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平成 28 年度第 1 回鈴鹿市国民健康保険運営協議会 議事録（要旨） 

 

日時 平成 28 年 8 月 12 日（金） 午後 1 時 15 分から午後 2 時 40 分 

場所 鈴鹿市役所 5 階 503 会議室 

出席者 

被保険者を代表する委員 

横田 美喜子  油井 泰身  大久保 敬子 

保険医または保険薬剤師を代表する委員 

西城 英郎  笠井 方尋  若生 美樹 

公益を代表する委員 

山口 善之（会長）  明石 孝利（会長職務代理者）  橋詰 圭一 

被用者保険等保険者を代表する委員 

真柄 飲一  鈴木 啓之  木村 光伸 

＜事務局＞ 

健康福祉部長        近藤 昌洋 

保険年金課長        片岡 康樹 

国民健康保険Ｇ 副参事兼ＧＬ 坂﨑 真一 

管理Ｇ 副参事兼ＧＬ     佐藤 美佐 

管理Ｇ 主査        宮田 直季 

 

 

１ 開会 

 

【事務局】 

大変暑い中お忙しい中，ご出席をいただきましてありがとうございます。ただいまより

平成 28 年度第 1 回鈴鹿市国民健康保険運営協議会を開催させていただきます。 

本来，会長が議長になって会議を進行して頂くところでございますが，会長がまだ選出

されておりませんので，それまでの間わたくし保険年金課課長の片岡が進めさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。会議開催に当たりまして，市長からご挨拶

させていただきます。 

【市 長】 

皆様こんにちは。大変お世話になっております。鈴鹿市長末松でございます。第 1 回鈴

鹿市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。平素は

本市の健康福祉行政に対しまして深いご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。 

また本日はお忙しい中，また暑い中，鈴鹿市国民健康保険運営協議会にご出席を頂きま

して誠にありがとうございます。 
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本年度は任期満了によりまして，新たに委員の方々を委嘱させていただきました。国保

の運営に対しまして更なるご支援を賜りますようお願いを申し上げるところでございま

す。 

さて本年度は国保財政を健全に運営するため保険税率の引き上げを行い，国保の加入

者の皆様には保険税のご負担をお願いしたところでございます。昨年度の運営協議会で

は委員の皆様方に保険税率の見直しに関して審議をお願いし，ご意見を頂戴したところ

でございますが，本市の財政状況等を総合的に判断した結果やむを得ず引き上げを行っ

たものでございますので，どうぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

今後も国保をとりまく状況は高齢化や生活習慣病の増加，また高額薬剤使用による医

療費の増加，そして被保険者の減少などにより大変厳しい財政状況が続くと予想されて

おります。この様な中，国保の運営に当たりましては収納率の向上と特定健診などの保健

指導の推進によります医療費の抑制にしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりま

して，そのような中で財政の健全化を図ってまいりたいと存じます。特に，収納率向上へ

の取り組みといたしましては平成 30 年度の国保広域化にあわせまして，賦課方式をこれ

までの保険税から保険料へ変更することを視野に入れながら，保険年金課への賦課徴収

体制への一元化を図ってまいりたいと考えております。委員の皆様方におかれましては

今後とも国保の運営に関しまして忌憚のないご意見をいただきご支援を賜りますよう重

ねてお願い申し上げるとともに冒頭のご挨拶とさせていただきたいと思います。 

大変厳しい状況でございますけれどもどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがと

うございました。 

【事務局】 

市長はこの後，公務がございますので退席をさせていただきます。ご了承ください。 

【市 長】 

ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

（市長退席） 

【事務局】 

それでは，本日の委員の出席人数の確認をさせていただきます。 

委員定数 12 人のうち 12 人の方にご出席をいただいておりますので，鈴鹿市国民健康

保険条例施行規則第 4 条の規定により，本協議会は成立しております。 

 

 

２ 会議の公開方法と会議録の作成方法について 

 

