署名委員をご指名させていただきます。

保坂委員と福澤委員、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。 

  では、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、公益を代

表する委員の中から選任することになっております。会長の選任方法については、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。 

○小泉委員 仮議長に一任します。 

○橋本副区長 ただいま、私に一任とのことでございますが、私からご指名をさせていただき

たいと思いますがいかがでしょうか。 

（「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、会長には、元山芳行委員を選任することにいた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） 

○橋本副区長 それでは、ご異議がないということでございますので、会長には元山芳行委員



－6－ 

を選任することに決定をいたしました。どうぞ会長席へ移っていただきまして、ご挨拶を

お願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

  これで、私の職務は終了いたしました。以降の議事につきましては、会長にお任せいたし

ます。ご協力どうもありがとうございました。 

（元山委員、会長席に着席） 

○元山会長 皆様こんにちは。ただいま、会長職を拝命いたしました、議会から出ております

元山芳行でございます。１期目という形になりますけれども、委員、保険者の皆さんが安

心してよいサービスを受けられるような、そんな制度維持を努めたいと思ってございます。

今日は、条例の改正案もご協議いただきます。並行して、議会のほうも今、開会をしてお

りますので、健康福祉委員会のほうで３月23日に審議をさせていただく案件でございます。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

  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でしょうか、ご意見がございましたらご発言願います。 

○小泉委員 会長に一任します。 

○元山会長 会長一任とのことでありますので、私からご指名を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、はぎわら洋一委員にお願いをしたいと存じますが、ご異議ございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○元山会長 それでは、ご異議がないものと認めまして、会長職務代理者には、はぎわら洋一

委員を選任することに決定をいたしました。はぎわら委員、よろしくお願いいたします。 

（はぎわら委員、会長職務代理者席に着席） 

○元山会長 それでは、新会長職務代理者よりご挨拶をお願いいたします。 

○はぎわら会長職務代理者 皆様こんにちは。ただいま紹介いただきました、はぎわら洋一で

ございます。 

  しっかり頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

○元山会長 ここで、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をいただいておりますので、４時を目途に進行してま

いりたいと思います。４時には閉会できるような形で進行してまいりますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 
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  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１名でございます。 

○元山会長 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、傍聴を許可いたします。傍聴者の方は、どうぞお入りください。 

（傍聴者入場） 

○元山会長 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を審議いたします。 

  本日の概要について、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 それでは、説明をさせていただきます。 

  事前に送付をさせていただきました資料のうち、横形の資料４「板橋区国民健康保険運営

協議会 平成30年２月27日」と書いてある資料を中心に、資料の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）」も含めてご説明をしたいと思います。 

  お手元に資料のない方いらっしゃいましたら、お手を挙げていただければ、今事務局のほ

うからお持ちいたします。 

  それでは、まず資料の４です。「板橋区国民健康保険運営協議会 平成30年２月27日」の

１ページ目をお開きください。 

  諮問事項１でございます。 

  今回、審議していただく諮問事項は４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、賦課割合の改定です。保険料は所得に応じて賦課する所得割と、一律に賦課す

る均等割に分かれておりますが、所得割と均等割の比率を改定するものでございます。 

  基礎分と後期高齢者支援金分には、実質的な変更はございませんが、計算結果として改定

されるところがございます。また、介護分につきましては、料率を据え置いたことに伴い

まして、50対50から所得割の割合が１ポイント増え、51対49となりました。 

  ３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。 

  ４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、軽減さ

れる対象世帯を拡大するという改定でございます。 
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  それでは、２ページをお開きください。 

  諮問事項２、条例の規定整備でございます。国民健康保険法施行令等の改正に伴いまして、

規定の整備が行われたということでございます。 

  ここで、恐れ入りますが資料の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ページをお開きください。 

  保険料率関連の４点と、この規定整備につきましては、１ページ目から３ページのところ

にこの内容が記載してございます。特に、今は説明いたしませんが、後でご確認をいただ

ければと思います。 

  それでは、まことに恐れ入りますが、もう一度資料の４のほうにお戻りいただきまして、

３ページをお開きいただけますでしょうか。 

  保険料率の改定についてでございます。 

  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基づく国保事業費納付金に充てるための保険料

でございます。保険料は、所得割率と均等割額という２つの料率からなってございまして、

均等割額は被保険者お一人お一人全員にかかる保険料で３万9,000円です。改定後の保険料

と現在の保険料の差額は600円、月割にいたしますと50円の増ということになります。それ

から、所得割率につきましては、被保険者の所得に応じてかかる保険料で、0.15ポイント

の引き下げとなります。 

  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でございます。

均等割は900円のアップで１万2,000円、所得割は0.26ポイントのアップでございます。 

  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号被保険者が払う介

護保険の保険料に当たります。均等割、所得割とも据え置いてございますので、今年度と

同じ保険料率になります。 

  東京23区におきましては、統一保険料方式をとっておりますので、23区全体の国保事業費

納付金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が、基礎賦課額で９万3,287円、後期高齢者支援金等は２万8,701円、

