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令和元年度 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：令和元年１２月１８日 

１４時～ 

場所：本庁２階庁議室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 副市長あいさつ 

４ 協議会開会の成立 

５ 議事 

 Ⅰ.令和２年度の国民健康保険税改定について 

 Ⅱ.その他 

 

１.  開会 

 

【司会者】 

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

する協議会を開催いたします。 

 

２.  会長あいさつ 

 

【司会者】 

 始めに、会長にごあいさつをお願いいたします。 

 

【会長】 

 会長あいさつ 

 

３. 副市長あいさつ 

 

【司会者】 

 ありがとうございました。次に副市長があいさつをいたします。 

 

【副市長】 

 副市長あいさつ 

 

【司会者】 

 それではここで副市長は公務の都合で退席させていただきます。 
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【副市長】 

 失礼いたします。 

 

４.  協議会開会の成立 

 

【司会者】 

 審議に入ります前にご報告を申し上げます。 

 本日の協議会は委員総数１７名のうち１３名の委員の方にご出席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・委員定

数２分の１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定により議事録を作成し、公表する必

要があります。発言の際は、マイクを使用されますようお願い致します。なお、会議中の

携帯電話及びスマートフォンのご使用はご遠慮いただきますようご協力をよろしくお願い

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「会議次第」が１部、事前に送付させて

いただいています「令和元年度第２回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会」と

いう表題の冊子、参考で「佐賀市国民健康保険条例及び施行規則」を配布いたしておりま

す。お手元に資料が不足されている方とかありましたら。なければ。 

 

５. 議事 

Ⅰ.令和２年度の国民健康保険税改定について 

 

【司会者】 

 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条第２項の規定に基づき会長が

行うことになっております。会長よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 それでは、私の方で議事を進行させてもらいます。ご協力よろしくお願いいたします。

それでは早速でございますけれども、議事議題に沿いまして、先ずは１番目の、令和２年

度国民健康保険税改定について事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 お疲れさまです。佐賀市保険年金課課長の梶山と申します。座って説明させていただき

ます。まず皆様お手元の資料の１ページをお開き下さい。最初に佐賀市の国民健康保険事

業の現状ということでお伝えをさせていただきたいと思います。皆様の資料とそちらのス
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クリーンの方ですね、同じものが出ますのでどちらかで確認していただければと思います。

まず被保険者数ですが、こちらの方、表を貼っておりますけれども、左側の白い部分、被

保険者数は年々減少傾向にありまして、平成２７年度から平成３０年度にかけ年平均３．

５％で減少をしている状況でございます。右側の青い部分に、前期高齢者数を記載してお

りまして前期高齢者数はほぼ横ばいの状態であります。その結果前期高齢者の割合が増加

し、国保の中での高齢化が進んでいるといった状況でございます。 

次のページお願いします、２ページでございます。次は医療費でございます。まず、年

度別費用額、こちらは総額１０割で記載をしております。平成２７年度が２２５億円に対

しまして、平成３０年度が２１０億円まで下がっているということでございます。同じ様

に、右側半分に前期高齢者分として表記をしております。前期高齢者分も伸び率としては

減少傾向にありますが、１番右端医療費総額に占める前期高齢者の費用割合は年々増加を

しているといったところでございます。その下です、2）年度別１人当たり費用額でござ

います。こちらの表も全体を左半分に記載しておりますが、個々の高齢化率が上がってい

るために増加傾向でございます。右側に前期高齢者の１人当たり医療費については、平成

２７年と比較し年々減少傾向にあり、こちらについては、喜ばしいことかなといったとこ

ろでございます。 

次のページ３ページは保険税収納率でございます。左端が平成２７年度、右側に行くに

つれて年度が上がっていきます。１番右端平成３０年度見込みまでを記載しておりますが、

調定額・収納額としては、５３億から５５億円の間で推移をしております。収納率が表の

３段目です。平成２８年度に９７％を達成しまして以来９７％を維持しています。わずか

ながら減少傾向にありますが、非常に高い収納率を維持しておりまして、現年度の収納率

ということになりますが、県庁所在地での比較で申し上げますと１１年連続で全国１位の

収納率を保っているといった状況でございます。 

４ページでございます。このページでは広域化後、国保財政がどのようになったのかと

いうことをもう１度おさらいとしてお示しをさせていただいております。平成３０年度か

ら都道府県が財政運営の責任主体となっております。佐賀県が財政運営の責任主体となり

まして、市町ごとの国保事業費・納付金の額の決定、そして保険給付に必要な費用を全額

市町に対して支払うと、保険給付費と交付金の交付、これによりまして国保財政の入りと

出を管理するといったことになっております。市町は、佐賀県が２０市町ごとに決定した

納付金を佐賀県に納付するということです。納付金の額は市町ごとの医療費水準・所得水

準を考慮されて決定をされております。 

次のページ、５ページをお願いします。こちらも非常に同じような説明になるかもしれ

ませんが、国保税の賦課徴収の仕組みを、イメージで示しております。まず佐賀県と各市

町の関係がありまして、佐賀県は各市町に対して納付金を提示します。この納付金を提示

するにあたっては、各市町の医療費水準・所得水準を参考にしながら納付金を決定いたし

ます。同時に標準保険税率を提示するということになります。この標準保険税率というの
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は、一旦提示した納付金を納めるにあたって各市町がどの程度の保険税をかけたらいいか