【事務局】 

次に会議録作成方法，議事録の作成方法について説明させていただきます。本日の協議
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会は審議会等の公開に関する指針に基づいて公開手続きを行いましたところ，2 名の方  

が傍聴を希望されましたので，「鈴鹿市国民健康保険運営協議会傍聴要領」に定めるとこ

ろによりまして傍聴をしていただいておりますことを報告させていただきます。 

会議録につきましては従来どおり録音のうえ要点をまとめて作成し，後日内容を議事

録署名者に確認していただき，鈴鹿市ホームページに掲載したいと考えています。なお，

従来，委員の氏名は，出席委員の箇所は氏名を公表しまして，発言箇所につきましては，

氏名を伏せて会議録を作成いたしたいと思っております。 

いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。 

  委員の委嘱につきまして，任期満了等に伴い改選がありました。本来であれば市長から

委嘱書を交付して頂くとよろしいのですけれども，時間の関係上，省略をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。本日は第 1 回目の会議と言うことで，初めてお顔を合

わせていただく方もいらっしゃいます。つきましては自己紹介をお願いします。 

   

（委員自己紹介） 

 

【事務局】 

続きまして会長及び会長職務代理者の選任でございますが，国民健康保険施行令第 5 条

の規定によりまして，公益を代表する委員の中から選任するよう定められております。 

  つきましては，会長に山口委員を，会長職務代理者に明石委員にお願いしたいと考えて

おりますがいかがでございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

【事務局】 

ありがとうございます。それでは，会長に山口委員，会長職務代理者に明石委員が選任

をされました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは，山口会長前の席へ移動をお

願いいたします。 

 

（会長，会長席へ移動） 

 

【事務局】 

会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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【会 長】 

ありがとうございます，皆さんこんにちは。会長職を拝命しました鈴鹿市議会議員の山

口と申します，どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 

ありがとうございました，これより議事の進行を山口会長にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

３ 議事録署名者選出 

 

【会 長】 

それでは，規定によりまして，私が議長を務めさせていただきますので，どうぞよろし

くお願いいたします。協議事項に入ります前に，議事録署名者 2 名をお願いしたいと思

います。慣例により被保険者を代表する委員と保険医又は保険薬剤師を代表する委員に

なっておりますので，横田委員と西城委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。これより議事に入りたいと思います。 

 

４ 協議事項 

（１） 平成 27 年度国民健康保険事業特別会計決算について 

 

【会 長】 

初めに「（１）平成 27 年度国民健康保険事業特別会計決算について」，事務局より説明

お願いいたします。 

【事務局】 

事務局から資料 1－1，資料 1－2，資料 2 に基づき説明。 

【会 長】 

ありがとうございました。事務局からの説明が終わりましたので，ご質疑等がありまし

たら，挙手にてお願いいたします。 

【Ａ委員】 

先ほど 3 億 9,417 万円の繰越金との説明でしたが，歳入について，県からの借入金 4 億

7，000 万円と一般会計繰入金 3 億円があります。これは 3 月で議会で補正された法定外

繰入ですが，あわせて 7 億 7,000 万円となり，3 月議会にて補正したわけです。7 億 7，

000 万円入れて 3 億 9,000 万円繰越金が発生したということになります。この数字だけ

見ると今年度税率を 17 パーセント上げたわけですけども，それだけ上げる必要があった

のかどうか，という疑問があります。来年度保険税の引き下げができるかどうか検討でき

るのではないかと思うのですが，どうでしょうか。 
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【事務局】 

