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令和元年度 第３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２年１月３１日（金） 

１４時～ 

                           場所：議会第４会議室 

 

１ 開会 

２ 辞令交付（委員紹介） 

３ 会長選任 

４ 会長あいさつ 

５ 市長あいさつ 

６ 市長から運営協議会への諮問 

７ 議事 

  Ⅰ.令和２年度佐賀市国民健康保険税 

  Ⅱ.令和２年度佐賀市国民健康保険特別会計予算（見込み） 

  Ⅲ.オンライン資格確認等システム 

  Ⅳ.令和２年度の保健事業の取組 

 

１. 開会 

 

【司会者】 

  皆さんこんにちは。定刻になりましたので令和元年度第 3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. 辞令交付 

 

 【司会者】（新委員紹介） 

 

３． 会長選任 

 

   

４.  会長あいさつ 

 

 【司会者】 

それでは最初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 

 

５.  市長あいさつ 

 

【司会者】 

ありがとうございました次に市長があいさつを申し上げます。 
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   【市長】 

    市長あいさつ 

 

６． 市長から運営協議会への諮問 

   

   【司会者】 

ありがとうございました。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

 名のうち 12人の委員の方に御出席いただいております。また、委任状の提出が 5名とな

っております。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催の要

件である委員定数 3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、

よろしくお願いいたします。それではここで資料の確認をさせていただきます。まず 1枚も

のの次第、それと佐賀市国民健康保険の保険税率等の改定について（諮問）、そして先日送

付させていただいておりました令和元年度第 3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、それと、委員名簿最後に 1枚もので資料 1というふうに配付させて

いただいております。机上にお配りしておりますのでご確認をお願いいたします。それでは

ここで市長から佐賀市国民健康保険の保険税率等の改定についての諮問書を会長のほうに提

出させていただきます。 

 

   【市長】 

それでは、諮問をさせていただきます。佐賀市国民健康保険の保険税率等改定について諮

問。このことについて国民健康保険法第 11条の規定に基づき、令和 2年度国民健康保険税率

等について御審議いただき、答申くださるよう諮問します。 

  

 

７.  議事 

 

【司会者】  

ここで市長は公務の都合で退席をいたします。 

 

  【市長】 

それでは御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

  【司会者】 

それでは、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、会長が行うこととなっております。それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

  【会長】 

会長ということで、私が議事進行を務めさせていただきますので、どうぞ御協力よろしく

お願いいたします。本日は、税率の改定の諮問がございました。諮問の内容につきまして

は、先ほど市長からありましたとおり議事の 1ですね、令和 2年度佐賀市国民健康保険税に

ついてということです。次第に沿って議事を進めていきたいと思います。まずはですね、1番

目の令和 2年度佐賀市国民健康保険税についてということで、事務局の方から説明をお願い
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いたします。 

 

 Ⅰ.令和２年度佐賀市国民健康保険税 

  