という参考となる数値でございます。この標準保険税率を基に、各市町が実際に市民の皆

様にいただく保険税率・税額を決定するということでございます。その結果、それを住民

の方に賦課いたしまして、それを徴収しそれを財源として、納付金を県に納めるといった

仕組みでございます。 

６ページをお願いいたします。ここでは、市町がどのようにして国民健康保険税率を決

定していくかといった流れを記載しております。まず年間で必要な療養給付費・保健事業

費・事務費・県への納付金、こういったものから歳出の総額を見込みます。次にその歳出

総額から保険税軽減分などの公費、こういったものの見込額を差し引きまして、実際保険

税で賄う額を算出するといったことになります。次に保険税の収納率。佐賀市でいいます

と９７％程度でありますのでそちらの方で見込みまして、保険税賦課総額を確定する。考

え方としましては仮に、保険税１００億円必要となった場合には、佐賀市は９７％の収納

率があるということですので、１０３億円を賦課しなければならないという考え方になり

ます。仮に９５％の収納率であれば１０５．２億円を賦課する必要が出てまいります。つ

まりは収納率が高いということ、それが保険税を抑えることに繋がっているということに

なります。この保険税賦課総額、先程９７％で仮に１００億円必要だとすれば１０３億円

賦課するということですが、どのように賦課するかというのが所得割・均等割・平等割の

割合で配分するという④のところになります。佐賀県の場合は基本的な割合として所得割

で全体の５０％、均等割を３０％、平等割を２０％という配分となっております。更に、

実際に現状の国保世帯の総所得・被保険者数・世帯数で按分し、最終的な保険税率・税額

を決定すると。これが基本的な保険税決定の流れということになります。保険税というの

は簡単にいえば必要な額、それと収納率、それから所得・被保者数・世帯数で按分するこ

とによって、実は自動的に計算されるものであるというのが基本となっております。 

次のページ、７ページをお願いいたします。こちらから、いよいよ標準保険税率という

ことでございます。今回佐賀県から標準保険税率、これ仮係数といいまして、まだ仮の状

態の係数で算出したものですが、標準保険税率仮係数が表示されました。表の２段目にな

ります。左から医療分の所得割・均等割額・平等割額。真ん中に後期高齢者医療支援金分

の所得割・均等割・平等割額。右側に４０歳以上６０歳未満までにかかる介護保険の２号

分といわれます介護保険料分として同じく所得割・均等割・平等割ということになります。

３段目に、現行税率との税額・税率の差です。所得割で申し上げますと医療分でいえば標

準保険税率の方が０．０８％低い値となっております。逆に均等割・平等割額につきまし

ては１，１５８円・４５７円高くなっております。同じように後期高齢者支援金分につき

ましても０．２８％所得割は高くなり、１，０６２円、６００円と均等割・平等割は高く

なっています。介護納付金につきましては所得割が０．２２％低く示され、５０４円、５

５２円それぞれ均等割・平等割が高くなっています。これを実際の現行税率での収納見込

みで表したのが１番下の段になります。現行税率と今回来年度の標準保険税率での見込の
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差といたしまして、医療分の方の所得割で２，０００万円程プラス、均等割では５，２０

０万程マイナス、平等割は１，２００万マイナス。これをすべて足し込んでいった結果、

表の合計欄、１番右端です、結果として１億６，６００万円が不足するという試算となっ

ております。つまり現行税率のままの場合、来年度令和２年度におきまして１億６，６０

０万円の資金不足が生じる可能性があるということでございます。この資金不足へ何らか

の対応策を取らないといけないわけですが、私ども事務局としては３つの案を考えており

ます。まずＡ案、実は基金がございまして、１．２億円ございます。これはどういった基

金かといいますと、平成３０年度の国保財政において２．２億円の黒字がございまして、

その内１．２億円を基金として積み上げたものでございます。この基金を全額活用するこ

とで、税率を改訂しないという案がＡ案でございます。次にＢ案、基金１．２億円のうち

一部、ここには半分程度ということで０．６億円程度活用して標準保険税率まではいかな

いが、少し低い税率に改訂をさせていただくという案。最後Ｃ案ということで、基金は一

切活用することなく標準保険税率に合わせた税率を設定するという案。このＡ案・Ｂ案・

Ｃ案のいずれかによって、資金不足への対応をしなければならないと考えております。 

次に８ページお願いします。ここでは、より分かりやすくモデル世帯、また収入階層別

に現行税率・標準保険税率で実際世帯において、どの程度税額が上がるのかということを

示しております。まず上の表ですが、1 人世帯こちらは４０歳以上ということですので、

介護保険料も入っている方でございますが、それぞれ左側から医療分、後期支援分、介護

分の１人分。Ｒ１というのが現状でございまして、Ｒ２というのが標準保険税率。これを

積み上げたものが右端の合計欄、赤い囲みで囲んだところです。例えば、２００万円、給

料収入２００万の方の場合は年額で９００円上がるという状況、ずっといきまして実は８

００万円にいきますと、上限によって所得税の効果がなくなりまして１４，２００円上が

ってしまうという計算式になっております。その下です、今度は下の行ですが３人世帯の

場合の表を付けております。３人世帯のモデルとしては、４０歳以上が２人、４０歳未満

が１人の３人家族で夫婦２人に４０歳未満の方が１人いらっしゃるという世帯の場合です。

こちらの方でいきますと、バランスよくと申し上げますか、２，７００円から４，４００

円と７，１００円と、７・８千円程度大体上がるようになっております。また、上限とい

うものがありまして、８００万円で大体上限に引っかかり９００万円、１，０００万円の

方はもう現状と同じです、保険税が、いわゆる上限額に引っかかっておりますが、それま

での間の方でおきますとやはり７・８千円が、平均して上がるといった傾向が見られます。

この上と下を見て分かるのが、やはりどうしても今回の標準保険税率では所得割が若干落

ちて、均等割・平等割が上がっているといったところから、家族が増えればどうしても増

えてしまうというモデル世帯の比較となっております。 

９ページをお願いいたします。こちらは、過去佐賀市の国民保険税率・税額がどのよう

に推移をさせていただいたかという表になっております。黄色く塗った行です、平成２５

年・平成２８年・平成３０年。この３つの年度におきまして保険税率・保険税額を改訂さ
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せていただいております。平成２５年の前はいつであったかというと平成１６年でありま