平成 28 年度の税率の改正につきましては平成 26 年度の状況から平成 27 年度の決算

見込を計算しました。これだけの赤字が出ると見込んだ上で，平成 28 年，平成 29 年の

2 年間で賄うべき費用の部分を見込んでおります。平成 27 年度決算見込としては不足分

が発生しており，一般会計からの法定外繰入と県からの借入により対応いたしました。平

成 27 年度の決算をしましたところ，収支差として 3 億 9,000 万円出来たわけでございま

す。剰余金を平成 28 年度への繰越とした上で，平成 28 年度と平成 29 年度の 2 年間の収

支状況を注視する必要があります。剰余金が発生しているから，今すぐに引き下げにつな

がる金額ではないと考えております。 

【Ｂ委員】 

Ａ委員からの質問ですけれども，一般会計と県からの借入金で，結局は今説明あったと

思いますけど，資料の 1―2 をご覧いただきたいと思います。これから高額療養費は年間

2 億から 3 億円程度増え続けると考えられます。それから一般の医療給付も数億円上がっ

ています。加えて高度医療ですが高額な薬剤，特にＣ型肝炎それから肺がんに関する薬剤

があります。報道もされていますが高額薬品を使った治療がこれから増えてくると考え

られます。特に肺がんの薬剤ですが，1 人年間何千万円もかかるものがあります。つまり

毎年だいたい 3 億から 4 億は全体として増加することが見込まれます。平成 27 年度でみ

ても前年度と比較して数億円増えているかと思います。平成 28 年度も 4 億円は医療費が

増えてくると十分予想されます。以上のことから，税額として必要な額だと考えられます。

それを下げてしまうと，また赤字に戻っていく可能性があります。借金を抱えている状況

の中で，保険税率は下げられる状況ではないと思われます。前回の委員会で 17 パーセン

ト上げる必要があると事務局から示されたわけですけど，私は妥当だと思います。医療を

取り巻く状況として，高齢化が進んでいます。特に国保というものは高齢者の加入者が非

常に多いわけです。現状をみますと保険税率を下げるという事は，困難な状況だと私は考

えています。 

特に特定健診をやっていかに保健指導につなげていくかという事が今のこの国保の課

題になってくると私は思います。 

保健事業のところを見ていただくと特定保健指導利用者数が 221 名となっており，こ

れは非常に低くて，県内でみると下位に入ってきます。特定保健指導について適切に実施

していくことが課題と思います。特に糖尿病，糖尿病性腎症といったものについて，悪化

してくると人工透析となります。透析は一人あたり月に約 50 万円かかります。年間 600

万円かかるわけです。それを一人でも早く見つけることによってそれだけ医療費が防げ

ることになります。 

今年は医師会で特定保健指導対象者のうち動機づけ支援が必要となる方を対象に医師

会館まで来ていただいて集団で保健指導をやろうという事業をこの 9 月から始める予定

になっております。特定健診が 7 月から始まっていることから，特定保健指導の対象者
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がだいたい 8 月の終わりから 9 月に出てきます。その指導対象者の方々に医師会へ来て

