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平成３０年度第２回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

期日：平成３１年２月６日 

午後２時～ 

                            場所：市役所２階庁議室 

１ 開会（委員紹介） 

２ 会長あいさつ 

３ 副市長あいさつ 

４ 議事 

Ⅰ．平成３０年度佐賀市国民健康保険の現状 

Ⅱ．平成３１年度佐賀市国民健康保険特別会計当初予算(案) 

Ⅲ．平成３１年度保険税率の方針 

Ⅳ．平成３１年度国民健康保険制度の改正 

Ⅴ．保健事業の取組 

 

 

１ 開会（委員紹介） 

【司会】 

 それでは定刻になりましたので、平成３０年度第２回佐賀市国民健康保険事業の運営に

関する協議会を開催します。 

 

２ 会長あいさつ 

【司会】 

最初に会長、ごあいさつをお願いいたします。 

 

【会長】 

 会長あいさつ 

 

【司会】 

 ありがとうございました。 

 

３ 副市長あいさつ 

【司会】 

 次に、副市長があいさつを申し上げます。 

 

【副市長】 

 副市長あいさつ 
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【司会】 

 ここで副市長は、公務の都合で退席をさせていただきます。 

 審議に入ります前に御報告を申し上げます。本日は委員総数１７人のうち１３人の委員

さんに御出席をいただいております。よって佐賀市国民健康保険条例施行規則第５条の規

定により協議会開会の要件の委員定数１／２以上の出席を満たしております。 

 また、本日の協議会の会議結果は佐賀市情報公開条例及び佐賀市審議会等の会議の公開

に関する規程により、議事録を作成し、公表する必要がありますので、発言されるときは

マイクを使用していただきますようお願いいたします。 

 ここで資料の確認をさせていただきます。まず事前に送付させていただいております

「会議次第」、それと「平成３０年度第２回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議

会」という標題の冊子、それと「委員名簿」になります。 

 もうひとつ、Ａ５版のチラシを皆様にお配りしておりますので、こちらの方も御確認を

お願いいたします。 

 本協議会の議長は、佐賀市国民健康保険条例施行規則第２条の第２項の規定に基づき会

長が行うこととなっております。会長、よろしくお願いいたします。 

 

５ 議事 

【会長】 

 それでは規約に基づきまして私の方で議事を進行させていただきたいと思います。 

 早速ですけれども、今日は５本の協議事項がありまして、Ⅰ番の平成３０年度佐賀市国

民健康保険の現状と平成３１年度佐賀市国民健康保険特別会計当初予算（案）、それと平

成３１年度保険税率の方針につきましては関連がありますので一括して説明していただき

たいと思います、事務局よりお願いします。 

 

【事務局】 

改めまして皆さんこんにちは。保険年金課長の大串でございます。私の方から説明をさ

せていただきたいと思いますが、一応前の方にスクリーンを用意しておりますので、スク

リーンの方を御覧いただければというふうに思います。 

 それでは今、会長の方から申されましたとおり、大きなⅠ番から大きなⅢ番までを続け

て御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

Ⅰ．平成３０年度佐賀市国民健康保険の現状 

【事務局】 

 それではまず大きなⅠ番目の平成３０年度佐賀市国民健康保険の現状ということで、導

入部分的なことになりますが、これまでも何度となくこういうふうな国保が抱える状況と

いうことにつきましては御説明を申し上げておりましたが、おさらいも含めて最初に少し
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触れさせていただきたいと思います。 

 国民健康保険の被保険者数の推移ということでここにグラフを載せております。国民健

康保険は被用者保険ですね、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合こういったものに入っ

ていない全ての国民が入らないといけない制度でございまして、７４歳までの方は他の健

康保険組合等に入っていない方は必ず国保に入らないといけないというふうになっており

ます。その加入者、つまり被保険者といいますけれども、年々減少傾向にあるということ

でこの矢印を見ていただくと、毎年減っていると、過去５年間の平均で３．５％ずつくら

い減っているということで全国的にも同じような傾向で減少をしております。これは人口

の自然減とか社会保険の適用拡大政策が影響しておりますが、大きな要因は年齢構成のい

びつさといいますか、７５歳になりますとすべての方は後期高齢者医療の方に移行をしな

いといけないのですが、要するに７４歳の方は翌年度に後期高齢者医療に移行すると、新

たに新生児、０歳児が生まれて入ってくるということになりますが、やはり圧倒的に７４

歳の年の方が、０歳児に比べて１．５倍以上多いということになりますので、やはり構造

的に国民健康保険の被保険者は減っているというような状況でございます。 

 次が佐賀市の年代別人口と国民健康保険被保険者数の比較でございます。グラフと表が

ございます。それぞれ佐賀市の人口と国民健康保険の被保険者数の比較を出しております。

グラフで見ますと青の佐賀市人口に対する黄色の国民健康保険被保険者数、その下の表で

言いますと上段が佐賀市の人口、下段が被保険者数で加入率、つまり比率になります。こ

れを見ていただくとお分かりになるかと思いますが、６０歳から急激に割合が高くなると、

特に６５歳以上は圧倒的に高くなるということで国保は高齢者割合が高い医療保険である

ということがお分かりになるかと思います。以上が大きなⅠ番の国民健康保険の現状でご

ざいます。 

 

Ⅱ．平成３１年度佐賀市国民健康保険特別会計当初予算（案） 

【事務局】 

 続きまして大きなⅡ番、平成３１年度佐賀市国民健康保険特別会計当初予算（案）です。

少し難しいとは思いますが、佐賀市の国民健康保険の予算の内訳について、来年度これか

ら議会の方に諮っていきますけれども、これにつきまして今立てている計画について御紹

介をさせていただきます。 

 前回も決算などという形で御説明をいたしましたが、国民健康保険の会計につきまして

は他の行政予算と切り離して、特別会計という形で独立した予算を組んでいるところでご

ざいます。 

 まず歳出でございます。歳出とは支出のことですね、表の左から款という項目の見出し

があります。これは予算の費目のことだと思っていただければと思いますが、左から款、

次に３０年度予算【Ａ】、次に３１年度予算案【Ｂ】、そして対前年度比、そして１番右

が増減の主な要因というふうになっております。下の方に円グラフがそれぞれの費目の比
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率、割合を示しております。来年度の国民健康保険の歳出予算、総額予算は平成３０年度