介護納付金は３万2,885円となりました。 

  しかし、この計算には、７割、５割、２割の均等割を軽減というものが反映されておりま

せん。均等割保険料の軽減措置を反映し、板橋区民の状況に合わせて推計したものが板橋
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区の１人当たりの保険料で、基礎賦課額保険料が８万948円、後期高齢者支援金等は２万

4,876円、介護納付金は２万8,515円となります。 

  次に、４ページをお開きください。 

  国保制度改革の概要でございます。 

  昨年の11月20日に開催いたしました、運営協議会の資料と同じものでございますけれども、

もう一度ここで確認をしておきたいと思います。 

  現行は、区市町村が個別に保険者として運営しておりますけれども、30年度以降は都道府

県が財政運営の責任主体となり、東京都にも国保特別会計を設置するということになりま

す。 

  この上段の図のほうを見ていただきますと、各区市町村からの矢印が東京都に延びており、

「国保事業費納付金」を納付と記載され、区市町村が東京都に納付金を納付するというこ

とが示されております。区市町村は、被保険者から納付された保険料をもとに、この納付

金を支払うため、東京都が示す納付金に基づきまして保険料率というものを決定してまい

ります。 

  決められた納付金を支払うことによって、東京都からは太い矢印で、給付に必要な費用を

全額区市町村に支払うと記載されているように、必要な医療費が各区市町村に交付される

ということが、この図から見てとってわかります。 

  下段に書いてある２つの枠の中には、区市町村の役割と都の役割が記載され、都の欄には、

全て新規事業であることを示す星印がついております。 

  なお、財政の改革が中心となっておりますので、板橋区役所として行っている国保事務に

つきましては、基本的には変化はございません。 

  次に、５ページをお開きください。 

  保険料の賦課についてでございます。 

  ３つの保険料の簡単な解説が記載してございます。今までは医療費となっていたところが

納付金というような形で変わっておりますけれども、後でご確認いただければと思います。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  医療費と被保険者の推移についてでございます。 

  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。

被保険者が大幅に減少しております。医療費は、今までずっと伸びてきたものが、初めて

下がったわけでございますけれども、１人当たり医療費につきましては、まだ上昇を続け
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ているところでございます。１人当たり医療費が増加するという傾向にあるということは、

基本的に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方向にあるということで

グラフを入れさせていただきました。 

  ７ページをお開きください。 

  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、すなわち保険料軽減の拡大についてでご

ざいますが、５割軽減と２割軽減の判定の基準額が変更され、軽減の対象となる方が増え

る予定でございます。５割軽減の場合は、１人当たりの算定額が5,000円の増となり、２割

軽減では１人当たり１万円の増となりました。なお、７割軽減の基準につきましては変更

ございません。 

  ８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、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、２割に相当する額も変わります。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させてい

ただきました。 

  最後にもう一度、申し訳ございませんが協議会資料の２、括弧書きで条例改正関係と書い

てある資料の９ページをご覧ください。 

  この９ページには、今回の改正によりまして、具体的に保険料がどのように変わるかがモ

デル世帯として、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計算をして記載してございます。おおむね１％から

３％の増となっております。 

  大変駆け足の説明で申し訳ございませんが、以上で概要の説明を終わらせていただきます。 

○元山会長 それでは、ただいまの説明に対してご質問がございましたらご発言をお願いいた

します。 

  かなざき委員。 

○かなざき委員 では、座ったままで失礼いたします。 

  23区統一保険料方式をということになっているんですけれども、全ての区が、今回皆同じ

なのかどうなのかというところをお聞きしておきたいのと、保険料を引き下げたところは

あるのか、あるいはほかの部分で若干板橋とは違うところが出ているところはあるのか、
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そのあたりの違いというのか、全体像、23区がどうなっているのかというのを、まず教え