  【事務局】 

それでは 1番の令和 2年度佐賀市国民健康保険税について説明させていただきます。皆様

のお手元の資料と同じものが右手側のスクリーンのほうに移し出されておりますので、こち

らからご覧いただければと思っております。 

まず 1ページ目です。今回新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、前回の協議

内容も含め、おさらいをさせていただければと思います。 

我が国の医療保険制度は原則としてすべての国民が何らかの公的医療保険制度でカバーさ

れるという、国民皆保険に最大の特徴があります。昭和 36年に国民皆保険制度がスタートし

て以来、国民健康保険は市町村が運営をしてきましたが、平成 30年 4月に国保制度が大きく

変わり、都道府県が国保財政運営の責任主体となりました。市町は資格管理、保険給付、保

険税の決定、賦課徴収、保健事業など、地域におけるきめ細かな事業を行うことになりまし

た。 

それでは 2ページでございます。県が財政運営の責任主体となったことによりまして、県

内の医療給付費等の見込みを立てて、県全体の保険料収納必要額を算出し、市町ごとの納付

金を決定いたします。この納付金を決定するにあたっては、所得水準・年齢調整後の医療費

水準を考慮いたします。これは何かというと、所得が高い市町は若干多めの負担をしなけれ

ばならない、また所得が低い市町は少し負担を抑えられることになります。それは半分であ

り、残りの半分は医療費水準で決まってきますので、今のところでは医療費水準、当然佐賀

市と他の町ではいろいろ水準に差がありますが、医療費水準が高い市町は高い納付金、低い

市町は低い納付金の額となるような形をとっております。 

この納付金額を決定するのが佐賀県でありますが、さらにその納付金を納めるに当たっ

て、どのぐらいの保険税率を設定すればいいかというものが、県が示す標準保険税率と言わ

れるものであります。市町は県へと納める納付金や、自らの市町の保健事業費を賄うために

市町ごとの予定収納率を定めます。保険税を掛けても、各市町の収納率と言われるものはば

らばらでございます。例えば、佐賀市は現在 97％以上の収納率がありますが、その他の市町

では 94～5といった収納率でございます。当然高い収納率を維持しているということはそれ

だけ賦課する保険税を抑えることができます。こういったものや、県が示す標準保険税率に

基づいて、実際に賦課していく保険税を決定していくことになります。 

こちらの図で説明いたしますとこれまで市町だけで運営していたものが、上にですね、県

との繋がりが生まれまして、市町は納付金を納め、県は交付するという形になります。この

交付金ですが、普通交付金・特別交付金と分かれるんですけれども、その年に求められた納

付金をきちんと納めてさえいれば、県は責任を持って、掛かった医療費を確実に交付しなけ

ればなりません。この普通交付金と言われるのが通常の医療に掛かる交付金であります。も

う 1つの特別交付金といいますのは市町の財政状況やその他の特殊要因を登用して財政の調

整を行うものとなります。 

次のページをお願いします。こちらは前回の第 2回、昨年の 12月 18日に協議した内容で

あります。前回の標準保険税率は仮係数と言われるものであります。国民健康保険事業費納

付金と標準保険税率の算定に用いる仮係数というものを国が示しましたので、それをもとに

県が示したものであります。表を見ますと、1番上に現行税率です。その 2段目に標準保険税

率の仮係数、3段目がその差となります。保険税の構成としては左から医療分、後期高齢者医
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療を支援する後期高齢者支援金、介護納付金分となります。この介護納付金分につきまして