よりも若干少なくなりまして、総額２７３．３億円となっております。グラフの方で見て

いただければと思いますが、国保の歳出全体の６８％を占めて１８６．６億円とあるのが

保険給付費、つまり被保険者の方が医療機関にかかったときの自己負担３割を除いた分で

す。佐賀市から保険者として医療機関の方に７割負担している分になります。次に全体の

２８％を占めている７６．４億円が県に納める事業費納付金となります。全体の必要な額

を県の方に納めるように今年から制度が変わりましたので、納付金という形で納めている

分でございます。事業費納付金は佐賀県が財政運営の責任主体ということで一旦、県の方

に吸い上げて、また交付金という形で市の方に返ってくるという形になります。この２つ

を合わせますと全体の９６％になりまして、ほとんどを占めているということになります。 

 続きまして歳入です。歳入は歳出と同じような形で示しております。歳入予算総額は歳

出と同額の２７３．３億円でございます。まず全体の２０％を占めているのが、青の部分、

国民健康保険税ということで５４．４億円でございます。これは被保険者の方々に負担い

ただく分でございます。そして県支出金ということで、赤の部分ですね、これは佐賀市の

国民健康保険が支払う保険給付に対して県が交付するもので、これが６８％を占めており

ます。１８５．３億円とこれが最も多い部分になります。もう１つ県支出金がございまし

て、黄緑の分ですね、県内の市町の財政状況やその他の事情に応じた財政調整分として、

県を通じて交付されるものでございます。これが３％の７．８億円になります。それから

紫の繰入金が９％、２５．３億円になります。これは低所得者に対して保険料を軽減した

分や国保にかかる職員の人件費などの事務費が法定で繰入れできるということになってお

りますので、市の一般会計から繰入れることとなっております。この他に来年度から佐賀

県に対して広域化支援基金ということで１１億円を借りている分の償還が始まることで、

繰入金としては今年度よりも来年度分の額が増加をしております。通常予算というものは

歳入を確保してから、その確保した分をどういうふうに配分するかという仕組みになりま

すが、国民健康保険の場合は逆でございまして、保険給付費を確保しなければならないと

いうことから歳出を固めて、それに合わせて歳入をどう確保していくかという特殊な形態

になっておりますので歳出の方から先に説明をさせていただいたということでございます。 

 次が平成３０年度当初予算ということで、これは今の分です。今年の分の当初予算を歳

入・歳出を並べて一覧にしたものでございます。左の方が歳入、緑の方ですね、右の黄色

の方が歳出ということで、歳入・歳出とも総額２７８．７億円となっております。左の歳

入の方は国民健康保険税それから県支出金ということで、普通交付金、特別交付金という

ちょっと難しい言葉が出ておりますが、それと下の方に繰入金というふうな形になってお

ります。右の方の歳出につきましては総務費それから保険給付費、国民健康保険事業費納

付金、保健事業費という形で歳入・歳出の調整を図っているところでございます。 

 次が３１年度当初予算になります。基本的には先ほど申しました３０年度と形態は変わ

りません。画面が小さくて見にくいかと思いますのでお手元の資料でも結構ですが、３０
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年度と３１年度の増減を括弧書きで書いておりますので、先程と同じような費目のもと、

どの部分がどう増えて、どう減ったということをこの表の中で示しております。額として

は先ほど申しましたとおり、総額２７３．３億円になります。被保険者数は冒頭申しまし

たとおり、どんどん減っておりますけれども、１人あたりの医療費は高齢化率の上昇など

の要因によりまして増加をしております。そのため財政規模自体は平成３０年度から微減

という形ですね、極端に大きく減るのではなくて少し減ったというふうな形になっており

ます。以上が来年度の予算になります。中身云々よりもですね、やはり国保の財政がこう

いう形で構成をされているということを想像していただければというふうに思いましたの

で、紹介をさせていただきました。 

 

Ⅲ．平成３１年度保険税率の方針 

【事務局】 

 続きまして、大きなⅢ番、平成３１年度保険税率の方針です。ここがどちらかというと

今日の１番の本題になります。 

 国民健康保険の保険税というのは今年度から始まりました県広域化後も現状では各市や

町それぞれで決めることとなっております。マスコミ報道もあって御覧になられた方もあ

るかと思いますが、９年後に佐賀県全体で保険税を統一することを目指すというふうには

なっておりますが、まだ具体的にどういう形で統一するのかというのは決まっていません。

ですので、現在はまだ国保広域化以前と同じくそれぞれの市や町で設定するという形にな

りますので、３１年度の佐賀市の保険税をどうするかということについてはこの項目の方

で説明をさせていただきます。 

 まずは平成３１年度標準保険税率という見出しを挙げております。標準保険税率とは平

成３０年度から始まりました国保広域化という新制度の基に誕生したものでございます。

県は県全体の国民健康保険にかかる費用を計算いたしまして、それを各市町の被保険者数、

世帯数、所得、それから国民健康保険税の収納率などに応じて納付金という形で割り当て

て各市や町に納付を求めます。各市や町はその納付金を確保するために被保険者の方々に

国民健康保険税という形で負担を求めるという形になっております。その税率のことを標

準保険税率といいます。県へ支払う納付金を賄うために必要となる額を確保するために、

その自治体、それぞれの市や町で必要となる保険税率のことを標準保険税率ということに

なりますので、当然、各市や町の方で異なってまいります。各市や町は標準保険税率を参

考にしながら、実際それぞれの市町の国保税率を決めるということになります。この表は

佐賀市分になります。現在の現行税率、今年の現行税率と比較して県が示した標準保険税

率がどうなっているかというのを示した分でございます。この表だけ見ても標準保険税率

の方が、数値が高いということはお分かりになるかと思いますが、どのくらい上がるのか

というのが分かりにくいと思いますので、実際世帯でどのくらい差があるのかというのを

見たいと思いますが、実際の世帯員数やその世帯の所得によって各世帯の保険税は異なっ
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てまいりますので、モデル世帯の方で示させていただきます。 

 平成３１年度の標準保険税率によるモデル世帯の例ということで、県内１０市の分を比

較してみました。ここでは夫婦ともに６６歳、年金もともに８０万円ずつという方の２人

世帯の例を出しております。標準保険税率では佐賀市は県内２０市町中、丁度ど真ん中の

１０位で高い方からの１０位です。年額３３，５００円となっております。ここでは見や

すいように市の分しか出しておりません。町の方は出しておりませんが、ちなみに今年度

の標準保険税率との佐賀市の差は、黄色の行、表の一番右側を見ていただくと、６００円

となっているとおり、６００円上がるということになります。他の唐津市、他の９市を見

ていただきますと、上がったところ、下がったところ、丁度半々くらいです。唐津市、鳥

栖市は下がっていますけれども、多久市や鹿島市、小城市などは上がっているというふう

なことでございます。 

現行制度の標準保険税率では各市や町の医療費の状況が反映される仕組みになっており

ます。各市や町で医療費がどのくらいかかったかというのが反映をされるということでご

ざいます。医療費指数は全国を１とした場合の医療費水準になりますけども、各保険者そ

れぞれの市や町の年齢構成に差があるために高齢者の多い保険者では、特に農村部では高

くなる傾向がございますので、若年者の多い都市部では低くなる傾向があるということを

勘案して、このような年齢構成の異なる地域間で比較ができるよう年齢構成を調整したも

のがこの表の２列目にあります年齢調整後の医療費指数ということで書いておりますが、

これが医療費水準というふうに見ていただければと思います。佐賀市が1.207614と書いて

いますが、だいたい全国平均の１．２倍と見ていただければと思います。他は、例えば唐

津市は 1.157363 とありますけれども、多久市は 1.370152 とバラつきがあるということが

お分かりになるかと思います。佐賀市は県内２０市町中１０位です。１０番目ということ

になります。丁度真ん中です。また国民健康保険税の収納率の見込みでございますが、予

定収納率が高いと実際の保険税率を抑えることが出来ます。右３つの列を見ていただきた

いのですけれど、収納率というのを実際どのくらいで見込みを立てているかというのをこ

こに挙げております。少しわかりにくいかと思いますが、例えば１００万円保険税が必要

だと、徴収しないといけないというときに、９７％収納率を見込んだとすると、１００万

円を９７で割りますと１０３万円を賦課しないといけないということになります。もっと

低い９４％で収納率を見込んだ場合に１００万円を９４で割ると１０６．４万円を賦課し

ないといけないと。要はどういうことかと申しますと収納率が高ければ高い程、他の人が、

要は未納者の分を払っている方がカバーしなくていいということになりますので、収納率

の見込みが高いほど国民健康保険税を抑えることが可能となると。佐賀市はここを見てい

ただくとおり、他の市より予定収納率の見込みが高いために標準保険税率を抑えることが

可能となっております。ほんと数パーセントの方に未納・滞納がございますが、その滞納

分は先ほど申しましたとおり、他の被保険者の方で補っておりますので、公平性の観点か

らも未納・滞納対策は大変重要でございまして、なおさらこれをきちんとやることで高い
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収納率を維持して保険税を少しでも抑えていくということを図っていきたいと考えている