てください。 

○元山会長 国保年金課長。 

○国保年金課長 今回の保険料が、そもそも計算の仕方自体が変わったということになります。

今までは医療費に基づきながらといっていたところが、東京都が割り当てる納付金をもと

にということで、23区の区長会のほうでも、今後、今までやってきた統一保険料とそもそ

も考え方が変わるので、どうしていくのかということが何度も協議をされました。 

  それで、実は11月の区長会総会におきまして、この23区の統一保険料につきましては、将

来的な方向性、都内保険料水準の統一、医療費の適正化、収納率の向上、法定外繰り入れ

の解消または縮減に沿って段階的に移行すべく、23区統一で対応する。ただし、この水準

を参考に各区独自に対応することも可とするということで、申し合わせが行われたところ

でございます。 

  ですので、統一基準は示しますけれども、事情に応じて各区がそれをもとにしながら変え

ていくことも可であるというような申し合わせが行われたところでございます。 

  この背景には、いよいよ赤字解消がかなりできてきているというところもございます。23

区で統一保険料であると保険料を必要以上に集めてしまう区も今後出てくるということが

想定されております。ですので、基準は作るけれども、各区の事情に応じながら、そこは

調整は可とするというような形で申し合わせが行われたところでございます。 

  それで、今聞いているところでは、30年度につきましては、20区がこの統一基準どおりで

いくということを聞いております。３区が独自と申しますか、少し介護が多いということ

でございます。１つは千代田区でございまして、千代田区は今回出された統一保険料より

も、所得割で0.32ポイント低い9.22でいくと。また、均等割につきましても４万8,400円で、

30年度の案よりも2,600円ほど、どちらにしても安い形で千代田区はいくということでござ

います。これは、千代田区の所得層が非常に高くて、今までもほぼ集め過ぎに近い形のぎ

りぎりの線だったところから調整をしたというところではないかと思われます。 

  次に、江戸川区ですけれども、江戸川区は均等割は23区統一と同じでございますけれども、

所得割につきましては、0.16ポイント上乗せをして9.7％でいくということのようでござい

ます。これは、23区は今回６年間かけて赤字を解消していくということで保険料率を決め

ましたけれども、江戸川区は４年で赤字解消を図っていきたいという目標を立てて、その

分上乗せをしたというところでございます。 
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  それから、中野区でございますけれども、中野区は均等割を据え置いたということです。