は 40歳以上 64歳までの方のみに掛かる保険税になります。それぞれの医療分、後期分、介

護分というものが、所得割、均等割、平等割という構成になって、所得割というのは所得に

何％と掛けるものであり、均等割というのは、被保険者の家族構成が 5人であれば、5人分一

人一人にかかる、平等割が世帯全体に掛かるという構成になっております。 

これが前回の協議内容の仮の段階で、【参考】現行との収納見込の差ということで、医療

分で 4,400万円ほど足りない。後期高齢者支援金分で 1億 3,000万円ほど足りない。介護納

付金については 1億 1,000万円ほど多くなるということになりまして、これを全部足し合わ

せますと合計で、財務会計は 1億 6,600万円ほど不足するということになっておりました。

この 1.6億円をどのように賄うかということで、その資金不足への対策案として A案 B案 C

案と出させていただいております。大きく言えば基金が 1.2億円ありますので、それを活用

するかしないかというところです。 

結論としては、Ｂ案の基金で 1.2億円のうち 6,000万円を活用して標準保険税率よりも少

し低い税率に設定しようという案が前回までの協議会となっております。今回、年が明けま

して、国が確定係数というものを出しました。確定係数による標準保険税率が示されたわけ

であります。この確定係数を示すに当たって、仮係数からの増減の要因を書いております

が、まず、診療報酬改定が行われました。医療分について本体の分は上がりましたが、薬価

の方で下がり、結果的に県全体の保険給付費額が下がったということになりました。あと、

都道府県繰入金の交付予定額の減少に伴う医療分の増加ということですが、都道府県の繰入

金というのは、激変緩和のために用いる交付金でありまして、現行税率との差が大きい市町

に多めに交付される公金となっております。この結果、佐賀市は医療分が若干増加へと働き

ました。あと介護納付金というのがありまして、介護納付金は 40歳から 64歳までの被保険

者数に応じて変わってくるものですが、この推計値によって介護納付金が減少傾向に働いた

というところがあります。 

そういったものを加味した結果ですね、前回資料と同じように上の表見ていただきます

と、一番上が現行税率で、次の段に標準保険税率、これが確定係数です。３段目にその差を

出しています。現行との収納見込みの差を 1番下の参考という形で出しております。結果、

医療分で 7,500万円ほど足りない。後期高齢者支援金分として 8,800万円ほど足りない。介

護度で 5,200万円ほど足りないということで、これを合算いたしますと、1億 1,100万円が不

足するということになって、現行税率のままの場合は、令和２年度に 1.1億円の資金不足が

生じる見込みとなりました。この資金不足への対策といたしましては、これは前回の協議内

容でありますけれども、国民健康保険の基金 1.2億円を保有していますので、その中から

6,000万円を繰り入れまして、さらに、0.5億円足りませんので、0.5億円の増収が見込める

ように国健康保険税を改定する必要があるという内容となりました。 

5ページをお願いします。改定案が大体どうなったかといいますと、また表のほうになりま

すが、これをまた 1番上のほうから説明させていただきますと、表の 1番上が現行税率、そ

の下に標準保険税率と言われるものが今回確定係数を用いて出されたものです。黄色く色を

付けている部分が、今回の改定案とさせていただきます。標準保険税率を参考にしながらど

ういう改定案にさせていただいたかというと、できるだけ標準保険税率に近づけつつも、均

等割とか平等割と言われるものを 500円単位で切り捨てをさせていただきました。 

その結果、表の 4行目を見ていただきますと、医療分の所得割では 0.1％下げさせていただ

き、均等割は 900円、平等割は 300円上げ、後期高齢者支援金分の所得割としては 0.2％上

げ、均等割は 700円上げ、平等割はそのまま、介護納付金分については、0.4％下げ、均等割

は 700円下げ、平等割を 200円下げるという形、つまり 2段目の標準保険税率に近づけつつ
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も、均等割、平等割は 500円未満を切り捨てました。そうしますと、5段目の税率改定による