ところでございます。ちなみに全国の県庁所在地の市では佐賀市が１位でございまして、

職員一丸となって頑張っている成果だと言えるかと思います。以上のように県が定めます

標準保険税率というのは、各市町の医療費指数や収納率見込みを反映して算定をいたしま

すので、こういうものが影響するということを御理解いただければと思います。 

 いよいよ本題の平成３１年度の佐賀市の国民健康保険税率の方針でございます。標準保

険税率ではなく佐賀市の保険税率の方針でございます。先ほどお話ししましたとおり、現

行の保険税率と来年の標準保険税率に差がありますので、実際それに合わせて佐賀市の税

率も上げるのかなという疑念もあると思いますが、結論から申し上げますと平成３１年度

の佐賀市の国民健康保険税は現行保険税率を据え置くとしたいという方針を立てました。

佐賀市としましては実際の保険税率を上げないということでございます。ここでは据え置

くこととするというふうに挙げております。従いまして、実際の被保険者の方に負担して

いただく国民健康保険税は、平成３１年度は３０年度から世帯人員や所得が変わらなけれ

ば同じということになります。 

その理由について述べます。標準保険税率どおりに佐賀市国民健康保険税を改定しない

場合に単純に現時点で金額換算をいたしますと４，５００万円ほど収支不足が発生すると

いう形になります。しかし今年度の国民健康保険の決算見込みを１．５億円ほどの黒字と

いうふうに見込んでおります。主な理由としましては退職被保険者にかかる交付金という

ものがございまして、療養給付費交付金という少し難しい名称なのですが、追加交付が国

の方からあるということが確実になっておりまして、この分でお金が１．５億円多く入っ

てくると。もう一つは特別調整交付金という国の方で財政調整をしている交付基準がござ

いますが、これが、精神結核患者が多い保険者に対する交付拡充分というのが３０年度か

ら拡充されておりまして、この分が５，０００万円ほど、０．５億円ほどが追加して今の

ところ見込まれるということでございます。 

これらの理由によりまして収支不足分は十分に賄えるというふうに判断しておりまして、

歳入分の県支出金の特別調整交付金というのを増額することで、収支をトントンに合わせ

まして赤字が発生しない予算が組めるということが出来るということになりましたので、

平成３１年度の税率改正は行わない方針としたいと思っております。実は先月の１月２６

日にもマスコミ報道もございました。国保税佐賀県内１２市町で増加という見出しで、実

はマスコミ報道がございました。あくまでもその内容は標準保険税率が３０年度と３１年

度がどうなのかということで３０年度に比べて３１年度が上がった市や町が１２あったと

いうことで佐賀市もそのうちの１つだったということでございます。しかし実際は、先ほ

ど申しました他の財源の活用等によって各市町で実際の国民健康保険税率を決定いたしま

すので、佐賀市は上がり幅が先ほどモデルケースの場合でも６００円程度ということで上

がり幅がかなり小さかったので実際の国保税を上げなくても済むと判断したということで

ございます。以上が大きなⅢ番の平成３１年度保険税率の方針ということでⅠ番からⅢ番
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まで御説明をさせていただきました。説明については以上でございます。 

 

【会長】 

 はい、今事務局の方から説明がありました。難しい言葉もあったかとは思いますけど、

平成３０年度の現状と平成３１年度の予算の案、それから税率の方針等についての説明が

ありました。皆様方から何か分からない、語句の説明でもいいですから、ありましたら御

質問をお願いしたいと思います。 

 

【事務局】 

 会長、追加で、前回８月に第１回目の運営協議会をさせていただいた時に、もし来年度

も保険税率を上げるようでしたら、１１月に１回この協議会を開催させていただくという

お話をさせていただいておりました。ずっと秋くらいからこういう作業をずっとやってき

ておりまして、どうもやっぱりやらなくていいよという状況がだんだんみえてきたので、

１１月の開催にはしなくていいのではないかということで今回、今日第２回目をさせてい

ただいたということでございます。もし、来年度も上げないといけないような状況が秋く

らいからわかっていれば１回１１月にこの協議をさせていただいて、こういう方針で来年

度いきたいというのを１回この協議会の方に諮って、そして最終的に今日のこの場で決定

をしていただくという手順を踏んだということでございますが、今年度に関してはそうい

う手続きが必要なかったということでございます。 

 

【会長】 

 今年はいずれにしましても現行税率で据え置いて運営できるということですので、今後

もこれからの方向、運営についてはお互い努力していかなければならないと思っておりま

す。何か他にありませんでしょうか。無いようですが、また後でもお気づきになったら結

構ですので次に進めさせていただきたいと思います。 

 

Ⅳ．平成３１年度国民健康保険制度の改正 

【会長】 

 それではⅣ番目の平成３１年度国民健康保険制度の改正について事務局から説明をお願

いします。 

 

【事務局】 

 引き続き御説明をいたします。大きなⅣ番の平成３１年度国民健康保険制度の改正とい

うふうに見出しを挙げております。制度の改正というように書いておりますけれども、実

は仕組みが変わるわけではなくて、単純にいいますと国による基準の改正に伴って市も併

せて変えるということでございます。では２点ございますのでそれぞれ説明をさせていた
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だきます。 

 まず１点目が低所得者の保険税負担軽減措置、２点目が保険税の賦課限度額の引上げで

ございます。両方とも国による改正に併せて佐賀市国民健康保険も改正するということで

ございます。 

 まず低所得者にかかる保険税負担の軽減措置でございます。国民健康保険におきまして

は所得が一定以下の低所得者の場合、世帯の所得に応じた保険税の軽減措置という保険税

を安くするという措置がございます。ここの表にありますとおり均等割と平等割を７割・

５割・２割軽減するという措置がございます。それぞれ軽減判定所得ということで基準を

設けておりまして、この基準以下であれば７割軽減しますよ、５割軽減しますよ、２割軽

減しますよというような仕組みになっております。この平成３１年度において５割軽減の

分と２割軽減の分を軽減判定所得金額の引上げを行います。この現行の国民健康保険税の

５割軽減の判定所得のうち、世帯の被保険者数を乗ずる額が現行２７．５万円から５千円

引上げ、２８万円とするというものでございます。もうひとつが２割軽減におきまして、

同じく世帯の被保険者数を乗ずる額を現行５０万円から１万円引上げまして５１万円とす

るということです。どういうことかと申しますと軽減判定所得の基準が上がることで、要

は軽減を受けられる世帯が増えると。去年まで２８万円×世帯数の２人世帯だったら２人

世帯で３３万円、この分の方は今年までだったら５割軽減が受けられなかったが、２８万

円に上がったがために来年度から軽減が受けられるということで、枠が広がるというふう

に想像していただければ結構かと思います。この軽減を受けられる世帯が増えるというこ

とで一番下の※印を挙げておりますが、軽減世帯が増えますとその分保険税収が減るとい

う形になります。ただ、軽減措置を行った分につきましては財政補填といいまして、難し

い言葉で、ここで保険基盤安定制度というふうに書いておりますが、こういう仕組みがご

ざいまして県：３／４、市：１／４で補填するようになっておりますので国保財政には影

響がないというこということでございます。 

 次に、改正後の世帯数及び被保険者数の見込みです。先ほども枠が広がるので軽減措置

を受けられる世帯が増えるという話をいたしました。この改正によって影響を受ける世帯

がどのくらいになるかというのを示したものがこの表でございます。まず５割軽減の分で

す。少し表が見にくいかと思いますけれども、５割世帯の分で世帯から見ますと改正前、

今年が１，８０１世帯に対して、改正後が１，８４４世帯くらいまで枠が広がるだろうと

いうふうに見ておりまして４３世帯の増でございます。それから２割軽減につきましては

今年度の５，６６４世帯に対して、改正後が来年度からが５，７５２世帯で８８世帯くら

い増えるだろうというふうに見込んでおります。影響を受ける被保険者数については一番

下から２つ目ですけれども、５割軽減につきましては４，０６０人から４，１４８人とな

って８８人増加するだろう、恩恵を受ける人がこのくらい増えるだろうと、２割軽減につ

きましては今年度の９，７０８人に対しまして来年度は９，８６５人の方が受けられるだ

ろうということで１５７人くらい増えるだろうというふうに見込んでおります。 
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 先ほどまでが軽減世帯の枠の拡大ということになります。 