均等割を据え置いたので、29年度の統一保険料と同じ水準、４万9,500円で据え置いた上で、

所得割は0.1％ですか、統一の保険料よりも0.18%上げています。ですので、均等割を据え

た置いた上で、料率は所得割を上げる、この１人当たり保険料にしますとアップになりま

す。これは、９年間かけて解消を図っていくということのようでございます。 

  今、私どものほうで聞いているのは以上のような状況でございます。 

○元山会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 ありがとうございます。 

  ４年間で解消する、９年間で解消する、板橋は６年間、いわゆるその他の20区と同じでと

いう考え方なんでしょうか。 

  その赤字解消に何年という決まりがないので、それぞれで違うのかという理解でいいのか

ということと、それから、今後その赤字をなくしていくということは、一般会計から国保

に繰り入れていくのを解消していくということになるんだと思うんですけれども、次第に

解消していくということは、医療費が膨らむこととは別に保険料が引き上がっていく要素

があるという受けとめでいいのかということと、今回は、今年度までは高額療養費、少し

ずつ少しずつ保険料の算定基礎のほうに入れていって、まだ残り二十何％残っていたと思

うんですが、残りの高額療養はもう全て保険料のほうに反映されているという理解でいい

のか、教えてください。 

○元山会長 国保課長。 

○国保年金課長 まず、赤字解消の件でございますけれども、これについては、赤字解消を図

っていくという目標は全国一律に課されておりますけれども、何年という決まりはござい

ませんので、それぞれの自治体の状況と判断によるということでございます。 

  ただ、国が今回の制度改革に当たりまして、６年間激変緩和措置を講ずるということで、

国からお金が出るようになっております。その６年に、23区としては合わせたということ

でございます。ただ、赤字解消といっても、全ての赤字がこれで解消されるわけではなく、

23区の場合には共同でやっておりますので、収納率の反映はできません。ですので、現年

保険料として収納率が100％あった場合に赤字が解消するということになります。 

  ですので、板橋区ですと、実績でいうと、28年度は84.05％になりますので、16％が未納

分がある。ただ、これは現年分のみで見ていますので、過年度分は入れないでという話な

ので、過年度分として板橋区は16％ぐらい、やはり毎年とっておりますので、それも足し



－13－ 

込んで、現年で収納した分と、過年度分を足し込んで足りない分は繰入金で賄うというこ

とになります。現状ですと、現年分を分母としながら過年度分で、滞納繰り越し分で収納

した分も合わせたパーセントにしますと、実質的なパーセントは93％ぐらいでございます

ので、今の板橋区の現状ですと、７％分ぐらいは未収分として残った分は繰入金で賄うよ

うな状況でございます。これは、23区の中では、既に100％まで行っているところもありま

すので、これからの頑張り次第だというふうに考えているところでございます。 

  それで、高額療養費の件がございましたけれども、高額療養費は、現在のところで25％は

保険料に算定しないで繰入金で賄うという考え方のもとでやっております。その分につき

ましては、平成30年度の計算には全て入っております。高額療養費だけではなくて、審査

支払手数料、これも今まで繰入金で賄っておりましたけれども、これについても計算の中

に入れました。 

  それから、葬祭費並びに本来保険料に回すべきところは３分の１ですけれども出産育児一

時金のお金等々、今まで繰入金で全て賄っていた部分も全て計算の中に入れたということ

になります。その上で、全体から６％をカットして、６％は繰入金で賄うというふうに決

めて、６年間で１％ずつそれを減らしていこうという考え方に立っているものでございま

す。 

  ですので、あくまでもこれは納付金を事業費納付金として割り当てられたところから、

６％カットの分を埋めていくだけでございますので、医療費が上がれば、その分はさらに

上乗せせざるを得ないであろうということにはなります。 

  それで、繰入金が減ると、当然保険料の足りないところも繰入金で賄っておりますので、

繰入金が減るということは、保険料が上がるということにはなりますけれども、これから

始まる事なのであまり言及できないんですが、30年度の予算でいいますと、かなりその他

一般会計繰入金としての予算は、前年よりも減っております。 

  これは、今回納付金になるということで、東京都全体でいろいろなものを計算しておりま

す。東京都が説明していただいている大きな要素でいいますと、前期高齢者交付金という

ものがあるんですけれども、これは社会保険のほうからいただいているお金になります。

これが、高齢化率に応じてもらっているんですが、東京都内全体で見たときに、いわゆる

23区よりも多摩のほうが圧倒的に高齢化率が高くて、今までたくさんもらっていたんです。

そのたくさんもらっていた多摩と一緒に計算することによって、23区は大きなメリットが

あると東京都は説明しておりましたので、その分少し下がっているということもございま
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すのでいろいろな要素があります。国からあといただいたお金とか、いろいろな要素があ

りますけれども、繰入金自体は少し減っているという状況でございます。 

○元山会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 それでは、板橋区の納付金額というのは幾らになるのか。それから、被保険

者数と被保険者の世帯数、これはどれぐらいで計算されているのか。それから、１人当た

りの平均保険料額はどうなるのか。今回の保険料額、出されているのでいくと、総額負担

増となる額はどれぐらいになるのかというのを教えてください。 

○元山会長 国保課長。 

○国保年金課長 まず納付金でございますけれども、板橋区の納付金は189億円でございます。 

  それから、30年度予算の数字でいいますと、被保険者数は12万8,500人で見ております。

それから、総世帯数でいいますと９万1,700世帯で見ているところでございます。これは、

かなり29年度から比べると大幅減ということで見込んでいるところでございます。 

  １人当たりは、それで予算ベースでいいますと、１人当たりの調定額、保険料額は医療分

と支援分を合わせまして10万3,748円、それに介護分を入れますと13万1,499円で30年度は

見ているところでございます。 

  それから、総額…… 

○かなざき委員 負担総額。 

○国保年金課長 負担総額というのは保険料負担総額。 

○かなざき委員 そうです。 

○国保年金課長 調定ベースでいいますと、平成30年度が165億2,900万ぐらい、165億3,000万

ぐらいですかね。 

○元山会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 すみません、ちょっと質問の仕方が悪くてすみません。 

  負担増となる額の総額です。 

○元山会長 国保課長。 

○国保年金課長 そうしますと、今回でいいますと、29年度の料率で計算した場合と、30年度

の料率で計算した場合の差額ということになろうかと思いますが、３億6,600万円になりま

す。 

○元山会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 すみません、ありがとうございました。 
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  あと若干お聞きしておきたいのは、保険料を払っていない状況がどうなっているのかとい