収納見込の差というところに一体どのくらいの税収が見込めるのかが示されまして、それぞ

れの合計が医療分で 2,600万税収が上がり、後期高齢者医療分の 8,100万上がる。介護納付

金で 5,800万落ちますが、あわせまして 4,900万円、ほぼ 5,000万近く税収が見込めるとい

う計算になりました。 

その 1番下に参考ということで、よく議会等でも問われるのですが、今回の保険税を変え

た場合にですね、平均でどのぐらい上がるのですかという質問を受けることがあります。1人

当たりでいえば、医療・後期分としては、あくまでも平均で 1.46％、平均 1,600円ほど上が

りますよということです。40歳から 65歳未満で医療・後期・介護分の方については平均で

0.73％下がり、1人当たり 1,020円ほど保険税が下がる計算となります。全体で見ますと、今

回の保険税改定案では、現行と比べて平均で 0.64％の増加。これを 1世帯当たりに置き換え

ますと、医療・後期で 1世帯当たり平均で 2,600円程上がり、増加率は 1.46%です。40歳か

ら 65歳未満の介護保険納付金を納める部分に該当する方は世帯で 546円下がり、0.25%の減

少。世帯全体では平均 1,256円余り増加率としては同じくらいという、参考資料でした。 

その次でございます。6ページをご覧ください。今回の改定案を実際採用した場合にです

ね、どの程度の影響があるかということでお示しをしております。まず資料のほうからです

が、①1人世帯、これは 40歳以上 65歳未満、要するに介護納付金がかかる世代ですね。この

世帯、1人世帯で言いますと、おおむね所得が 700万円の世帯までは、税額が下がるという計

算になっています。保険税を上げておきながらですね、介護の 40歳、65歳未満の方たちにつ

いては税額が下がってしまうという内容になっております。同じように②ですね、40歳から

65歳未満の方の夫婦 2人とお子さんが 1人という世帯が仮にあったとした場合に、7割軽減

の所得が 33万円以下の低所得者の部分のところは 1,100円程上がりますが、その他の部分に

おいては下がっていき、800万円を超えると 10,200円程上がります。ただ、これだけ見ます

と、保険税を上げたにもかかわらず下がっているように見えてしまいます。そこでもう 1

枚、資料 1という一枚紙の資料をご覧ください。こちらも 1人世帯、3人世帯と少し極端な例

ですが、1人世帯の場合、例えば 40歳未満の方の 1人世帯、もしくは 65歳以上の 1人世帯の

方はどうなるかといいますと、所得に応じて 600円から 12,000円まで上がることになりま

す。同じようにその下もですね、40歳未満の 3人世帯、つまり 30代の夫婦に子どもが 1人、

もしくは 65歳以上の 3人で構成されるような世帯が仮にあった場合には、1,500円から

11,200円まで所得に応じて上がることになります。一番下の 2段は差が 0円となっておりま

すが、国保税には上限額が設けられております。ある一定の所得を超えると、保険税が上が

らなくなるという領域です。そういった理由から、0円と記載しております。 

それでは次に 7ページをご覧ください。【参考】として、来年度のその他の動きとして。

診療報酬改定と書かせていただいております。これは病院にかかる際に、保険診療ですか

ら、それぞれの治療行為に点数がつけられております。これは 2年に 1回改定が行われてお

りまして、来年度の 2020年度が改定となっております。来年度、医師や看護師の人件費等で

ある「本体」と言われる部分は 0.55％引き上げがなされて、薬代であります「薬価」部分に

おいては 1.01％引き下げられました。これにより全体で 0.46％相当の引き下げという方針に

なりました。これに伴いまして、標準保険税率確定係数は、3ページの仮係数算定時からやや

減少傾向になったということです。 

それともう一つ、来年度の動きといたしましては、先ほども申し上げましたが、賦課限度

額の見直しというところです。ある一定の所得が上限に達しますと、保険税がそれを超えて

は上がっていかないという上限があるのですが、基礎課税分というのは、医療分になります

けれども、現行の 61万円から 63万円に、40歳から 64歳までの方が納める介護納付金が、現
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行の 16万から 17万円にあがります。あくまでも試算ではあるのですが、こちらの見込みで

は 3,000万円ほど税収増となると予定しています。ですから、先ほどの 5ページに戻りまし

て、試算で 4,900万円と出ております。5,000万円足りないのに 4,900万円ではちょっと不安

ではないかというところを、実はこの上限額が上がる 3,000万円を見込んで、何とか安定す

るのではないか見込みを立てているところであり、賦課限度額が上がるということと同時

に、今回低所得者世帯への軽減措置の対象となる所得基準額が引き上げられます。軽減措置

には 7割 5割 2割とあるんですがそのうち 5割 2割においてですね、現行の所得 28万円以下

に世帯の被保険者全員の数を掛けた分っていうのがあるんですがこれが 5,000円上がりまし

て 285,000ですね。そして 2割軽減についても 51万円から 52万円、要するに低所得者の軽

減幅が少し増えるということですね。当然軽減額が増えるとそれだけ税収が見込めなくなる

ということで、500万円ほど減少にはなりますけれども、その軽減分は、佐賀市の一般会計か

ら繰り入れるということが法律で定められていますので、歳入総額に影響はありません。こ

ちらは、来年の動きとして、ご紹介をさせていただきました。次に 8ページです。来年の税

率改定の協議における部分での最後のページになります。これまでどういう改定の動きがあ

ったかというと、表に黄色く塗られた平成 25年（改定）のところです。その前は平成 16年

と 9年前になりますが、最近では、平成 25年度、平成 28年度、平成 30年度に改定を行って

おります。平成 30年度は、国保が広域化した年ですが、今回もし改定をさせていただくとい

うことであれば、令和 2年度 2年ぶりの改定となります。令和 2年度佐賀市国民健康保険税

についての説明は以上であります。 

 

 【会長】 

 はい、ありがとうございました。ただいま、1ページから 8ページまで順次説明がございま

した。委員の皆様から何か御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。 

 

 【Ａ委員】 

協会けんぽの○○です。40歳以上 65歳未満の方がいる世帯は、トータルで保険税が安くな

るという理解でよかったんですかね。 

 

 

 【会長】 

   事務局お願いします。 

 