いただいて，それから健康指導をやろうと医師会にて進めております。医師会として健診

を通じて病状を早期発見していくことが重要であると考えております。 

【会 長】 

他にご意見ありますでしょうか。 

【A 委員】 

今回は 4 億近く繰り越されていますが，これで平成 28 年度は大丈夫なのでしょうか。

また平成 28年度に値上げした分は県からの借入金の返済に充てていくのかどうか説明を

お願いします。それから歳出についてですが，予算現額と比較して 1 億 6,000 万円減っ

ていますが，3 月議会にて補正予算として 3 億程度増額しております。しかし，決算の時

点ですぐ半分くらい減っています。見込み違いが大きすぎるのではないでしょうか。この

見込み違いについて説明をお願いします。 

【事務局】 

平成 27 年度決算見込について， 3 億から 4 億ぐらいの赤字になるだろうと説明をし

てきました。決算見込として考えますと。赤字を過小に見ていると，決算が出来ない状況

に陥ります。一般会計から 3 億円の繰り入れと，県から 4 億 7,000 万借りています。そ

れは 終的に充てていく財源が無くなるといけないものですから。歳入歳出の中で不足

が生じますと 終決算できない状況が生まれてしまいます。そこで歳出についてある程

度余裕をみて積算するところはあります。 終的には 1 億 6,000 万円ぐらい残が出てい

るという状況になりました。 

【会 長】 

他に御質疑等ありますか。 

【C 委員】 

先ほどの議論の中で，形式上の収支差額として 3 億 9,000 万の黒字となっているわけ

ですが，歳入の中には三重県の借入で 4 億 7,000 万円あると言うことでした。実質の収

支としてはどのような状況でしょうか。 

【事務局】 

実質の赤字は決算から 7 億 7,000 万円引いた 3 億 7，000 万円から 3 億 8，000 万円が

赤字ということになります。 

【C 委員】 

先ほどのＢ委員の説明で特定保健指導利用者数が県下で低いほうだとお聞きしたので

すけれども，県下の方ではアベレージは大体どの位なのでしょうか， 

【Ｂ委員】 

アベレージは概ね 18 パーセントですけども鈴鹿の方は，たしか 8 か 9 パーセントくら

いです。 

【事務局】 
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特定健診のなかで保健指導対象者となる方の人数と言うのは 1,300 人程度になります

ので，その中の 221 名の方が対象となっています。 

先ほどＢ委員がおっしゃって頂いたように，これはあまりにも低いということで医師

会様でも集団形式で集めて進めていこうということです。保険者としてもコールセンタ

ーを利用するなど受診勧奨を行う予定です。 

実施は 9 月以降を予定しております。これまで時間が取れない，本人がしたくないと

いう方がいらっしゃいますので，なかなか受診者数を上げることができませんでした。 

【C 委員】 

ありがとうございます，受診率を上げる事も大事なことと考えます。 

【Ｂ委員】 

医師会は定期健康診断を年一回行っており，三年間のデータが蓄積されているのです

が，三年間同じようなデータが出てきます。例えば高脂血症ですが，中性脂肪，コレステ

ロールの値など改善されないままのデータが出てきます。よく言うのですが，あなたは何

のために健診を受けているんですか，そんなんではどんどん動脈硬化がすすんで血管が

つぶれてしまいますよ，治さないとだめですよ，その為に健診を受けているんでしょ，と

いったように受診指導をしていますが，なかなかよくならない。ましてや特定保健指導対

象者も受診に繋がらない状況です。こういう人たちに受診していただくよう，医師会とし

ては努力しているところです。 

自分の健康は自分で守らないといけないという意識付けを持てるよう，市議会議員さ

んも含めて皆さんで頑張って頂いてＰＲしていただきたいと思います。糖尿病も高脂血

症も痛くもかゆくも何もないわけです。熱や痛みが出ればわかるのですが，痛くもかゆく

もないから放置してしまう，血糖値が高い人でも放置してしまうという状況です。ある程

度危機感がある人は医療機関にかかるのですが，それ以外が問題と考えます。 

【会 長】 

はい，他に何かございましたら。 

【D 委員】 

前回の中でも一般財源からの繰り入れについて検討すると言うお話だったと思います

が，それはそのままですか。またこれからの一般財源から国保への繰り入れにかかる議論

についてはどうなったのでしょうか。 

【事務局】 

一般会計からの繰り入れ補填をさせていただいて平成 28 年度，29 年度の 2 年間はこ

の現在の税率でいきましょうと，これ以上は上げずにいきましょうということで，設計を

しております。平成 30 年以降の話については，市議会からも質問をいただいておりまし

て一般会計の繰入については絶対に入れないと言うことではなく，財政状況を見ながら

それも検討をしていくというようなことで市としては示しております。 

絶対に繰入をしないということではなくて，広域化を注視しながら広域化に伴う国か
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らの財政支援等を確認しつつ市の財政状況を踏まえて検討していくことになります。 

【D 委員】 

高額医療も含め医療費が伸びていく中で，全国から見ても一般会計から繰り入れてい

る市町は多くあったかと思います。これ以上十何パーセントも上げようと言うのは本当

に驚異的に見えますので是非これ以上は上がらないように努力をしていただきたいと思

います。 

【会 長】 

ありがとうございます。他にございましたら，よろしいでしょうか，それでは「（１）

平成 27 年度国民健康保険事業特別会計決算について」，承認される委員は，挙手をお願

いいたします。 

 

（挙手全員） 

 