うことなんですが、直近の数字でどれぐらいの世帯で、それが全体に占める割合は何％な

のかということ。それから、もう少し詳しく分析すると、その滞納している世帯は、年齢

区分で見るとどこが一番多いのか。それから、収入階層別で見るとどこが一番多いのか。

これは数字ではなくて、その中で占めている割合でどこの年齢区分が、どこの収入階層が

一番多くなっているのかというのを教えていただけますでしょうか。 

○元山会長 国保課長。 

○国保年金課長 29年度はまだわかりませんので、28年度の決算数字ということになろうかと

思います。29年５月31日現在のものでいいますと、未納世帯が全体の24％を占めておりま

す。世帯数でいうと２万8,809世帯未納でございました。 

  それで、まず年齢層でいいますと、基本的に年齢の若い人ほど滞納率は高いという傾向は

はっきり見てとれまして、20代の方、19歳から30歳未満で、42％の方が未納であるという

ことになりますので、30代ですと38％、40代で35％、50代で29％、60代で13％というふう

に、確実に年齢とともに収納率は上がっていくということになります。 

  それから、これは所得額ということではございませんが、調定額、保険料の額でいいます

と、10万円未満の方が、一番滞納率としては高くなっておりまして28％ということになり

ます。10万から20万の間の方が23％、その上の20万から次60万まで上がりますけれども、

そこで17％、60万以上が13％ですので、基本的には保険料が10万以下というところの層、

どちらかというと所得が低い層のほうが、収納率は低いということが見てとれるかと思い

ます。 

○元山会長 かなざき委員。 

○かなざき委員 参考までに教えてほしいんですけれども、旧ただし書き所得で300万までが

全世帯の何割ぐらいを占めているのかというのがわかったら教えていただきたいのと、あ

と参考までに、35歳３人世帯が、資料でいくと400万円の収入だと37万5,282円という、先

ほどのあの周辺資料の９ページでしたか、一番下のウのところの400万を見ると37万5,282

円の保険料になっているんですが、参考までに協会けんぽ、また例えば区の職員だとどれ

ぐらいなのか、わかる範囲でいいんですけれども教えていただけますでしょうか。 

○元山会長 国保課長。 

○国保年金課長 先に最後の協会けんぽであった場合ということになります。給与収入額が年

間300万円だといった場合の……400万円ですか。 
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○かなざき委員 給与だと300万ですね。年収が400万なんです。 

○国保年金課長 年収400万ですか。年収400万ですと、給与収入額が400万ということでいき

ますと、協会けんぽの今年の３月分ですね、その後また変わるみたいですので、現在のと

ころですと19万8,990円というのが協会けんぽの保険料ということになります。 

  協会けんぽの場合は、世帯が何人であれ、給料のある人がかかるということですので、３

人世帯でも１人世帯でもこれは同じだということになります。 

  それから、300万以下の世帯数が９万世帯ぐらい…… 

○かなざき委員 全体を占める割合。 

○国保年金課長 たしか９割ぐらいだったと記憶しているんですが。 

  旧ただし書き所得の100万未満……300万未満でしたか、300万円ですね。100万以下のとこ

ろが66.2％世帯としてありまして、200万未満が17.3％、300万になるとさらに7.9％と増え

ますので、90％ですかね、ほぼ93、4％になろうかと思います。 

  基本的には、圧倒的に板橋区の場合には旧ただし書き所得、所得で言いますと100万未満

の方が多いと。ただ、現実にはこの半数ぐらいは、そもそも申告をされていない方が多い

ものですから、その方は全部ゼロという扱いになってはおりますけれども、そういう状況

でございます。 

○元山会長 ほかに質問ございませんでしょうか。 

  ご質問がなければ質疑を終了したいと思います。 

  質疑を終了し、引き続きましてご意見ございましたらご発言願います。 

  かなざき委員。 

○かなざき委員 医療費が膨らんでいるという、医療費全体としては下がっているけれども、

被保険者数が大きく減っているので、１人当たりの医療費としては増えているという、そ

ういう資料もあったんですけれども、今回は大きな制度が変わる中で、その制度に変わる

ために医療費が膨らんでいるだけではなくて、保険料のその基礎となるところの数字自体

が、やっぱりパイが大きくなっていると。どうしても１人当たりの健康保険料が上がって

しまうという結果なんですけれども、私としては、このことを認定はするわけにいかない

と思っております。 

  やはり、国民健康保険というのは、多くは無職、高齢者の方が占めていて、昔は確かに自

営業の方が多く占めていましたが、今はもう本当に半分以上は高齢者になってきていると

いう状況の中で、医療を本当に必要としているだけに支払っていくその医療費としての総
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額はやっぱり、どうしても１人当たり増えざるを得ないだろうというふうに思います。 