す。平成２５年は９年ぶりの税率・税額改定でした。実際その間９年間何をしていたかと

いうと医療費は当然上がるわけなのですが、当時かなり基金がございましたので、基金を

入れることで保険税を抑えていた９年間であったということです。平成２５年にはもう既

に基金がありませんでしたので、平成２５年に改定した後も赤字を続けたものですから、

平成２８年に再度改定をいたしまして現状では平成２８年度以降は黒字でございます。平

成３０年におきましては広域化の流れの中で、標準保険税率に合わせた改定をさせていた

だいたところでございます。 

その次のページです、保険税を決定しなければならないわけなのですが、それに向けて

の課題・懸念事項を少し説明させていただきたいと思います。 

まず１０ページ。令和９年、これは何の年かというと県内２０市町の保険税を１本化し

ようという目標の年度になります。現在、各市町の医療費水準というものはそれぞれの市

町の分を反映させていただいております。どういったことかというと、医療費が高い市町

はそれだけ納付金が高くなっているということです。そこに赤字で書いてありますが、参

考で平成３０年医療費指数というものを示しております。この医療費指数というものは、

簡単に言うと全国平均を１とした場合の医療費水準になります。佐賀市は全国平均を１と

した場合に医療費の水準としては１．１９倍の高い水準です。ところが１番高いみやき町

におきましては１．３５倍、最も安い基山町でも全国平均と比較しますと１．０７倍とい

うことです。これを見ますと佐賀市は県２０市町中１３位の医療費水準となります。２・

３年前までは県内１０位ぐらいにありましたので若干、佐賀市の医療費は県内においては

少し抑えられてはいるのですが全国平均と比べますとまだまだ非常に高い水準となってお

ります。この医療費指数を出すにあたっては、いわゆる年齢的な誤差、要するに年齢が高

いところは当然医療費高くなるのではないか、という部分の調整はもう既にしたものでご

ざいますので、同じ年齢構造においてこの水準ということですから、佐賀県の国保は、日

本一高い医療費水準にあると言われております。この医療費水準について、今のところは

納付金の額に反映をしておりますが令和９年度までに段階的に反映をなくすという考え方

があります。それはなぜかといいますと令和９年には県内保険税率を一本化するにあたっ

て、基山町もみやき町も佐賀市もすべて同じ、佐賀県内を１つにして、医療費水準を反映

させないという納付金の考え方があります。 

その次に、イ）の所得割・均等割・平等割の配分です。佐賀市の現行税率の所得割・均

等割・平等割の配分、これは現行ですが５２：２８：２０程度になっております。ところ

が 1 本化後におきましてはこれを５０：３０：２０にしようという県内の基本的な方針が

ありまして、こちらの方に合わせるということ、徐々に合わせていく必要があります。合

わせるということは所得割を低くしながら、均等割が上がっていかなければならないとい

う傾向がこの後令和９年まで続いていくといったところです。それと２番です、先程申し

上げました平成３０年度の決算剰余金の内１．２億円を基金として保有をさせていただい
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ております。これにつきましては不測の事態に備え、基金が多いということは国保財政も