今度は２つ目の改正でございまして、保険税の賦課限度額の引上げということを、実は

毎年行っているのですが、来年も行わせていただきたいと思っております。 

 保険税は当然所得によって応能負担といいまして、所得によって変わりますので当然所

得が多い世帯は、高い保険税を負担していただく仕組みになっております。しかし、ずっ

と天井知らずではなくて、当然限度額というものがございます。なぜかといいますと受益

と負担の関係で高所得者の方の納付意欲に与える影響を考慮いたしまして、負担額に一定

の上限を設けているという仕組みになっております。この賦課限度額を引上げますと高所

得者層により多くの負担を求めることになる反面、中間所得者層に配慮した税率の設定が

可能になるという仕組み上、そういう構造になっているということでございます。平成３

１年度はここに挙げておりますとおり、３万円賦課限度額を引上げます。３万円引上げる

ということで、内訳といたしまして、国保税は基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分と

介護納付金課税分と３つによって構成されておりますけれど、基礎課税分を３万円引上げ

まして最高限度額が今年度９３万円の方が９６万円になるという形になります。というこ

とで３万円この限度額を上げたことでどういう影響があるのかというのを次お示しいたし

ます。 

 影響世帯数と増収額ということで、まず影響世帯数でございます。この引上げによって

現在上限にかかる世帯数が１，４５０世帯、今年度あります。これが、この世帯が０円か

ら３万円の間で引上げが行われることになります。それと改正後の超過世帯というのは当

然限度額の上限を上げていますので当然減ってくるということで、これが１，３５５世帯

という形になります。この世帯は３万円保険税が上がるという形になります。影響額とし

ては現時点での数字なのですけども４，１９１万６千円の増収を見込んでいるところでご

ざいます。今回の制度改正の期日は平成３１年４月１日ですね、３１年度かっきりに始め

るということになります。これは実は条例で決めておりまして、条例改正が必要なのです

が、これが毎年国の地方税法施行令というところで示されまして、それに合わせて条例を

改正しておりまして、年度末ぎりぎりにいつもこれが国の制度改正が行われますので、そ

れに沿って市の条例も改正をしなければならないということになります。大体毎年国が税

制改革大綱という言葉をお聞きになられたことあるかと思います。これが１２月末ですね、

クリスマスくらいに毎年閣議決定をされて、それからいろんな税制の改正について取りま

とめを行われて年度末ぎりぎりにこの改正が毎年行われて４月１日に交付されるという手

順になっております。これに合わせて佐賀市の国保も改正する手順を踏みたいと思ってお

ります。以上が平成３１年度の国民健康保険制度の改正ですが、制度の改正というより冒

頭申しましたとおりに基準の改正ということで御理解いただければというふうに思います。

ですから、より低所得者の方にはより手厚く軽減措置を拡大して、そして高所得者の方に

はより負担を求めると、この２本立ての改正を行うということでございます。説明につき

ましては以上でございます。 
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【会長】 

 今、国民健康保険制度の改正ということで、負担軽減措置と賦課限度額引上げについて

説明がありましたが、皆様方から何か御質問等ありましたらお願いをしたいと思います。 

 

【事務局】 

 少し分かりにくかったと思いますけれども、全国もほぼこの仕組みを取り入れてなされ

ておりまして、佐賀市独自のものではないのですが、流れとしては何度も言っております

とおり、国保の被保険者、やはり低所得者が多いということで、なるべく低所得者の方に

は手厚くやっていくというふうな流れも少しございますので、こういう措置を取らせてい

ただいているということでございます。 

 

【会長】 

 これは、昨年もあったのですか。 

 

【事務局】 

 昨年も実は、大体毎年、これがセットなんですね、どちらかだけになるとちょっと均衡

が崩れますので限度額は上げるものの軽減措置は少し拡大するというふうなことで、大体

セットです。時々片方になることもあるのですけれど、基本的にはセットになっておりま

す。 

 

【会長】 

 影響はそうないものにしても軽減措置に対して限度額引上げということで増収もあるわ

けで、影響もあるわけですのでですね。何か他に質問はございませんでしょうか。はい。

無ければ、次に進めさせていただきたいと思います。Ⅴ番目の保健事業の取組について事

務局から説明をしてください。 

 

Ⅴ．保健事業の取組 

【事務局】 

 今日の最後の大きな議題で保健事業の取組ということで御説明を申し上げます。 

 ここからは国民健康保険における保健事業の取組になります。今までが少し難しい言葉

とか財政的な話とかがあったのですが、これからが実際の保健事業の取組ということで少

し身近に感じられるかもしれませんのでよろしくお願いいたします。 

 最初に医療費高騰ということで、少し背景を説明させていただきます。国民健康保険の

大きな問題でもあって、わが国、日本全体の問題ともいえるのが、医療費がどんどん上が

っているということで、国民医療費というのが実は年間４２兆円も超えております。国の

予算が６０兆円くらいですからそれからみてもかなり大きいなというのがお分かりになる
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かと思いますが、２０００年、２０１９年ですから約２０年近く前になりますけど、少し

これが古い数字、２０１５年のグラフなのですけれども、２０００年と２０１５年を比べ

ましても国民医療費が１２兆円以上上昇しているということで、どんどん伸びて推定では

２０２５年には６０兆円くらいになるのではないかというふうな予測も実はございます。

診療種類別で見ますと円グラフを見ていただきたいのですが、病院と診療所、青とオレン

ジの部分で合わせて７４％、調剤、橙色の部分が１９％を占めております。 

次に診療種類別の増加率、下の折れ線グラフを見ていただきたいのですが、診療種類別

の増加率で見ますと過去１５年間で病院が１．７％、診療所は１％とそんなに伸びていな

いのですが、調剤が６．７％、調剤だけ色を付けておりますけれど、調剤が６．７％と非

常に高い割合で伸びているというのがお分かりになるかと思います。歯科とかはほとんど

変わらないところですね、訪問看護は若干伸びておりますけども、調剤の伸びがここでは

割と際立っているというところでございます。 

 こちらがお手元の資料には載せておりませんので画面を見ていただきたいのですが、入

院と入院以外の件数、費用額の割合の比較をここで紹介をさせていただきます。このグラ

フの方で示しておりますが、入院件数割合がグラフの一番下の方になりますが入院件数割

合が３．１％に対して費用額は全体の４２％を占めているということで、入院はやはり生

活習慣病などの重症化による疾患を含むために、この生活習慣病の重症化による入院を減

少させることがやはり医療費適正化の最短の道ではないかなというふうに考えております。

要は入院が件数比率に対してやはり費用比率がものすごく高いということを御理解いただ

ければというふうに思います。真ん中に挙げておりますとおり、表のグラフではなくて、

そのもう１つ上の真ん中の表の方なのですが、一人あたりの医療費は佐賀市、佐賀県とも

に国や佐賀市の同規模自治体と比べてやはりどうしても高いですね、佐賀県自体が高く、

佐賀市も同じように高い。同規模というのは佐賀市と同じくらいの人口規模の自治体なの

ですが、それを比べていただくだけでも全然違うのではないかなというのがお分かりにな

るかと思います。こういうふうに医療費がかかっているという状況を御理解いただいた上

で、この医療費をどう適正化する、医療費がかかるのは当然疾病を治すためにはどうして

も必要なことで、医療費がかかるのは仕方がないと思いますが、なにか無駄がないかとか

そういったところをやはり適正化するというところの視点が必要だということで、これを

どう適正化するかという取組を次に説明させていただきます。 

 （１）の平成３０年度適正服薬推進事業①〈事業内容・抽出条件〉と書いております。

これは８月に行われました第１回目のこの協議会の中でも紹介をさせていただきました。

先程の医療費云々の中で調剤費が大きく伸びているという話でございましたが、現実問題

としては高額な医薬品が登場することで多くの被保険者の方の健康が保持されるという実

はありがたい側面もあるわけですね、ですから決して悪いことではないのですが、ただ一

方で問題になっているのが多剤・重複服薬等による副作用とか薬の飲み残し、こういった

ところは何か見直せないかというところで、これが適正服薬推進事業という形で取組をさ
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せていただいている部分でございます。日本は医療機関への受診がどこにかかってもいい