 【事務局】 

【資料 1】①は 1人世帯ですから当然安くなりますが、②はあくまでも 3人世帯で 2人夫婦が

介護保険にかかっていて子どもが 1人の場合です。これがもし、例えば子どもさんが 5人な

どとたくさんいらっしゃる場合は、その分均等割額が増えてまいりますので、保険税は高く

なります。今回の改定案では均等割が医療分と後期高齢者支援金分で 1人あたり 1,600円上

がりますので、単純に考えて、子どもさんが 1人増えると現行の均等割額プラス 1,600円保

険税が増える計算になります。例えば、6ページ②の現在収入が 300万である 40歳以上の夫

婦にお子さんが 1人の 3人家族の場合ですと、保険料は現行より 1,300円安くなっておりま

すが、ここにもう 1人お子さんが増えますと、1人あたりの均等割増加分 1,600円が影響し

て、現行より 300円税額が上がることになります。国保の特徴として、所得だけでは保険税

がかからないということで、均等割がなかなか厳しいとよく言われるのですが、このように

ご家族が多くなると、その分税額が上がるという改定案に今回はなっております。 
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 【会長】 

よろしいですか。 

 

 【Ａ委員】 

 すいません被用者は人頭というのに馴染みがないので、ありがとうございます。 

 

 【会長】 

よろしいでしょうか。ほかに何か御質問、御意見等ございませんか。 

 

 【Ｂ委員】 

 すいません、私はですね、シルバーの方からやってまいりました。質問なんですが、今非

常に多いのが年寄りの 2人世帯なんですよ。だから所得が増えない。年金で生活される方が

ほとんどですね。だから今、一番心配されているのがこれからどんどんこういった保険が増

えていくのではないかということです。65歳以上の 2人世帯ではどんなふうになるのかなと

思って。それとですね。今後のことなんですが、皆さん漠然と年金制度も医療制度も非常に

厳しいと分かっておられるとは思うんですよ。だからこそ、将来のことを非常に不安に思っ

ておられる方がたくさんいらっしゃるんです。ですから、これからどのような方向に進んで

いくのか、何か情報をもらえたらありがたいなと思います。 

 

 【会長】 

 事務局おねがいします。 

 

 【事務局】 

 年金世帯の 2人世帯のご夫婦をいうことですね。ここでは示しておりませんが、どうして

も国保は、相当の年金を持っていらっしゃる方には、それなりの国保税が掛かることになり

ます。しかし、多くの 8割を抱える低所得者の方にとってはかなり安い保険税というのが国

保の特徴であると考えています。ですから年金も人によっては国民年金、厚生年金があるな

ど、65歳以上といっても所得に応じて変動してまいります。ただ、おっしゃるとおり現状が

厳しいことは間違いないです。国のほうでも非常に危惧しておりまして、政府のほうでも安

倍総理を中心とした全世代型社会保障検討会議の中で、給付と負担のあり方を昨年度から協

議をしております。今その中で、後期高齢者の窓口の自己負担を 2割にするなどの動きが出

ているところです。また今回消費税を増税いたしましたが、その税収分から保険者努力支援

制度を充実させたりと、国のほうでもかなりの公費を投入しております。ただですね、どう

しても国保というのは高齢者の割合が多いという構造になっています。最終的には県一本化

のあとには、全国一本化というのを国は考えているのですが、第一段階として、まずは県内

一本化を進めています。人口が数千人規模の非常に小さい市町もございますので、県広域化

によって、それらの市町の非常に厳しい財政状況が少しは安定化されるのではないかと思っ

ています。しかし、私たちにも限界はありますので、国からの公費の拡充を求めて、国に対

して色々な要望を強化していこうということで、九州都市国保研究協議会といった九州全体

での場で協議した要望を、厚生労働省へきちんと要望を挙げていこうと努めているところで

す。 

もう一つは、この後、保健事業のお話がありますが、予防できる生活習慣病を予防し、ま

た重症化をさせないということで、医療給付費を少しでも抑えようとしています。国保は非
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常に厳しい状況にあると考えておりますが、いろんな方法を使って国保税を抑えようと努力

をしているところです。 

 