安定いたしますが同時に、被保険者の皆様は年々変わっておりますのである程度還元もし

ていく必要があるというふうに考えております。それと、令和９年の県内保険税率一本化

を迎えた際には、実は佐賀県にも基金が２０億円程ありますので、その後市町の基金のあ

り方についても今後検討を市町で協議をしなければならないといったところがございます。 

次のページ、１１ページ。賦課限度額というのがございます。いわゆる上限額といわれ

るものです。実はこれにつきましても来年度更に上限見直しの方向性が出ておりまして、

医療分を２０，０００円、介護分１０，０００円の計３０，０００円を引き上げる方針が

国の方で示されております。現行で医療分が６１０，０００円、後期高齢者支援金分１９

０，０００円、介護分１６０，０００円の合計９６０，０００円でありますけれども、来

年度が、医療分が６３０，０００、介護分１７０，０００と上がって合計の９９０，００

０円となる予定であります。それともう 1 つ診療報酬改定がありまして、これが今２年に

１度あっております。当然この診療報酬改定で診療報酬が上がれば、保険税に影響する可

能性がありまして、丁度来年が、令和２年の改定の年となっております。そこにちょっと

書いてありますが、診療報酬とは医師や看護師の人件費等である「本体」、それと薬代で

ある「薬価」の２つに大きく分けられます。そこで医療機関の負担を減らすため、日本医

師会は本体部分の引き上げを求める一方で、患者の負担増につながるため、国は引き上げ

に慎重な姿勢ということで書いてあります。当然、高額な治療薬が増えれば保険財政を圧

迫するといったことになってまいります。 

それと次のページ、１２ページです。それ以外でも保険税に影響を与える部分について

書かせていただいております。まず１番目が、被用者保険の適用拡大ということです。平

成２７年以降、被用者保険の適用拡大を進めてまいりましたが、今現状としては、①に書

いてありますように、短時間労働者に対する被用者保険の適用条件の現行としては、週所

定労働時間が２０時間以上、②番目として月額賃金が８．８万円以上。③番目の勤務期間

が１年以上見込み、④番目が学生ではないこと、⑤番目が従業員５０１人以上の企業に勤

務ということが基本となっております。これについて、⑤について「５０人以上」「２０

人以上」撤廃という形での議論が進められてきました。つい先日、議論の方向性が１２月

に入り固まりまして、先ず③の勤務期間１年以上の見込みというのは、これは２か月越え

で要件に該当するといった方向性が出ております。⑤の、従業員５０１人以上の企業に勤

務という部分につきましては、２０２２年１０月から１００人規模の企業が該当し、２０

２４年１０月からは５０人規模が適用と段階的に適用拡大を図るという国の方針がつい先

日示されました。これは、中小企業への経営配慮として段階的に行うといったことだそう

でございます。実際この適用拡大が起こりますとどのようなことが国保にとって起きるの

かといいますと、比較的に所得の少ない方が被用者保険に加入することで短時間労働者の

保険税収入が減少する。一方で、短時間労働者分の保険給付費・後期高齢者支援金の負担

がその税収の減以上に減少するということです。被用者保険との財政調整である前期高齢
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者交付金は逆に増加をすると。これ文字で書くと非常に分かりづらいのですが、要するに

保険税は減るのですがそれ以上に給付費とか出ていく分の負担が減りますので、国保とし

ては不利にはならないということです。それともう１つ前期高齢者交付金というのも前期

高齢者の割合に応じて交付されますので、当然若い世代の方が出ていくということで前期

高齢者交付金は増加します。国保自体に対しては、悪い影響はないわけですが当然被用者

保険の方には負担増ということになりますので、そういった意見も今後調整することにな

るかと思いますが、一応段階的に行うという方向性が示されたようでございます。その下

に、令和２年度所得から公的年金等控除、基礎控除等の見直しが図られまして令和３年度

課税分から、基礎控除３３万円が、所得に応じて４３万円から０円というふうに改正され

ますが、ここに関しては、もちろん保険税自体には影響は生じますが、基本的に４３万円

基礎控除の方に該当します。０円という方はかなり所得の高い層でございますので、基本

的にはこれは基礎控除が上がるということになれば、保険税の影響というのはあります。

ある研究者のもとでは大体被保険者２．５万人あたりで１億円の減収になるのではないか

という試算もありますので、仮に佐賀市が４．６万人ぐらいの被保険者数ですので、この

試算でいえば２億円弱の減収の見込みがあるということですが、まだこちらの方もはっき

り見込んだわけではありませんし、これについては令和３年度分の課税ということになり

ますので、来年度ではなくて再来年度から影響が出るということになります。こういった

背景があるということをお示しさせていただきました。そして、方向性をこの後に決定し

ないといけないということですが、先程も申し上げましたように A 案・B 案・C 案という

ことで今日、協議をさせていただきながら方向性を決定することになろうかと思います。

まず A 案ですが、基金を全額１．２億円活用しまして、税率を改定しないという案です。

メリットといたしましては当然税率が上がらない、デメリットといたしましては来年度以

降また赤字のリスクがあるのではないかというところです。当然基金がなくなりますので、

来年度以降の税率改定の際、上げ幅が急に上昇し、あとは素直に従うしかないことになる

かと思います。B 案としてはその基金を一部活用する、ここで仮に０．６億円入れるとい

った場合に、当然そうすることで標準保険税率よりも若干低い税率に設定することが可能

となる、つまり A 案のデメリットを少し緩和することができる案となっております。続き

まして C 案、基金を活用することなく標準保険税率に順じた税率に設定する、メリットと

しては、当然国保財政は安定します。それと今後、次の税率改定の時期や上げ幅の選択肢

も広がってまいります。税率上げ幅が小さくなるということも考えられます。当然デメリ

ットとしては標準保険税率どおりに税率が上がるということで、2 年ぶりでの改定という

部分ではそれなりの負担を求めるといったことになるかと思います。一応この後、A 案・B

案・C 案について、皆様のご意見を頂戴したいところなのですが、最後のページに今後の

決定に至るまでのフローということで書かせていただいております。この表につきまして

は第１回の時にもお示しをさせていただいたのですが、一番左端が国の方の動きです、国

の方は令和２年度の試算用の仮係数として、大体１０月ごろに仮係数を出します。それを
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もとに佐賀県が１１月をめどに標準保険税率、その国の仮係数による標準保険税率を提示

します。今回、右側の令和２年度保険税の検討と書いておりますところが今日の場であり

ます。第２回国民健康保険事業の運営に関する協議会です。来年も保険税を改定する必要

がなければ、今回の会議は開く必要がなかったのですが、１．６億円の開きがありました

ので、今回会議をさせていただいたということでございます。この後、令和２年度の試算

用の確定係数というのが、国の予算の固まり具合で出されますが、これが１２月の末、２

５・２６日ごろにしか出さないと思いますが、これをもとに来年の１月に佐賀県の方で確

定係数による試算を行い、そしてそれをもって最終的に年明けに第３回の運営に関する協

議会をさせていただくということになります。それと、１ページ戻っていただいて、１３

ページ、方向性の決定の A 案のところで１．６億円が資金不足なのになぜ１．２億円の基

金でまかなえるのかという疑問を持たれたかもしれませんが、実は賦課限度額が来年度３

万円程上げさせていただく予定になっておりまして、その分の税収増が大体４千万円から

５千万円程見込まれます。それを合わせれば大体１億６千万円から１億７千万円程度はま

かなうことができるのではないかということで、１．２億円活用する案を税率上げないと

いう案として示させていただいたところでございます。説明は以上になります。非常に少

し難しい、分かりづらい点もあったかもしれませんけれども、何かご質問をいただければ

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 はい、ありがとうございました。この協議会では最後にご説明した方向性を判断してほ