ということになっておりますので、それをうまく調整するために他の病院での薬の処方を

知るために、お薬手帳という制度が、実はございますが、実際はなかなか患者の方がお薬

手帳を出していない場合とか、複数のお薬手帳を所持するという問題もございまして、結

果として多剤とか重複服薬の実態がございます。この問題は薬に関する医療費を押し上げ

ているばかりでなくて患者様自身の健康被害、要は同じ効き目の薬をいろんなところから

処方されての飲みすぎや、バラバラに薬を処方されたために組み合わせが悪い、Ａという

薬とＢという薬が一緒に飲んだら副作用が起きるというのを自分は知らずに飲んでいる場

合やそういった悪い側面もあると、実際問題起こっているということから全国的に問題に

なってきております。そこで平成２９年度からこういったところをなんとか改善できない

かということで事業を始めて、今年度、平成３０年度も引き続き事業をやっているわけで

ございます。今年度の事業報告になりますけども、平成３０年度は８月に５０７通、１２

月に３３１通の通知を出しまして、流れにつきましてはここの上の図で書いている通り、

お薬の効き目が同じであるものとか、それから逆作用ですね、併用禁忌といいますけど飲

み合わせが悪いものの医薬品についてこれはちょっとおかしいなというものが発見されま

すと診療データから該当者を抽出いたしましてこういう通知書を送付いたしております。

そして専門の電話交換手により電話によってお医者さんとか薬剤師さんの方に相談するよ

うに促したということでございます。対象者の抽出要件につきましては下に①重複服薬 

②多剤投与③併用禁忌と挙げておりますので参考に御覧になっていただきたいと思います。

こういった取組で不要な薬による患者様の健康被害を防止するとともに薬剤にかかる不要

な医療費の適正化に努めたということでございます。 

 次が服薬推進事業②〈薬局に依頼した内容〉ということで、平成３０年度は２９年度と

また新たに少し違う取組を行いまして、薬剤師会と連携した取組について御紹介をしたい

と思います。この事業は先ほどから申し上げているように、２９年度から始めております

が、毎年ダラダラと行うのではなくてさらに有効に活用したいということで、３０年度は

ここに挙げている取組をしております。 

 まず①でございます。薬局にお薬相談通知書という、こちらの方からお出しした通知書

をお持ちになられた方がもしいた場合、薬局の方でそのことを把握していただいて、こう

いう事業を佐賀市がやっているということを十分に御理解いただいた上で、必ずしも処方

の変更が必要ではないのですね、要はこちらの方で処方を変更してくださいということを

指示するわけではなく、御相談をしてくださいということで、先ほど言ったように飲み合

わせが悪いものがないのかどうかとかそういったものを相談してくださいということを通

知しているわけですから、そういったことを前提にした上で病状と処方内容の確認を患者

様の方にお願いしたということでございます。お薬相談通知書に工夫を施しまして、通知

文を２つ宛名のところをここに載せておりますが、表書きの赤字の方が平成２９年と３０

年度の特定健診の未受診者であるということで、この赤の通知書を持っている方は特定健
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診を受けてらっしゃらない方というのがわかるようにしています。ですので、この方々が

もし来られた場合は被保険者証を確認した上で受診勧奨を薬局の方でお願いをしたという

ことです。特定健診を受けている方は青字ということになります。これをどういう意図で

行ったかと申しますと、２か年連続で特定健診を受けてらっしゃらない方につきましては

役所がいろいろ言うよりも薬局からの介入がより有効ではないかなと、いくら市役所から

文書で受けてくださいと言ってもなかなか動きが鈍い方がいらっしゃいます。ただ、やは

りかかりつけの薬局から言われると「ああそうか、やっぱり必要かな。」というふうに思

われるのではないかなと考えまして、そういう薬局の方にも御協力をお願いしたというこ

とで薬剤師会には大変御協力をいただいたところでございます。 

 それともうひとつ服薬推進事業でポスター・チラシを作りました。これも薬剤師会との

連携で情報発信としてポスターの掲示をお願いしました。ポスターにつきましてはそれぞ

れ対面でテーブルの前に貼っておりますけども、こういったポスターの掲示をお願いして

おります。処方される薬が６つ以上になると副作用の割合が高くなることから「こんな朝

ごはんになっていませんか。」という内容のポスターにしまして、内容につきましては５

種類くらい案をつくりまして薬剤師会と相談の上、１つに絞り込んでこういう形に決めさ

せてもらったということです。それからチラシの配布をお願いしました。チラシにつきま

しては皆様のお手元に小さなチラシをお配りいたしております。これもただ置いておいて

くださいと言ってもなかなかずっとカウンターに埃をかぶるだけですので、短期集中的に

１か月の間に集中的に配って下さいということで１００部ずつお配りをさせていただいた

ということでございます。この服薬適正化対策につきましては２９年度から始めておりま

して、その時は割と全国でも先駆的な取組ということで、佐賀市で開始したわけなのです

が、結構今いろんな形で急速に全国に普及をし始めております。いずれ国において制度化

する方向性になっております。佐賀市におきましてはそれまでの間、毎年何らか進化する

形で少しでもより良いものにしていきたいと考えているところでございます。ここまでが

服薬適正化の取組になります。 

 次が（２）としまして平成３０年度医療機関からの特定健診データの情報提供でござい

ます。これも前回御紹介をさせていただいたものですが、おさらいも含めてもう一度御説

明をさせていただきます。 

 今年度の１０月から診療における検査データが特定健診項目として満たされている場合

につきましては医療機関の方からデータを送ってもらいますと特定健診を受けたものとみ

なされる制度が新たに始まっております。基本的な事務の流れとしましては県内で統一を

しております。対象者の方につきましては「○○病院に特定健診のデータがあるので同意

書をお持ちのうえ手続を取って下さい。」というお知らせを対象者の方に毎月出している

ということで佐賀市医師会との連携によりまして対象者の一覧表を毎月医療機関の方に送

付をしていると。この点が医師会と、強い連携を取らせていただいている分が佐賀市の強

みだというふうに考えております。平成３０年度は１０月から始まりましたのでだいたい
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半年間の形になると思いますが、その間に把握できる１２月、一番下の表の部分ですけど、