  その無職であるとか、その高齢者の方々に、パート、アルバイトの方々という点では、公

的な責任できちんと税金を投入して、払えないその状況を少しでも改善をして、医療を受

ける権利をやっぱり守っていかなければいけないというふうに考えます。 

  どんどん増えていく中、今回介護保険料のほうを、均等割にしても所得割にしても据え置

いたというのは、大変評価をいたしますけれども、言ってみれば医療も対で据え置いてい

ただきたかった、本当に支払うのが苦しくなっている。 

  先ほど協会けんぽでは、国保のほうの３人世帯だと37万5,282円と、しかし協会けんぽだ

と19万8,990円、お答えがなかったんですが、区の職員だとどれぐらいかと給与係のほうに

ちょっとお聞きしたら、大体16万円ぐらいだと。 

  本当に一番厳しい、先ほど300万円未満が大体９割を占めている、低所得の方々が多く占

めているこの国保の中で、その収入に占める負担割合の一番多いのが国民健康保険だとい

う点でも、本当に公的な責任を拡充していくというのが、私はこれはもう政治の責任とし

てやっていかなければいけないというふうに思います。 

  そういう状況の中で、今回、残念ながら介護保険のほうが据え置かれたんですけれども、

医療分そして支援金分のほうは、上げざるを得ないという中で出されてきた今回のこの出

されているその諮問については、やはり認めるわけにはいかないなというふうに思ってい

ます。反対をさせていただきたいと思います。 

○元山会長 ほかにご意見ございますでしょうか。 

  山之内委員。 

○山之内委員 先ほど、資料４のこの６ページのところで、医療費と被保険者数の推移の中で、

28年度減っていると、減額になっているということなんですが、これは減額になっている

から、このことについて一般会計から補塡をする額が減るということで、そういう解釈で

よろしいですか。 

○元山会長 ご意見のところなので、確認をしないと、ちょっと賛否があらわせないですか。 

  どうですか、確認しなくても大丈夫ですか。 

○山之内委員 いいです。 

○元山会長 ほかにございますか。 

  すみません、これは質問ではなくてご意見を伺う時間になっておりますので、ご意見をお

願いいたします。賛成、反対のご意見です。 
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  はぎわら委員。 

○はぎわら委員 いろいろ反対意見等も出ましたけれども、負担の公平性、皆保険制度、非常

に日本のすばらしい保険制度があります。そういう中においては、やはりこれからの保険、

高齢者がどんどん増えていきます。それは、非常にすばらしいことなんですけれども、負

担はやはり国民全体で負担をしていくという意味では、今回の上げることに関しては賛成

いたします。 

○元山会長 ほかにご意見ございますでしょうか。 

  なければ、ここでご意見の時間を終了して、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） 

○元山会長 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きましては、原案のとおり決定を

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を

いたします。 

  最後になりましたが、連絡事項といたしまして、「板橋区国民健康保険保健事業プラン

2023（第二期保健事業の実施計画（データヘルス計画）・第三期特定保健診査等実施計

画）」について、健康推進課長より説明を求めます。 

  健康推進課長。 

○健康推進課長 板橋区の国民健康保険保健事業プラン2023ができましたので、ご報告させて

いただきます。 

  ５分ぐらい説明に時間がかかることになりますので、申し訳ございません。 

  資料５をごらんください。 

  資料５の２ページから入らせていただきます。よろしいでしょうか。 

  １の計画策定の趣旨と背景でございますが、この計画は２つの計画を合わせた計画となっ

てございます。 

  まず、１つ目の計画が１段落目になりますが、特定健康診査等実施計画、こちらでござい

ます。２つ目の計画が２段落目になりますが、保健事業の実施計画（データヘルス計画）

になります。３段目になりますけれども、このデータヘルス計画と実施計画を一体的に策



－19－ 

定するものでございます。中身につきましては、後ほど説明させていただきます。国保デ

ータベース等の統計情報等を活用いたしまして、健康課題の分析や保健事業の評価を行い、

被保険者の生活の質の維持及び向上、ひいては医療費の適正化に資するものでございます。 

  ４ページにお進みください。 

  ４ページに計画期間を書かせていただきました。 

  特定健康診査等実施計画のほうが法定の計画でございまして、平成30年度から35年度まで

の６年間の計画とさせていただきます。中間年度でございます32年を目途に、中間評価及

び見直しをさせていただきます。 

  それでは、板橋区国民健康保険の現状について説明させていただきます。９ページまでお

進みください。 

  ９ページ、１の基本情報でございます。 

  下の図表１をご覧いただけますでしょうか。区の人口、国保の加入者数、加入者率につき

ましては、高い方の棒グラフ、こちらが区の人口になりますが、こちらのほうは増加して

ございます。右肩上がりで増加してございます。低い方の棒グラフ、国保の被保険者と、

折れ線グラフになりますが加入率、こちらは減少してございます。平成29年度の加入率は

24.5％となってございます。 

  次に、医療費の状況についてです。12ページまでお進みください。 

  12ページ、２のところでございますが、医療費等の状況でございます。 

  ①主要死因別死亡率でございますが、平成27年度の第１位につきましては悪性新生物、２

位につきましては心疾患、３位が肺炎となってございます。 

  13ページからは医療費等の推移でございます。 

  図表の６をご覧いただけますでしょうか。 

  板橋区の国保の医療費の推移につきましては、平成27年度までは増加傾向でございました

が、平成28年度は医科、歯科ともに減少してございます。原因といたしましては、薬価基

準の見直し等が考えられるところでございます。 

  14ページにお進みください。 

  次は、疾病別の医療費の統計でございます。 

  上の円グラフ、こちらは入院になりますが、入院につきましては肺がん、食道がんなどの

新生物、次いで脳梗塞、狭心症を含みます循環器系の疾患、続いて精神及び行動障害の順

に多くなってございます。 
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  下のグラフは外来でございます。糖尿病や脂質異常症を含む内分泌、栄養及び代謝疾患、