【会 長】 

挙手全員でございますので，「（１）平成 27 年度国民健康保険事業特別会計決算につい

て」について承認いたします。 

 

 

４ 協議事項 

（２）平成 28 年度国民健康保険税当初賦課について 

（３）国保広域化の状況について 

 

【会 長】 

続きまして，協議事項「（２）平成 28 年度国民健康保険税当初賦課について」，「（３）

国保広域化の状況について」事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

資料 2 に基づき説明。 

【会 長】 

御質疑等ありましたらお願いいたします。 

【C 委員】 

  平成 30 年度以降の広域化について，市町村は都道府県が設定する標準的な収納率より

も高い収納率をあげれば，「標準保険料率」よりも安い保険料率を設定できるとあり，収

納率の確保といった保険者努力に対する支援制度であると思います。例えば今現在にお

ける鈴鹿市の目標収納率は 90 パーセント，平成 28 年だと 91 パーセントとなっていま

す。鈴鹿市の平成 27 年度の収納率は 89.43 パーセントでだいたい 1.5 パーセントほど低

い状況です。仮に収納率がこのままの状況であれば，達成できていないということになり
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ます。収納率を上げることで安い保険料で設定できると書いてありますが，そのために鈴

鹿市はどのような対策をしているのか，そしてまたデータが出ていないのでわからない

のですが，目標収納率達成後の保険料率はどのようになるのか，計算できているのかを含

めて説明をお願いします。 

【事務局】 

目標収納率について，実際に県がここで算定している，例えばこのＡ市Ｂ市標準的な収

納率が 88 パーセント，Ｂ市が 90 パーセントと書いてありますが，ここで設定してくる

標準保険料率とかを設定する時の収納率と先ほどの市方式の収納率は違っております。

ここで書いてあるのは，ここで標準保険料率を設定する収納率が仮に 90 パーセントだと

して，それを元に標準保険料設定しています。実際にそれよりも高い収納率だと，実際に

は賦課する時には収納率が 95パーセントだと安い金額で税率を決めて賦課できるという

ものになります。 

【C 委員】 

国が目標収納率を提示するわけですが，それに対して鈴鹿市の場合は目標収納率に達

しない場合，簡単に言えばペナルティが発生するのでしょうか。 

【事務局】 

ペナルティと言うものよりもどちらかというと保険者努力支援というところがござい

ます。努力があるかどうかという話になってくると思います。収納率につきましては現年

度分と滞納繰越分があり，市町それぞれでどちらかに力を入れている場合がございます。

得意なほうもあるわけです。鈴鹿市の場合は現年度分は下回っておりますが滞納繰越分

は標準収納率分を上回っていることになります。目標を少しでも達成できなかったらペ

ナルティがあるというものではございません。トータルで考えた上での判断になるとい

うことになります。しかしながら詳細に関しては決まっていないという状況です。 

【C 委員】 

インセンティブと言う言葉が書いてあると言うことは，ペナルティは無いということ

ですね。そうしますと大変な赤字の保険者にとってペナルティは無いかとは思いますが，

インセンティブということは目標達成すればその分に対する国からの交付金等が発生す

る可能性があるということでしょうか。 

【事務局】 

国というよりも県から交付金が出る可能性があります。 

【C 委員】 

交付金があるということですね。 

【事務局】 

保険者努力支援制度で示されておりますので，保険者共通の指標としてあります。目標

を達成すれば，幾らかは提示されていませんが，インセンティブとしてあります。 

【C 委員】 
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今まで県から来ている交付金等が上乗せされるということですね。 