１２月分の診療報酬明細書分までの発送を予定しておりまして、明細書が３か月遅れでし

か見られませんのでこういう形になりますが、ここで結果提出件数ということで７月分と

８月分７９件、６３件を挙げております。だいたい月７０件前後くらいということで想定

をしまして半年分で４００件くらい情報提供がいただけるのではないかなというふうに見

込んでおります。そうしますと特定健診の受診率が大体０．５％くらい上がるのではない

かなというふうに見込んでおります。これも佐賀市医師会の御協力がございまして、順調

にスタートできたというふうに捉えておりまして、引き続き佐賀市医師会との連携強化を

よろしくお願いしたいと考えているところでございます。以上がこの特定健診データの医

療機関からの提供でございます。 

 （３）番目です。平成３０年度生活習慣病重症化予防への取組でございます。これにつ

きましても前回触れさせていただいた部分ではございますが、もう一度御説明ということ

で医療費が高額となります人工透析が原因の約半数を占める糖尿病性腎症の取組を平成２

８年度から実施し、力を入れているところでございます。過去の特定健診の結果から管理

台帳を作成いたしまして、未治療や治療中断者の方に医療機関への受診勧奨というのを行

っております。糖尿病の治療中でコントロールが不良になっている方につきましては御本

人の同意を得まして医療機関と連携して指導を行っているというところでございます。平

成３０年度の対象者の状況をこの流れ図で書いておりまして、特定健診の結果、糖尿病型

HbA1c と言いますけれども、この数値が６．５以上ですね、一番左の方で HbA1c と書い

てあるのがヘモグロビンエーワンシーなのですが、この数値が６．５以上に該当する方が

平成２５年度から２９年度まで２，５８９人おられます。このHbA1cというのは赤血球の

中にある酸素を運ぶヘモグロビンの中に血液中の糖が結合したものでございまして、この

値が６．５％を超えますと糖尿病と判定されまして医療機関の管理が必要となるというこ

とでございます。そこで、この２，５８９人のうち、１番上の流れですけど前年度、糖尿

病の治療が確認できなかった方４８７人に医療機関への受診勧奨を実施し、その結果、受

診が確認できない場合、訪問看護等を実施しておりまして現在も継続中でございます。 

 次は真ん中の流れですが、治療中の患者の方で腎機能低下及び血糖値コントロール不良

の方が１，１７５人おられまして、この方々は糖尿病連携手帳というものがございまして、

この手帳を活用して医療機関、特にかかりつけ医と連携し継続的な指導を行っているとこ

ろでございます。これも継続中でございます。 

 １番下の流れが、コントロールが非常に上手くいっている方９２７人、この方々も上手

くいっているからといって安心せずに、特定健診の結果で現状を把握し、また未受診者に

つきましても健診の受診勧奨を行っているということで、糖尿病の方々に対しまして重症

化させない、糖尿病コントロール不良者の方につきましては適切な働きかけの取組を患者

の状態でのカテゴリーで分類し、より効果的な指導を行っているところでございます。こ

れにつきましても引き続き医療機関との連携を強化しながら力を入れていきたいと考えて
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いるところでございます。 

 以上ですね、平成３０年度佐賀市国民健康保険の保健事業につきまして主なものについ

て説明をいたしましたが、最後にそのまとめとなります。 

 平成３０年度の総括といたしましては、被保険者の健康増進のために PDCA サイクルに

沿った保健事業の確立と佐賀市の地域性というのを反映させた事業展開として取り組んで

きたことを御説明いたしました。ここに挙げている４点、資料には点でしています、前の

方には①、②、③、④と書いておりますけれども、４つの点で①としては重複服薬に対す

る適正化事業、②としましては薬局からの被保険者に対する取組、③といたしましては医

師会との連携による診療データにおける検査データの情報提供、④としましては生活習慣

病重症化予防への取組といった先ほど御説明した分のまとめでございます。総じて申し上

げますと佐賀市医師会・佐賀市薬剤師会の協力のもと、佐賀県国保連合会との連携、民間

のノウハウを取り入れることで即効性、そしてより効果的な医療費適正化に取り組みまし

た。それぞれの機関の強みを上手く出していただきまして、最大公約数的な成果を目指し

たところでございます。これが平成３０年度の総括でございます。 

 最後になります。今度は３１年度、来年度ですね、ではどうするかと、来年度さらにで

すね、先ほど申しました３０年度の取組を踏まえまして、３１年度さらに力を入れていき

たいということで、３０年度までの取組は引き続き行いまして、３１年度は少しでもより

良い方向に持っていきたいということで３０年度に加えて新たに行いたいと考えているも

のにつきましてここで紹介をさせていただきます。 

 保健事業は三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）との連携なしにはできませんので、

この協議会の方にもそれぞれの先生方が委員として御参画いただいておりますが、その三

師会の先生方には引き続き御協力・御指導のほどをお願いし、連携をますます密にさせて

いただきたいというふうに考えております。 

 ここに挙げております案として２つ挙げております。 

１つ目が生活習慣病の服薬中断者・拒否者向けの介入事業でございます。生活習慣病に

罹患していながら服薬の記録がない方、治療中断者を診療報酬明細から抽出をいたしまし

て、治療継続の勧奨通知を送付したいというふうに考えております。糖尿病性腎症につき

ましては、すでに市の医師会とのつながりがございますので心疾患・脳疾患の可能性が高

い方に特化して医療機関での相談を促したいというふうに考えております。 

 では、２つ目です。特定健診の継続未受診者向けの対策事業でございます。特定健診の

未受診者につきまして、来年度は歯科医師会の方に御協力をお願いしたいと、それから薬

剤師会にも御協力をお願いしたいと思っておりまして、歯科医療機関や薬局から特定健診

の受診勧奨を行っていただくためのチラシを作成して、その配布をお願いできないかとい

うふうに考えております。これにつきましては今内容を精査しておりますので、事業内容

が固まりましたら、改めて歯科医師会や薬剤師会の方に御協力の依頼のお願いと御説明に

お伺いしたいと、そして御意見をいろいろ受けながら実施に向けて準備していきたいとい
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うふうに考えているところでございますので、また改めてお願いしたいと考えております。

以上３０年度の結果と来年度の保健事業についての取組ということで説明をさせていただ

きました。説明につきましては以上でございます。 

 

【会長】 

 はい、今、事務局から３０年度の保健事業の取組等々について説明がありましたけど、

皆様方からこの保健事業につきまして何か御質問等ありましたらお願いをしたいと思いま

す。 

 

【Ａ委員】 

 佐賀市医師会の○○ですけれども、スライド２２番のことについて教えていただきたい

のですが、今回初めて参加するので、もしかしたら事前に議論があったのかもしれません

が、この診療報酬明細ごとに解析があって通知が患者様に行くという流れになっておりま

すが、これは通知の内容はどういうふうに通知をされているのかというのをお尋ねしたい

のですが、というのはこの通知の抽出条件に３つありますが、そのうちの１つに併用禁忌

がありますけども、本来は禁忌薬が出ることはないはずなのですが、これが出ているとい

うことは何らかの思わぬ出来事か、あるいはいろんな情報が上手くいっていないために出

てしまっているのですけども、それが医療機関ではなく、市の方から「あなたは飲んでは

いけない薬が出ているから病院に相談して下さい。」というふうに患者様に通知が来ると、

患者様はやはり医療機関に対して不信感が起こるので、どういうふうな内容にして伝えて

あるのかというのを教えていただきたいのと、それに関連して特に多剤投与等に関しては、

私達もお薬手帳を見ますが、長く診ている患者様は途中で他の病院でどれだけの薬が変わ

っているかは分からないので、こういう情報というのは患者様に直接行くのももちろん大

事ですが、医療機関にもこういう連絡が事前に、先程の禁忌も含めてそうですけども、そ

ういうシステムがあるといいのかなと私も思ったのですが、この２点について教えていた

だきたいのですけれども。 

 

【事務局】 

 まず１点目は併用禁忌ですね。併用禁忌に関しましては当然お薬手帳というのを皆さん

がしっかり出していただければそういったことはないと思いますし、ひとつの医療機関で

はまずちょっと考えにくいのかなと考えております。ただ、２医療機関以上で出た場合に

やはり見落とし等もあるということを聞いておりますし、併用禁忌のコードを厚生労働省

から委託を受けてやっているところもありますよね。あるんですけれども、そこで該当す

るものの場合は実際にあるものですから、併用禁忌として、併用禁忌、併用が望ましくな

い４段階くらいあるかと思うのですけれども、そのうち非常に良くないという場合、まさ

しく併用禁忌ですね、そういう場合がありますので、そういったものについて出させてい
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ただいているということです。なかなかですね、多剤も実際はいろいろな事例がございま