しいということですけれども、その前に今説明された中身で何かご質問とか、ご意見ござ

いましたらお願いしたいと思います。はい、どうぞ。 

 

【Ａ委員】 

 協会けんぽです。１．２億円を基金として保有していらっしゃって、不測の事態に備え

る。この不測の事態というのはどういう場合を想定されているとかは決められているので

しょうか。 

 

【事務局】 

 はい、ここに不測の事態ということを書いておりますが、これまで広域化前は市単独の

運営でありましたので、例えばインフルエンザがうんと流行ったりだとか、平成２７年の

高額医療がありましたけれども、C 型肝炎の、ああいったものに対する基金として、それ

までの国保税は予算規模の５%ぐらい確保しなさいというルールがありました。ですから

例えば佐賀市が２７０億ぐらいの予算規模であれば、１２・１３億円ぐらいは本来基金と

して持っておきなさいということだったのですが、実は今私どもは３０年に黒字化したも

のでその半分を積ませていただいております。毎年２．２億円の県への返済もありますの
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で、全額基金というわけにはいかなかったのですけれども、半分の１．２億円を基金に積

んでおります。どういった時にこれを活用するかというと、例えば、もしその年度におい

て不足が見込まれる場合は、県の基金から交付されますので、その年度に足りないという

ことは基本的にはないのですが、その県の基金から交付されたものというのは翌々年度か

ら返済する必要があり、返済分として納付金が上がりますので、そういったものに基金を

活用する必要があるのではないかと考えております。 

 

【会長】 

 よろしいですか。他に何かご質問ございますか。今までの説明された中身で何か、こう

いうことをちょっと聞きたいとか、こういうことはどうだろうかとか、そういうものがあ

れば、まずはお聞きしたいのですけれども。よければ、今回委員の皆様方に先程、事務局

から説明がありました方向性、A 案・B 案・C 案という提案をされてますが、この件に関し

まして、ご意見ございましたら、お願いしたいと思います。はい、どうぞ。 

 

【Ｂ委員】 

 佐賀市医師会○○です。ちょっと質問なのですけども、さっき令和９年県内保険税一本

化ということでしたけれども、これは令和９年には今のこの議論になっている税率という

のは全部県内一本化するというふうに理解していいのですかね。 

 

【会長】 

 はい、お願いします。 

 

【事務局】 

 はい、今広域化によって、給付の部分では高額療養費なんかと連携して、回数を合算し

たりしておりますが、標準保険税率というのは２０市町それぞれバラバラであります。せ

っかく広域化県になっても、例えば佐賀市と隣の小城市ではもう保険税率が違うのです、

そうなるとやはり非常に問題があるということで、令和９年度に県内全市町の保険税率を

一本化することを目標にしております。令和 9 年というのは佐賀県の場合で全国それぞれ

違うと思います。もうすぐ一本化しようという都道府県もあったと思いますが、佐賀県に

おきましてはなぜ 9 年という期間を設けたかというと、結局高い保険税率の町と低いとこ

ろを一本化に一気翌年にしてしまうと、そこで激変が起きてしまいます。安くなる市町は

問題ないのですけれども、逆に高くなる市町がありまして、来年一本化ですよということ

になると基山町が今１．０７ぐらいの指数なのですけど、これ１．２ぐらいまで持ってい

かないといけないのです。そうすると基山町の町民の方はその分保険税をいきなり上げら

れてしまいます。そこで９年間という期間を設けさせていただいて、徐々に医療費水準も

合わせていこうと、その間に医療費の格差をなくす努力をしていこうという期間が９年間
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ということになります。ですから先程も申し上げたように、令和９年になればどの市町に

いっても同じ保険税率と、佐賀県民は所得割がいくらであると、均等割が一人いくらです

よということも、令和９年には一応目標としてやろうということを今決めて進めておりま

す。 

 

【Ｂ委員】 

 それじゃ、方向性を決めるにあたっては、そのことも考えて決めないといけないという

ことですか。 

 

【事務局】 

 佐賀市には基金が１．２億円しかないのですけれども、例えば仮に今基金がふんだんに

あったとして、佐賀市だけが標準保険税率を無視して基金があるからどんどん抑えていこ

うとすると令和９年を迎えた時に乖離の幅が広くなりますので、いきなりそこでドンと合

わせることになると非常に危険ではないかなと考えております。ある程度基金も活用しな

がら標準保険税率に合わせつつ、県内の基本的な割合５０対３０対２０というところにも

少しずつ合わせていくべきではないかという部分での懸念事項とさせていただいておりま

す。 

 

【Ｂ委員】 

 そうすると B案みたいにしていた方がいいということですかね。 

 