【事務局】 

目標率を達成することも一つのインセンティブですし，例えば達成しなくても前年度

比で 1 パーセント以上あがった場合でもインセンティブにカウントされるようなことも

あります。 

【C 委員】 

その文言はどこかに書いてあるのでしょうか。 

【事務局】 

今回の資料に関しては広域化の内容を説明した資料ですので，保険者努力支援制度の

説明までは入っておりません。 

【C 委員】 

目標達成すれば，インセンティブとして県からの交付金等が交付されると理解してよ

ろしいですか。 

【事務局】 

そうです。 

【C 委員】 

はい，わかりました。ありかとうございます。 

【会 長】 

他にありますか。 

【A 委員】 

国民健康保険税は他の健康保険に比べて掛け金が倍くらい高い状況です。なおかつ所

得の低い人が多いといったいくつか問題を抱えています。鈴鹿は十数パーセント値上げ

をして県内で一番高くなった状況です。これ以上，鈴鹿が上がることはないと思っていて，

おそらく他の市や町も引き上げていくのではないかと思われます。広域化の中で財政支

援ということが言われています。広域化によって鈴鹿の保険税が下がるということはあ

るのでしょうか。県下統一の保険料というのは検討されているのでしょうか。 

【事務局】 

県下統一の保険料は，将来的には統一しましょうと言う方向で動いています，しかし医 

療費水準が 1.4 倍違うので中々統一するのは難しいという状況です。基本的には一人当た

りの医療費が同じであれば，保険料は同じになると言うのが原則です。しかし納付金の決

め方というのはどう決められるかによって変わってきます。決め方が明らかになってか

ら鈴鹿市の納付水準のレベルがわかってきます。医療費水準，所得水準等により決められ

てくるのですが，今のところ国からの支援もあるとはされているものの，現在時点では鈴

鹿市の保険税率が上がるのか下がるのかわからない状況です。この 11 月ぐらいに国から

算定ソフトが配布され，計算をしてみることによって鈴鹿市のレベルがおおよそどの位

かわかってきます。その数字を元に今後平成 30 年以降の鈴鹿市の保険税率を検討するこ
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とになってきます。 

【会 長】 

他にありませんか。 

 

 

４ 協議事項 

（４）国保税賦課方式の変更と徴収体制の一元化について 

 

【会 長】 

続きまして，「（４）国保税賦課方式の変更と徴収体制の一元化について」説明をお願い

します。 

【事務局】 

資料 2 に基づき説明。 

【会 長】 

御質疑等ありましたらお願いいたします。 

【C 委員】 

保険料になると徴収権優先順位で国税及び地方税に次ぐという形ですが，これはデメ

リットという形で書いてあるんですが，民法の規定が関係してくると思います。民法上は

納期が先に到来したものを優先するということになろうかと思います。現状として国保

税は特別目的税ですからお客さんが税金を払いにきたらたぶん市民税等市税が優先され

るかと思います。現在，料を検討してるということで，例えば，その保険料として窓口は

保険年金課になるかと思います。徴収について市民の方が保険年金課へ保険料払いにき

ましたといった場合，国保料は地方税に次ぐとなると払いに行ってもまず市民税に充て

られるのですか，説明をお願いします。 

【事務局】 

 保険料を払いに来ていただいた方と言うのであれば，保険料を徴収することになりま

す。優先順位に関しましては，差し押さえ等の場合に発生してまいります。 

【C 委員】 

通常の支払いについては関係が無いということですね。民法で 488 条があって，お客

さんが窓口に来て，国保を納めたいといえばこれは 489 条より 488 条が優先されると，

僕は理解しているのですがそれでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

  優先順位に関しては同規模差し押さえの場合になります。また，料になると優先順位の

考え方が変わります。 

【C 委員】 

  民法 489 条から確認したいことと議論がずれてしまっていますが，デメリットだけで
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なくメリットにもなるということですね。ありがとうございました。 