して、今回、私どもが出したのは２医療機関以上のものの多剤を出させていただいており

ます。実際には１医療機関の多剤というのもあるのですが、そこにつきましては非常に繊

細な問題もありますので、今のところは手を付けていないような状況なのですが、２医療

機関以上の多剤の場合は、どうしてもまず考えられるのがお薬手帳をしっかり出していた

だけていない方とかですね、実際にそういう多剤の事例がございますので、先生の方に出

すこともできるのですけれども、例えば A 病院、B 病院と出した場合に、そこでの問題も

ありますので、あくまで患者様の方に出していただいて、患者様が A 病院に行かれるのか

B 病院に行かれるのかというところは患者様にお任せして、例えば A 病院に行かれた場合

には A 病院の方から今回、ではうちが、お薬が被っていますのでちょっと控えましょうか

というところをですね、患者様に通知をさせていただくという方法を取りました。このや

り方についても実は医師会の理事会レベルでしたかね、それと薬剤師会と歯科医師会の方

で事前に説明をさせていただきながら、確かに○○先生がおっしゃるような御意見もあり

ました。今回につきましては、まずあくまでそういう疑いがあると、多剤もですね、これ

多剤ですよということではなくて、あくまで１２種類以上の薬品が処方されているという

ラインを設けてですね、患者様にお出しをさせていただいて、あとは先生と御相談してく

ださいという、私どもの方から医療機関に出すというのは非常にこうなかなかやってはい

けないことかなというふうに思っておりますので、まず患者様の方に出させていただいた

と。それともうひとつは患者様の方のいろんな話でお薬に関する悩みというのは結構持っ

ていらっしゃる方が多いというのを感じておりまして、そういう方がこういうお薬相談通

知書が出れば相談しやすいのかなというところを考えました。付け加えですが、実際今年

度はまだ成果というのは計れていないのですけれども、どうしても実施後、数か月後にし

か計れないものですから、成果がですね。昨年、医療費ベースでいえば２割くらい、該当

した分が安く抑えられたというか改善されたということです。患者様ベースでいえば４割

くらいの方が何らかの動きをされているというような、平成２９年度に関してはそういう

データが残っています。 

 

【事務局】 

 ちょっと補足ですけども、やはり先生のおっしゃることはごもっともだと思ってですね、

本来お薬手帳が機能していればわざわざこういうことは全く必要ないわけなのですね。た

だ、どうしてもなかなか実態としてお薬手帳をたくさん持っておられたり、行くたびにお

薬手帳を貰ったりされている方があって、なかなか機能していないので、本来お薬手帳は

１つしか持たないし確実に出さないといけないというふうなルールがもしできれば、こう

いうことをわざわざする必要がないのではないかなということで、国の方でも何らかこの

対処については考えているみたいで、近々制度化に向けてどうも動き出すみたいなのです

ね。ちょっとその先行として佐賀市の方でも取組をさせていただいたのですが、やり方が
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少し若干違うのですけれども、結構いろんな自治体で今似たような取組が広がっていると

ころでございます。 

 

【会長】 

他に何か皆様方から、これを聞いておきたいということがあればですね。はい、どうぞ。 

 

【Ｂ委員】 

 ○○と申します。まず、私全くこれがちょっと分からなくてですね、Ⅲ番の平成３１年

度保険税率の方針のところの１１の表ですね、２人世帯の例が出ていまして、佐賀市の場

合、黄色く塗ってある部分なのですけれども、家は例に挙げられている世帯とは全く違っ

て子供が４人いて、全く分からないのですけど、実際このお２人で、年金で暮らしている

方が年間で払っている保険税というのはこの金額ではないですよね。 

 

【事務局】 

 このお２人ご主人６６歳、奥様６６歳で２人とも年金８０万円ずつもらってらっしゃい

ます、年間１６０万円世帯として収入があるわけです。この方の年間の国保税がですね、

３３，５００円ということになります。先ほどおっしゃられたように例えば世帯の家族が

多いとその分被保険者数が多くなるということで、それによって違う、それから収入によ

っても所得によってもやはり違うということで、一概に保険税が来年いくら上がるという

のはなかなか言いづらいのですよね。ですから、代表例としてこれを挙げさせていただい

たのですけど、もしこういう場合だったら保険税がこういうふうに変わって差として６０

０円の差が出ますよというふうな、それから世帯によってはもっと差が出るところも当然

あるかと思います。世帯が多いところとか所得が多いところにつきましては、上げ幅がも

っと大きくなる形になるということになります。 

 

【Ｂ委員】 

 これは年間の税率ですか。 

 

【事務局】 

 そうです。はい。 

 

【Ｂ委員】 

 それと同じ１１の表と１２の表のところで、佐賀市の方は収納率の見込みというのが高

いので、来年度この差額が６００円くらいというふうにおっしゃっていたのですが、鳥栖

市の場合とか嬉野市の場合なんかはパッと見た感じ同じくらいなのにこの差額、片方鳥栖

市の場合はマイナス１００円になっていて、嬉野市の場合は３，７００円になっていたり
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するのはどういう感じなのですか。 

 

【事務局】 

 収納率も一つの要因ということで、収納率だけで決まるわけではないのです。もうひと

つ左の方に挙げておりますとおり、医療費指数ですね、医療費がどのくらいかかっている

か、その前にやはり標準保険税率を決めるときにそこの自治体のいろんな状況がございま

して、そういったところでこれは去年のときも少し説明させていただいたと思うのですが、

非常に分かりづらいのですけれども、そこの自治体の経済状況といいますか、そういった

ところも加味されてきますので、そういったものをずっと複雑な計算でした結果によるの

で、収納率だけではないのですよ。だから収納率もひとつの大きな要因ですよということ

になりますので、収納率がより高いところほど保険税は当然抑えることが出来るという仕

組みにはなっていることで御理解いただければなと思います。 

 

【Ｂ委員】 

 何個も聞いてすみません。分からないので。国民健康保険制度の改正のところなのです

けれども、低所得者にかかる保険税負担の軽減措置ということで、５割と２割のところが

軽減世帯が増えるようになったということなのですが、それとともにこの賦課限度額の引

上げとなっていますよね。結局のところ先を見越してやはり保険税が上がるのでこういう

感じにしてあるのかなという率直な感想なのですが、低所得者というか、この国保に入っ

ている私もそうなのですけれども、非正規雇用で、フルタイムで働いていてもパート、ア

ルバイトみたいな感じで、そういう人達とか無職の人達が入っているのが国保ですよね、

それでなんとなくこの次の値上げを見越した準備を整えつつあるようなイメージがあって

ですね、でもこれ先ほどお話されたみたいに１．５億円黒字が出ているとかそういう話を

聞くと、この保険税率というのは必ずしもずっと上がっていくようなイメージがあるので

すが、払えるものなら払うのですが実際問題どれだけ働いてもさほど変わらないというか、

なので下げることは出来ないのですか。実際に保険に入っている人の人数も減ってきてい

て、それに伴って県支出金というのも減っていますよね。副市長さんが、医療費が上がる

と保険税が上がるというふうにおっしゃられていたのですが、そういうものなのかなとい

う素朴な疑問です。これって私たち、もちろん払えるのであれば払うのですが国民の最低

限度の福祉というか守るのが国保なのではないのかな。どんどん上がっていって上がって

いって結局払えない人も増えてくるのではないのかなというイメージと７割の人に対する

軽減措置は行われていないので、結局は２割と５割の人だけが枠が増えて、７割の人は変

わっていないのですよね、というと保険税の方は下がるということはないのですかね。と

いうか高いような気がします。率直に言うと非常に。 
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【事務局】 