【事務局】 

 そうですね、おそらく A 案をした場合に、またここでは基金がない状態で、令和３年度

を迎えるとなると医療費というのは年々増加傾向にありますので、確実に保険税というの

は上がってしまいます。すると令和２年度に保険税率を上げていない分令和３年にそれだ

け反動が大きくなるというところはあると思います。今度は C 案にした場合に、その分、

来年度の上げ幅は適正になるのですが、今基金をずっと持ち続ける必要が実はない状態と

いいますか、基本的には佐賀県の方にも基金が積まれていますので、先程申し上げました

とおり、不測の事態の時には佐賀県が一応その年度の手当はするようになっております。

ただ翌々年度に返済財源として求められるわけなのですけれども、単年度では不測の事態

に備えることが可能となっていますので、ある程度基金は持ちつつ、使いつつといいます

か、それが必要かなと思っております。 

 

【会長】 

 よろしいですか。私から質問していいでしょうか。先程の一本化という考え方は６ペー

ジのその所得割・均等割・平等割の３つが一本化になるということなのか、それとももう
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全てその給付の状況にかかわらず、県内全部同じ税率になっていくという、どっちになる

のですかね。というのは後の後者であれば、当然今後の一本化になった後に、こういう運

営協議会とか、そういうのは必要なくなる、要するに制度を県が全て決めてしますので、

後は言われた通りにするだけの話になってしまいますので、そういうのはなくなってしま

うのかという気がしますけれど。 

 

【事務局】 

 実は「一本化」の定義はいろいろございまして、医療費水準の反映をなくすだけで保険

税率はそれぞれ市町ごとバラバラという一本化もあります。今、標準的な医療費より高い

市町は 1.3 倍かけたりするのですけれども、それをただ単になくすというもので、税率は

各市町でバラバラですよという考え方の一本化もありますが、佐賀県の理想としては令和

９年度に同じ税率であるということを目指してはいます。ただその時点になって、９年間

でなかなかそういった各市町の差が縮まらない場合はただ単に医療費水準の反映をなくし

て、同じ条件で納金は求めますが、各市町それぞれの所得割と均等割・平等割のかけ率で

税率を求めますよという考え方が残る可能性もあります。 

 

【会長】 

 結果的にいうと、そこまでまとまってないということ。 

 

【事務局】 

 理想は保険税も県内統一で合わせたいという目標がありますが、決定ではありません。

医療費水準の反映をなくす、要するに医療費が高い低いにかかわらず、あなたの町の所得

や被保険者数によって、納付金を割り当てますという、県が市町に求めるところでの一本

化があります。各市町がどうやってそれを保険税として賦課するかは若干、各市町の考え

方を残すという一本化です。分かりづらいと思いますけれども、まず納付金を求めるにあ

たって医療費が高い市町は納付金を高く求めてますよと、安い市町はそれだけ安くします

よというのが現状でありますが、医療費指数をどれだけ反映するか（これをαといいま

す。）を段階的に縮小していきます。今は 100%反映していますが、それを段階的に縮小し

て、医療費が高くても安くても同じ所得と被保数で納付金を求めますよと。今度はその次

にその求められた納付金を納めるための保険税率も県内で統一させましょうという目標で

すが、そこには各市町のまだ裁量を残すという考え方も今後出てくるかもしれません。 

 

【会長】 

 私なりに理解すれば、各県から各市町に対する負担の額というのはその算出の仕方は一

本というか平等に、例えば人数とか、この先程 6 ページにいった所得割と均等割・平等割

というか、所得の額によってかかるそういう何というか、県からこれだけ納めてください
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ねという、その算出の根拠というのは一本化しますよと、ただどういう税金を取るのはま

だそこまで決まっていないというふうに理解してもいいのですか。 

 

【事務局】 

 まず各市町に納めていただく納付金を算出しますが、その段階で、今医療水準が高い市

町、低い市町と少しバランス、少し傾斜をつけているのですけれども、それを令和９年度

までになくすという考え方は絶対に入ってきます。医療費が高くても安くても、納付金の

額は例えば、分かりやすく言えば、人の数で決まると思ってもらっていいと思います。う

ちは 5 万人だから 5 万人分を出さなければいけないのだという考え方です。次のステップ

として、それを保険税として被保険者の方に求めるわけですけれども、そこを県下一本の

同じ税率でするのが理想ではあり、目標としていますけれども、今後税率との激変が起き

ないようにしていく上で、少し検討の余地が残る可能性があるということです。 

 

【会長】 

 分からなければ、どんどん聞いてください。はい、どうぞ。 

 

【Ｂ委員】 

 ちょっと基本的な質問のですけれども、医療費水準の話だけあと、医療費指数ですね、

各市町で異なっているという、さっきの最初の説明で人口とか年齢構造は全部調整してあ

るということでしたけれど、これ低ければ低い程いいということですよね。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【Ｂ委員】 

 これは人口、てっきり高齢者が多いから高くなるのかなと思っていたら、そうではない

ということなので、これは何が原因で、この差の低いところで 1.07、多いところで 1.35

というのは何が原因でこういう差ができるのでしょうか。この市町村ごとの差ができる理

由というか、指数が、年齢とか人口構成は調整してあるけれども、例えば、医療費水準は

そこに書いているみやき町と基山町でこれだけ大きく差が出るのは、なるべく同じように

する努力は必要だという話でしたけれども、何を努力されたかなと。 

 

【事務局】 

 それはなかなか難しいですね。どうしたらみやき町が下げることができて、要するに下

げることができるかという。 
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【Ｂ委員】 

 それを今後していこうというふうなお話だったですよね。標準化になるように努力して、

均一になるようにという話でした。 

 