【会 長】 

他にございますか。 

【A 委員】 

医療費の削減と市の収納率の向上というのは，まず収納率が 90 パーセントにも満たな

いと言うのがまず理解できないです。普通の制度なら 99 パーセントぐらいは払っている

と思います。一割くらいの人が払えないのか払わないのか，いずれにしても去年の滞納者

の所得水準あるいは生活実態等がわかる資料はないでしょうか。 

【事務局】 

生活実態というより被保険者の出入りが多いという状況があります。加入者が他市町

村から転入されてきたり，あるいは転出したり，そういう状況が非常に多いことから，確

実に集めることが困難な状況が多いといえます。鈴鹿市の事情としては一つ外国人の方

が三重県の中で占める割合が高いものですから，外国人の収納率は五割を切っておりま

す。その影響もあるのではないかと思っております。たとえば被用者保険では給料から天

引きになりますので 100 パーセント収納となります。介護保険ですと 65 歳以上に限って

おりますので，基本的には年金天引きですので 98 パーセントあるいは 99 パーセントと

高い収納率が出ます。国保は年金の方もみえますけども，普通徴収として納付書で払う方

も見えますのでやはりその分は他の保険や税に比べて低い収納率になるという事情があ

ります。 

また，先ほど発言にありました未納のある方の所得状況等の資料，データといったもの

がありませんのでどういう所得状況の方がどれぐらい占めるかといった点については調

べるのが難しい状況です。 

【A 委員】 

そういう情報がないと対策の方法がないと思いますがいかがでしょうか。 

【事務局】 

収納につきましては納税課が対応しており，滞納がありましたら所得調査等を行い，差

し押さえできる財産等があれば差し押さえをするということになります。また，本人調査

しても支払いができる状況ではないというのにつきましては，執行停止等を行う，あれば

不納欠損ということになります。 

算定に使う所得は昨年の状況のものを使いますので，前年はあったけども今年になる

と収入が無いという場合も起こります。そういう場合は軽減や減免の手続きとなります。 

生活実態に関しては，財産調査を含めた調査を個別に行う必要があり，傾向として把握す 

ることは困難であるといえます。 

【会 長】 

よろしいですか。他に御質疑等ありましたらお願いいたします。 

【C 委員】 
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平成 30 年に保険料に変更するということですが，それまでは国保税ということになり

ます。国保税ですと税ですから 5 年間債権として残ります。先ほど言っていた時効分の

問題になりますが，料として平成 30 年からスタートした場合，その税の時の滞納分と料

の分が並行することになると思います。その場合の対応について，保険年金課の方が対応

するのか，税は税だから納税課がやっていくのか，その点はいかがでしょうか。滞納率も

先ほど言われたようにインセンティブの関係に含まれているわけですので，標準収納率

の問題に関係してくると思いますが，その点について検討されていますか。 

【事務局】 

保険年金課と納税課で，収納率の向上問題等を含めて検討しています。問題として電算

システムも関係してくると考えております。その 30 年以降の料は都道府県に切り替わる

ことから保険年金課，税に関しては納税課が対応していくなど担当を分けて対応してい

けるのではないかと議論をしているところです。 

【C 委員】 

滞納率がインセンティブとして影響を与えるとの説明でした。端的に言えば，平成 30

年度では保険料としての滞納率は 0 ということになります。インセンティブという点か

ら考えると，当然そこで保険年金課も一緒になって滞納分について徴収していくという

ような対応をとれば，その分のインセンティブとして得られる交付額も上がるのではな

いかと思います。 

【会 長】 

他に意見が無いようですので，次の協議事項に移りたいと思います。 

 

 

４・協議事項 

（５）その他 

【会 長】 

それでは 後に「（５）その他」について事務局のほうから説明をお願いします。 

【事務局】 

  事務局発言について訂正いたします。C 委員さんからの収納率向上についての質問を

いただきました。収納率について保険者共通の指標であると説明いたしましたが，国保固

有の指標であり，被用者保険等に関しましては収納率とは関係ありませんので，訂正させ

て頂きます。  

「（５）その他」としまして事務局からの提案事項はありません。事務連絡としまして

次回の開催は例年翌年度の予算の審議をいただく予定になっておりますので，翌年度の

予算が固まった時点で御審議をいただきたいと思っております。その際は改めまして日

程調整等，ご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。 

【会 長】 
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以上で，本日の協議事項については，すべて終了いたしました。これをもちまして，本

日の協議会を終了させていただきます。長時間にわたり，慎重に御審議をしていただきあ

りがとうございました。 