 【会長】 

よろしいでしょうか。ほかに何か御質問、御意見ございましたらお願いいたします。ござ

いませんでしょうか。それではですね、市長からも、諮問があっております。諮問内容はで

すね、先ほど事務局から説明がございました。5ページのですね、保険税の改定案が諮問内容

ということになってますけども、この取り扱いを今回の運営協議会にて決定する必要があり

ますが、いかがいたしましょうか。今説明があった内容でよろしいのか、ここは変えたほう

が良いというような、意見がございましたらお願いします。何かございませんでしょうか。

基本的には前回のときに、基金から 6,000万ほど入れるっていう話は皆さんの了解のもとに

進めてきたところでございますけれども、それをベースに考えると、今回提案されてる内容

で。いかざるを得ないのかなというふうには思いますけども、いかがでしょうか。この内容

でよければ皆さん、こちらが答申になると思いますので、よかったら挙手をお願いしたいと

思います。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 【委員一同】 

    全員挙手 

 

 【会長】 

はい、ありがとうございます。全員諮問内容で答申していくということに賛成ということ

ですので、決定いたします。よろしくお願いいたします。それでは議事に沿いまして、次

に、令和 2年度佐賀市国民健康保険特別会計予算の見込みについてですね、事務局から説明

をお願いいたします。 

 

 Ⅱ.令和２年度佐賀市国民健康保険特別会計予算（見込み） 

 Ⅲ.オンライン資格確認等システム 

 

 【事務局】 

 はい。それではですね、資料の 10ページをお願いいたします。今日はですね、国民健康保

険特別会計の見込みということで予算について、あくまでも 2月議会の議決を得て成立する

形ではありますが、来年度の佐賀市の国保税の規模感をですね、これちょっと皆様にお示し

をさせていただこうかなと思っております。 

それでは 10ページの歳出、いわゆる支出のほうですね。まず、1番上の総務費と言われる

部分です。こちらにつきましては、いわゆる人件費、事務的な経常的な経費、一般的な事務

に掛かるシステム改修費、そういったものに対する経費となります。それが 5.6憶円から 5.7

億円と 1,000万ほど上がっておりますが、幾つかは、システム等の年次更新等の改修の部分

であり、例年どおりとなっております。 

2段目の保険給付費ですね。こちらのほうは昨年度予算 186億 6,000万円から 184億 1,000

万円ということで 2億 5,000万円下がっております。これは医療機関等を受診した際にかか

る医療費のうち、被保険者さんが支払う自己負担分、を除いた費用、いわゆる保険給付費で

あります。これを見ていただきますと、昨年度から保険給付費は 2.5億円下がっておりま

す。実は、国保の被保険者数というのは今、減少しております。これは全国的にです。総額

としては減ってはいるんですけれども、どうしてもその分ですね、医療の高度化や高齢者の
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割合が増えてきているということで、1人当たりの医療費が増えている結果ですね、今回のよ