【事務局】 

 私たちでできる範囲というのは重症化予防とか、ジェネリックの推進とか、そういった

保健事業等になってくるのかなと思います。後は病床数の問題はまた我々というよりも、

もう少し県の方で考えていく部分かもしれませんが。 

 

【Ｂ委員】 

 ということは高いみやき町というのは高額な医療をたくさん使っているということなの

ですね。 

 

【事務局】 

 そうですね。 

 

【Ｂ委員】 

 それを今後是正していく必要があると。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【Ｂ委員】 

 わかりました。 

 

【会長】 

 よろしいですか。佐賀県の医療費水準が高いのはやはり入院とかそういう病床数とか、

そういうのがやはり全国に比べて、割合が高いというのもあると思います。そこに医療負

担がかなりかかってくるのかなと、それを少なくしてくださいとは言わないかもしれませ

んけれども、やはりそういうところになるべく、入院しても短くしていくとか、そういう

ふうなことをやはり考えてもらっていく必要があるのかなという気がいたします。他に何

かご質問ございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

【Ａ委員】 

 協会けんぽです。協会けんぽは、収支は単年度で均衡させるというのが法律上決まって

はいるのですけれども、医療費は上がってきているので、黒字であっても準備金としてず
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っと積んでいっている状態なのです。国保の場合は基本的に単年度収支均衡で、かかる分

を見込んで、税率を上げていくというのが基本だと思うのですけれども、その方向性はも

う変わらないということで、今ある基金を活用するかというところなのでしょうか。 

 

【会長】 

 どうぞ。 

 

【事務局】 

 基本的には収支は単年度単年度で均衡を保っていくという考え方は昔からあります。

元々、保険税、税額・税率を決める時に必要となる額をいわゆる所得であったり、被保険

者数等で按分して自動的に定額税率が決定されるものというのがベースにあります。とは

いえ、国保というのは非常に低所得者が多かったり、また高齢者が多い、そして一人あた

り医療費も高いという中で、平成２９年まではそれぞれの自治体の例えば首長さんの判断

とかで一般会計からの政策的な繰り入れをして、保険税を抑えたりしたという経緯があり

ます。ただこれは平成２９年度までの話で、これをしてしまうと実際に国保としての医療

費がどのくらいかかっているかというのが非常に見えないということで、平成 30 年度の

広域化では基本的に一般会計からの繰り入れはしてはいけないと、ただこれまでしてきた

経緯もありますので、激変緩和的に５・６年間だけは大丈夫ですよというのが国の考えで

あって、基本的には６年ぐらい経てば、一般会計の繰り入れというのはしないでください

と、そこで実際国保として、どのぐらい医療費がかかっているのかを見極め、と、そこは

標準保険税率を県が示すことによって、しっかりと収支均衡を図ってくださいというのが

今回の広域化の基本的な考え方になります。 

 

 

【会長】 

 よろしいですか。 

 

【Ａ委員】 

 はい。ありがとうございます。 

 

【会長】 

 他に何かご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

【Ｃ委員】 

 今年は１．６６億円のマイナスで来年度も大体似たような傾向であれば、やはり同じよ

うにマイナスが出る可能性があるわけですよね。そうすると一定の上げ幅がなければ、や
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はりもっとマイナスという状況にはなるので、一定の上げ幅は必要だというふうに自分は

考えるのですけれども、それについてはいかがでしょうか。 

 

【会長】 

 どうぞ。 

 

【事務局】 

 今回の保険税額は一定の上げ幅で上げる必要があるのではないかということですね。そ

れはありますね。令和３年・令和４年という段階に来ても、医療費というのは伸びるわけ

ですから、今の流れで言えば、当然もし今回基金を、まだもっともっとあって、２年間上

げなかったといったら、その２年度の乖離が開くことになりますので、基本的には標準保

険税率に近づけるというのが基本的な考え方だとは思います。 

 

【会長】 

 よろしいですか。はい、他にはございますか。はい、どうぞ。 

 

【Ｄ委員】 

 被保険者代表の○○です。この１億６千万円分の資金不足を解消するための案が出てお

りますが、今年度の決算とかの見込みでもう完璧赤字なのですかね。その赤字・黒字とい

うのがはっきりした時点で、もしかしたら一応決めはしますが、変える必要がないという

可能性もあるのでしょうか。 

 

【会長】 

 どうぞ。 

 

【事務局】 

 今年度に関していえば、黒字・赤字、基本的にはどちらかわからない、まだこれから来

年１月・２月医療費かかりますので、ただ今の推移でいけば、極端な赤字ではないし、若

干の黒字がでるのではないかなというような見込みを立てております。仮に例えば今年度

１億円黒字が出たと、そうなると私どものルールの中では半分を基金に積ませていただき、

半分は一般会計の方にということになります。ただそれも実は、一般会計から毎年過去の

返済分が２．２億円、今年度から返しておりまして、その分の財源というのを調整がされ

る可能性もあるとは思っております。昨年に関しては一応基金として半分を積ませていた

だいたのですが、今年度に関してはもし仮に基金で黒字になっても、そのうち半分を基金

に積むというルールになっておりまして一般会計からいただいているという事情もありま

すので、一般会計から繰り入れる額がだ調整されていることもあり、そのため黒字分に関
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してはあまりあてにできないですし、極端に黒字が出るということもないと思います。 

 

【会長】 

 できれば３０年度の合併した時、一本化した時に赤字をなくしてこいという県の指導が

あって、そこの借金の返済のために、まあ借りているという表現がいいのかどうか分から

ないけれども、その辺の話を少しされた方がいいと思います。 

 