高血圧症を含む循環器系の疾患、慢性腎不全を含む尿路性器系の疾患の順に多くなってご

ざいます。 

  全体の医療費、入院と外来で見ますと、15ページの図表９になりますが、１番は慢性腎不

全となってございます。次いで糖尿病、高血圧の順となってございます。以下の１人当た

りの医療費等続きますが、後ほどご覧いただければと思います。 

  恐れ入ります、22ページまでお進みください。 

  22ページは、国保の特定健診・特定保健指導の状況でございます。 

  まず初めに特定健診でございますが、特定健診につきましては、表中、受診率をご覧いた

だければと思います。 

  受診率は毎年上昇傾向でございましたが、平成28年度は47.5％と前年と比べて低下してご

ざいます。特別区の平均に比べましては高くなってはございますが、板橋区の目標値には

達していないところでございます。 

  なお、23ページの図表23で年代別にこれを見てございます。40歳から50歳台の受診率が比

較的低く、65歳から74歳が約５割を占めているところでございます。男女別に見ると、ど

の年代でも男性は女性より受診率が低くなってございます。 

  続きまして、23ページの（２）特定保健指導でございます。 

  こちらにつきましては、平成25年度の15.4％をピークに低下してございます。本計画の中

で、一番の課題だと認識してございます。 

  続きまして、健診時の質問についても、ちょっと触れさせていただきます。 

  29ページまでお進みください。 

  29ページ、上の図表33でございますが、生活習慣について質問したものでございます。 

  20歳のときの体重から10キロ以上増加、睡眠不足、こちらが男女ともに東京都、全国の数

字より多くなってございます。また、１日１時間以上運動をしないが、男女とも少なくな

っています。これは言いかえると１時間以上運動している方が多いということなんですが、

そういう状況でございます。また、女性につきましては、毎日飲酒されている方が、東京

都、全国よりも多くなってございます。 

  このような状況を踏まえまして、今回の計画を策定してございます。 

  40ページの前まで、ちょっと進んでいただけますでしょうか。 

  40ページの前に数字がございませんので、まず左の38ページに当たるところでございます
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が、こちらがデータヘルス計画となります。 

  保健事業を総合的に企画して、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための計画でご

ざいます。 

  太字のところになりますけれども、まず初めに、第一期の実施計画、目標の達成状況を40

ページから記載してございます。２つ目といたしまして、国保以外のこれまでの取り組み

を43ページでまとめさせていただいてございます。３つ目といたしまして、第２章に基づ

きまして、現状把握から見える主な健康課題を抽出して、それに対する対策の方向性を、

下の４つの対策としてまとめてございます。最後に、第二期の実施計画と実施目標として、

同じように８個の事業としてまとめてございます。 

  恐れ入ります、44ページまでお進みいただけますでしょうか。 

  この44ページで健康課題と今後の対策の方向性をまとめてございます。 

  左側でございますが、現状把握から見える主な健康課題と、右側になりますが、それに対

する対策の方向性をまとめてございます。 

  黒丸の１つ目になりますけれども、先ほどの質問票のところでございますが、喫煙率だと

か、20歳のときからの体重が増えている、睡眠不足が男女とも東京都や国と比較して多い、

これなどに関しまして右側でございますが、対策の１、生活習慣病予防の意識づけ（ポピ

ュレーションアプローチ）として計画のナンバー１、加入者の意識づけ等々事業を行いま

す。 

  次のブロックでは、先ほどの特定健診受診率は40歳、50歳が低い、男女別に見ると女性の

方が多い、こういう状況を踏まえまして、右側の対策の２、健診受診率・保健指導実施率

の向上ということで、計画の３、計画の４を入れてございます。 

  また、以下45ページになりますが対策の３、対策の４という形で事業を入れさせていただ

いております。 

  申しわけございません、39ページにお戻りください。 

  39ページのほうが特定健康診査等実施計画になります。 

  メタボリックシンドロームに着目した特定健診及び特定保健指導を実施するための計画で

ございます。こちらも太字になりますけれども、第二期の計画の実施結果・目標の達成状

況を踏まえて、第三期の実施計画と実施目標を作ってございます。 

  恐れ入ります、行ったり来たり、54ページになります。 

  第三期の実施計画の目標でございます。 
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  中ほどの（２）の板橋区の目標値でございますが、国が掲げます区市町村国保の目標値、