 はい。お答えいたします。保険税が高いとおっしゃられると非常に私達も心苦しくてで

すね、おっしゃるとおりかなと思います。順番にお答えしますけども、まず保険税が上が

るのを見越してこの限度額の引上げとかですね、そういう対応をしたのかという御質問な

のですけれども、それについては全く関係ございません。これは国の、途中の説明でも言

いましたけれども、税制改革大綱で決まった部分で、限度額を上げるというのは実は仕組

みがありまして、少し難しいのですけれども社会保障改革プログラム法というのが実はあ

って、医療保険料に関する国民の公平性を確保する観点から最高等級１番上の位の人の被

保険者の割合を０．５から１．５％の間にするように実は法の方で定められているのです

よ。国保の方が実は１．５％というよりももっと割合が実は１．９いくらというふうな割

合があるもので、それをずっと１．５％に近づけていくという一連の流れがありまして、

それに基づいてこの限度額引上げという仕組みが国の方でつくられていますので、実は佐

賀市の保険税とはリンクしないんですよ。という形で御理解いただければと思います。た

だ、おっしゃられたやはり国保税を下げることが出来ないかという御質問、非常に心苦し

いのですが、これまでも何度となく触れさせていただいたのですが、医療費がどんどん上

がってきて今日の御説明でも国民医療費４２兆円ということで毎年１兆円ずつくらい上が

っているのですね。いろいろあって特に１人あたりの医療費がどんどん上がっていると。

一番の大きな要因は高齢化なんですよ。高齢者がやはり多くなっていることで、そこを何

とかしないとやはりどうしても仕組み上、保険税を上げざるを得ないということで、そこ

を下げるために今日御説明したとおり、そういう薬剤の適正化とか糖尿病の方については、

なるべく重症化しないように早めに介入して、医療機関にも御協力いただいて、情報提供

をどんどん受けながらいろんな働きかけを被保険者の方へすることでなんとか医療費を抑

えたいということで、医療費を抑えることしか今のところ方法はないのですよね。保険税

を下げることは出来ないかということはやはり医療費を抑えると下げることは当然できま

す。できますのでここを必死になって、私たちがやって、そして被保険者の方にも御協力

をいただきながら医療費が上がらないような対策を取っていくしかないと思います。保険

税が上がる仕組みというのは今日も少し触れさせていただいたのですけれども、佐賀県全

体でこれだけ費用がかかるというのを県全体で見て、それを各市や町にこれだけお金がか

かりますから負担してくださいねということで県が佐賀市とか唐津市に納付金というのを

求めるんですよ。そこをやはり抑えるようなことをしないと保険税というのはどうしても

上がるので、そこをいろいろな保健事業の取組で抑えていきたいというふうな取組でござ

います。ここはおっしゃるとおり最後の砦なのですよ。やはり被用者保険に入ってらっし

ゃらない方もあるし、例えば病気などで仕事ができない方もやはり国保に入って来られま

す。当然最後の砦ですので国保という制度をどうやってこれから上手く運用していくかと

いう非常に大きな課題を私達も突き付けられているのです。おっしゃるとおり負担感とい

うのがものすごく高くて、やはり収入に対して年収そんなにない人でもここに挙げている
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とおり、賦課限度額ですね９３万円とか９６万円ですね。実は佐賀市でいうと７０７万円

くらいの方でも最高限度額にあたってしまう、単身の方であればあたってしまうのですよ

ね。こうなるとやはり負担感というのは非常に大きいのではないかなと、これだけ国保の

方にお金を取られるというと、税金も他にも取られるし他の年金や保険料とかも取られま

すからですね、そこをやはり何とかしないといけないということで、これからやはり佐賀

市もそうですし、佐賀市がまた県に働きかけて県全体でもなんとか医療費を抑える取組を

しましょうということで、先程の服薬対策も今年度から県全体に広げております。そうや

ってあの手この手で医療費がかからないような取組というのをすることで、医療費をこれ

からとにかく上げないで済むような努力というのは引き続きやっていきたいというふうに

考えているところでございます。仕組みが少し複雑で非常にお分かりにくいかと思います

けれども、国からもたくさんいろいろな公費が入っておりますし、県とか市も一部負担を

しております。公費がかなり入っていて保険税だけで国保というのは賄われているわけで

はなくて、むしろ保険税の占める割合は低いのですが、それでもどうしても負担と給付の

関係で、ある程度負担はお願いせざるを得ないと、そこの負担をやはりどうやって抑えて

いくかというのはどうしても支出を抑えるしかないものですから支出を抑えるためには先

ほど申しました保健事業で、多くの被保険者の方の健康を向上させることで、医療費の適

正化につなげて保険税の方の高騰を招かないようにするという仕組みを作るしかないとい

うことでございます。 

 

【事務局】 

 限度額なのですけれども、これは他の保険との比較もありまして、協会けんぽさんいら

っしゃいますけれども、協会けんぽの方がもっと高いのですよね。ですからそれに近づけ

ていくという国の方針等もあるのでどんどん上がっていくと、保険制度ですから国の考え

方としては公費負担と個人負担、自己負担ですね。これが本来いうと５０：５０で考えて

あるのですよね、ただその５０：５０はできないのでこういう限度額とか軽減措置とかで

あって、大体７割ちょっとは本来公費が入っているという形が国民健康保険と、あくまで

も健康保険という保険制度ですのでその辺は個人負担が発生しているというような状況で、

ただやはり課長の申しましたとおり、適正に抑えていくにはどうするかといったらやはり

健康管理をやって医療費の適正な医療支出にもっていくというところで保険者としてはい

ろいろな保健事業とかをやらせていただいているというところでございます。 

 

【Ｂ委員】 

 ありがとうございました。 

 

【会長】 

 いいですか。 
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【Ｂ委員】 

 はい。 

 

【会長】 

 制度の問題ですのでなかなかわかりにくいところもあるかと思いますので、○○委員さ

んもしよかったら制度のことを少し聞いていただいて、その方がいいのかなという気がし

ていました。他にございませんか。はいどうぞ。 

 

【Ｃ委員】 

 佐賀中部の○○と申しますけれども、７ページ、８ページの中で１点だけ教えていただ

きたいのですけれども、歳入の中の特別交付金の中で保険者努力支援制度ということで、

３１年度に１．１億円くらい計上されているのですけれども、この中身ですね、これは多

分特定財源かなということで保健事業か何かに使われているのか、推測なのですけれども、

これの制度ですね。あとこれを財源にどういうふうな事業を行われているのかということ

を教えていただければと思います。 

 

【事務局】 

 はい、保険者努力支援制度というのは一言で申しますと、頑張っているところに動機付

けを与えるという制度で、特に保険者の方で差が出るのは保健事業ですよね。それから先

ほど申した収納率とかですね、そういった各保険者が頑張っているところについてはより

手厚くお金を国のほうが出しましょうということで、項目がたくさんありまして、それを

点数化して、点数によって金額が決まるという制度になっています。ですから、制度とし

ては国保全国一律の制度なんですけれども、やはり取組は先ほど申しましたような保健事

業とかいうのは自治体によってまちまちですので、その辺でいろいろ国が定める項目につ

いてどれだけ取り組んでいるか、どれだけ頑張っているかというところを見るような制度

というふうになっております。 

 

【事務局】 

 特定の財源ということではなくてですね、あくまでこれを動機付けとしていただいた分

は保険税を抑えることが出来るというような仕組みになっています。 

 

【事務局】 

 全体の収入の中に入れてしまって税率もそこから換算しますので、そういうのを余計に

取ると税率を下げることが出来るのと、ですからそこは頑張っていかなければいけないと。 
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【会長】 

 それでは他にございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。少し今日は専門

的なことがありましたので分かりにくかった点もあろうかと思いますけれども、それでは

他に意見がないようですので、これにてすべての本日の協議予定を終了させていただきた

いと思います。ありがとうございます。事務局の方から何かありましたら。 

 

【司会】 

 はい、あいがとうございました。それでは、以上をもちまして平成３０年度第２回佐賀

市国民健康保険事業の運営に関する協議会を終了させていただきます。お疲れ様でした。 

 

（ 終 了 ） 