【事務局】 

 ９ページを見ていただいてよろしいでしょうか、９ページにこれまで保険税、税額の推

移ということを書いておりまして、平成２５年に９年ぶりに改定をさせていただいたとい

うお話をしたのですが、実はこの間なぜ９年間税額を変えなくてよかったかというと基金

を使い続けてきました。すると本来集めるべき、かけるべき保険税との乖離が生じてしま

ったと私は思っていまして、平成２５年に平成２４年に比べて保険税を９．５%程上げた

のです。それでも２５・２６・２７と３か年間、赤字を続けてしまいました。結果的に２

５・２６・２７の累積赤字は約２０億円になりました。これではいけないということで、

２８年度に改定をして、２８から以降は黒字になりました。２８・２９年度で、その２０

億円の赤字のうち、１４.６億円ぐらいまで赤字を圧縮することができました。そして３

０年の県広域化を迎えるにあたって、１４．６億円の赤字をゼロにして広域化を臨もうと

したのですが、その１４．６億円の赤字への対応としては１１億円を県の基金から借り入

れ一般会計から残りの３．６億円いただきました。それでゼロにして３０年を迎えたとい

う経緯です。その１１億円県から借りたのが、２９年に借りたのですが、その返済が３０

年を据え置いて、３１年つまり今年から２．２億円ずつ返済を５年間かけてすると、その

２．２億円の返済財源としては保険税ではなくて、一般会計からいただきながら２．２億

円、今年度から５年間返していくという考え方です。 

 

【会長】 

 今説明があったように、２．２億円ずつ一般会計から返すような形になっていますので、

仮に先程カテゴリーにあったように黒字になれば、その２.２億の返済の分に黒字分の一

部あててくれという話もあるのかも分かりません。まあそういう含みがあるということを

今まで説明してもらったような次第です。他に、何かご質問ございましたら、お願いいた

します。いかがですか。何か質問等もう出つくしましたかね。そしたら先程からいろいろ

説明が、ご意見とかもありましたけれども、方向性をこの委員会、協議会で示す必要があ

ると思います。まあ A 案・B 案・C 案、どれがいいですかという話なのですけれども、今

までの委員さんのご意見なんかをちょっと拝聴しているとどうも B 案一部というのが意見

としては多いよう気がします。A 案とか C 案がいいよという人がいらっしゃったら、ちょ

っとご意見いただきたいと思いますけれども、何かございますか。私がどうしろという話
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でもないのですけれど、皆様方で判断してもらえればいいという気はいたしますが、先程

から説明した中で今後のことを考えた時にやはり A 案は全て基金投入して、後のことは後

のことというふうなことになるのかなという気はいたします。C 案というのはちょっとあ

まりにも負担増になってくるのかなというのもあって、皆様方のご意見の中も折衷案とい

うか、B 案あたりでどうかというご意向のだと、私は理解したのですけれども、そういう

方向性で提案をしたらどうか思いますが、いかがでしょうか。もし B 案でよろしいという

ことであれば、挙手をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。一応、全員

B 案という趣旨でこの協議会としては判断をいたしましたけれども、よろしいですね。そ

ういう方向性で、また最終的には県の方から確定というか、そういう部分が提示されると

思います。それを受けて、次回の協議会で最終的な判断をまた委員の皆様方にはお願いし

ようかなと思いますので、取りあえず今回の協議会の意見といたしましては B 案、基金の

一部を０．６億円程度を活用して、標準保険税率の率の低下、低い税率に設定したいとい

うふうなご意見ということで、協議会のご意見とさせていただきたいと思います。事務局

から何かあれば、お願いします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。それで今 B 案という方向性が示されたということで、実は年

明けて、すぐ 1 月のうちに第３回をさせていただく必要がございまして、実は今回、税率

改定にあたっては３月の予算審議、条例改正で議会に図る必要がありまして、その前に市

長から諮問させていただくという会議が第３回になります。実は市長の日程等、また議会

等の日程の関係もありまして、日にちを 1 月３１日で一応予定をさせていただいておりま

す。改めて、また資料等はご案内をさせていただきますが、一応予定で 1 月 31 日金曜日

の 14 時あたりになるかなというふうに考えております。はい、一応またご案内をさせて

いただきますので、一応予告ということで、お願いします。 

 

【会長】 

 第３回は１月３１日の 14 時を考えているという提案でございました。その時はまたよ

ろしくお願いいたします。一応提示された議事については以上ですけれども、その他とい

うのが掲示をされていますので、その他というのは皆様方からのご意見とかもいいのです

ね。その他の中で、皆様方から今回の議事に関係なく、国保の内容について何かご意見等

ご質問・ご意見ございましたらお願いしたいと思いますが、何かございますか。ございま

せんか。事務局から何かございますか。 

 

【事務局】 

 特にございませんが、非常に分かりづらい説明だったかなと思って、本当に申し訳なか

ったです。もし後でも結構ですので、また第３回もありますので、何か質問等いただけれ
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ばお答えをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。私も不慣れでなかなか上手い議事進行にはなりませんでした

けれども、皆様方のご協力で無事終了させていただきました。本当にありがとうございま

した。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。これを持ちまして終了させていただき

ます。お疲れ様でございました。 

 

【参加者一同】 

 ありがとうございました。 

 

【司会者】 

 それでは以上をもちまして、令和元年度第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。長時間お疲れ様でございました。あと駐車券を会議前

にお渡しをいただいている方は処理をした分をお渡ししますので、帰りに受け取られてく

ださい。 

 

(01:06:26)  