こちらにつきましては平成35年度になりますけれども、特定健診の受診率が60％、特定保

健指導率の方も60％、これに近づくことを目指していますが、板橋区は、板橋区の実績を

踏まえまして、現実的な目標値として以下のとおり設定してございます。 

  表の中になります。特定健診につきましては、28年度、先ほど申し上げましたが47.5％、

これを30年に50％へ持っていき、35年には60％、ここまで頑張れればと考えてございます。

特定保健指導の方につきましては、先ほど申し上げました28年7.9％、これを30年度に12％、

35年度に25％、ここまで持っていければというふうに考えてございます。 

  続きまして、61ページまでお進みください。 

  61ページにつきましては、健診の方法でございます。これも、この計画の中で定めること

となってございます。 

  （１）でございますが、特定健診、対象者につきましては40歳から74歳までの国保加入者

の被保険者でございます。実施方法は身近な診療場所での受診が可能となるよう、板橋区

医師会及び練馬区医師会に委託をしてございます。実施期間でございますが、毎年６月か

ら10月。実施項目につきましては、基本的な項目と詳細な項目でございますが、記載のと

おりでございます。周知方法につきましては、特定健診の対象者全員に、毎年受診券を送

付してございます。受診方法、受診結果の通知につきましては、実施期間内に受診券を持

参し、特定健診を受ける医療機関で受診をしていただいて、結果につきましても、本人に

医療機関から直接伝えるとしていただいてございます。 

  63ページにお進みください。 

  こちら特定保健指導でございます。 

  対象者は、先ほどの特定健診の結果により、特定保健指導の対象と判定された方となりま

す。実施方法ですが、受託機関への委託で実施してございます。（エ）になります。実施

期間は初回の面接日を、毎年健診が始まる６月から翌年の３月までとしてございます。動

機づけ支援等の対象者と支援頻度・期間・形態は記載のとおりでございます。（カ）にな

りますが、周知・案内方法につきましては、医療機関で実施していただける対象者の方へ

は、結果の説明をするときにあわせて案内をいただいてもらってございます。事業者が実

施する対象者につきましては、結果説明時に医療機関から保健指導の案内を手渡し、後日

事業者が利用者に送付するような形で進めさせていただいてございます。 

  最後に、66ページをご覧ください。 
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  第４章その他となりますが、個人情報の保護、計画の公表・周知、計画の評価・見直し、

事業運営上の留意事項を記載してございます。 

  最後になりますが、パブリックコメントを実施してございます。12月９日から25日まで17

日間パブリックコメントを募集いたしまして、１名様から１件いただいてございます。計

画全般に関することでございまして、客観的なデータの分析により、ＰＤＣＡサイクルで

改善が図れるなどの意見をいただいてございます。 

  説明は以上でございますが、本来でしたら素案の段階で委員の皆様にご報告の上、ご意見

をいただくべきでございましたが、計画策定のスケジュールが運協の開催日と調整がつか

ず、郵便で意見をいただくような方法をとらせていただきました。誠に申しわけございま

せんでした。 

  今後につきましては、適切な時期に本計画の実施状況や結果報告に努めてまいります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  長くなりましたが、説明は以上でございます。 

○元山会長 ただいまの説明に対しまして、ご質問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 １つだけ、すみません質問させてください。 

  先ほどの国民健康保険料とも大きくかかわると思うんですが、疾病予防、これが医療費を

少しでも小さくしていく、本当に大きな大きな大切な柱になると思うんです。そこの疾病

予防という点で、今ご報告をいただいたこのプランが、その中心に座っていくんだという

ふうに思うんですけれども、ご説明をいただいた受診率、保険者は非常に大きな問題を抱

えていると思うんですけれども、この目標どおりにいくと、かなり早期発見、早期治療で、

医療費を減らしていくことに直結していくのかなというふうに思っているんですけれども、

先ほど保険料の滞納のところで、一番多いのは、やっぱり20代ということで、その次は30

代という、若ければ若い人ほど滞納が多いというお話があったんですが、40歳からは健診

の対象になるんですけれども、若いときに健康を心がけるということが事業としてなかな

か見えてこない。 

  そこのところをぜひ、生まれてから高齢者になるまで、ずっと自分の一生を通じて健康に

意識を持って心がけていくという、そういう意識向上の取り組みというのかな、そういう

のをぜひ強めていただきたいというのを、これは要望なんですけれども、ぜひそこを強め

ていただいて、この目標が達成できるようにお願いしたいなと、ただこれだけなんですけ
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れども、よろしくお願いいたします。 

○元山会長 要望として承りました。 

  ほかに質問ございますか。 

  では、ご質問がなければ、本件についてはこれにて報告を受けたということで終了させて

いただきます。 

  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とします。 

  お疲れさまでした。 