うに保険税を上げざるを得なかったというような状況が起こりました。 

3番目の国民健康保険事業費納付金ですね。これにつきましては、佐賀県に納付金として納

める分です。こちらのほうも医療費見込みの減と前期高齢者交付金の精算分と書いておりま

すが、そういったものが影響して納付金自体も下がっております。 

次に、保健事業費です。昨年が 1.8億円、ことしが 1.7億円ということで、ほぼ例年並み

でございます。公債費と書かせていただいております。2.2億円は何かと申しますと、実は平

成 30年から佐賀県国民健康保険という形で佐賀県がですね、財政上の責任主体となったわけ

なんですが、それまでに、佐賀市の国保として借金といいますか、累積赤字がありました。

そういう、累積赤字を解消するために、県から 11億円ほど借り入れをいたしました。県の広

域化等支援基金という部分から借り入れを行いまして、これを令和元年から令和 5年まで、

今年度から令和 5年まで、毎年 2.2億円ずつ返済をしていかなければならないというもの

が、この公債費と言われるものであります。 

その他支出は 0.7億円です。これは、予備等になります。全て合わせますと、昨年度予算

273.3億円から 268.8億円の 5億円減ということになります。大まかに、佐賀市国保は 270億

円ぐらいの財政規模なのだなと思っていただければ結構です。 

続きまして、歳入です。歳出と財政規模は、同じでございます。これは所謂、収入と思っ

ていただければよろしいかと思います。まずは国民保険税収ですね、これは昨年度の 54.4億

円から本年度は 53.7億円となります。これは税改定案どおりに算出した額です。税を上げた

にもかかわらずですね、税収が減っているじゃないかと思われるかもしれませんが、こちら

も被保険者数が減っておりますので、税額は上げさせていただきましたが、総額としては下

がっているという形になっております。 

次に県支出金ですね、先ほど申し上げましたが、納付金を納めることによって、県が医療

費を給付するという普通交付金が、今年度 185.3億円から来年度が 182.9億円位となりま

す。同じく県支出金、これは市町間の財政調整をするために県が支出するものであります

が、今年度が 7.8億円で、令和 2年度が 7.2憶円とこちらも若干下がっております。 

続いて繰入金ですね。国保というのは、どうしても国保財政だけではなかなか厳しいもの

がありますので、法に基づいてですね、法で定められた繰入金というものがあります。これ

は一般会計から法定ルール基づいて繰り入れを行うものであります。25.3億円から、来年度

は 24.6億円となっています。そのうち基金繰入金分としてですね、この中には先ほど申し上

げました 0.6億円分がこの中に入っております。その他収入が 0.4憶円で、トータルでは、

268.8億円という規模感となっております。 

ざっくりとした規模感ですが、特別会計の歳入歳出の中身についての説明を終わります。

続けまして、来年度オンライン資格確認等システムというのが始まります。システム改修な

ど、来年度予算に絡んでくるところもございますので、その部分について担当の係長から説

明をいたします。 

 

 【事務局】 

よろしくお願いします。ページは 12ページからになります。まず、オンライン資格確認等シ

ステムを簡単に説明いたしますと、マイナンバーカードまたは健康保険証の記号番号を使用し

て、コンピューターのネットワークで最新の被保険者資格情報を確認できるようにするための

システムでございます。現在、国が主体となって開発を進めており、来年の令和 3年 3月から

運用を開始することを予定しております。 

開発を行うことになった主な理由なんですけども、皆様も御存じのとおり、日本には、国民
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健康保険を初め、協会けんぽ等の社会保険、労災保険など、複数の運営形態の異なる保険者が

あり、それぞれの保険者で保険資格の管理を行っているところでございます。一方で、保険証

を使用する被保険者の移動は日々生じており、例えば、会社を退職して国保に加入する。引っ

越しで佐賀の国保から福岡の国保に変わる。転職で会社が変わる。奥様が失業保険を受給する

ことになって夫の扶養から外れるなど、保険者間をまたがった資格の移動が発生しています。 

このような移動があった場合、保険証の切替手続が速やかに行われて、新しい保険証が手元

に来ればいいんですけども、実際には手続が滞ったり事務手続に時間がかかったりして、新し

い保険証が手元に無い期間というのが生じることがあります。このような期間にですね、病気

にかかって資格の切れた保険証を使ってしまうと。結果として失効保険証の利用による過誤の

請求や保険証の未収金につながって、医療機関や、失業者に膨大な事務や経費がかかることが

あります。このような問題を解決するために国は医療機関や保険者と協力してオンライン資格

確認等システムを運用するということで、現在、開発を進めているところでございます。 

具体的には 13ページの図をご覧ください。まず、健康保険等の保険者は、世帯ごとに振られ

ている被保険者の番号に新たに個人を表す 2桁の番号を付番して、被保険者の番号の個人単位

化を図ることになります。続いて、保険者は、個人単位の被保険者番号と被保険者資格情報を

支払基金や国保中央会が管理するオンライン資格確認システムに登録することになります。こ

れによって、保険者それぞれで管理していた被保険者情報が一元的に管理されることになりま

す。ただこれだけでは情報が集約されるだけになりますので、実際に患者さんが保険証を提示

することになる医療機関や薬局においても、オンラインシステムの環境整備を行っていくこと

になります。整備を行うことで、マイナンバーカードを保険証のかわりに利用することにもつ

ながることになります。 

結果として、医療機関で保険証またはマイナンバーカードを提示したら、最新の情報と突合

することになりますので、失効した保険証利用できないようにするといった水際で止めること

が可能になります。また、医療機関等から、支払機関にレセプト、診療明細書が送付された際

にも最新の情報を使って、もし、宛先が間違っていれば新しい保険者につなぐというような、

チェック機能も登載されるというような形になります。そのような形で、かなりの事務が省か

れるようになると考えられています。 

また、その他の機能としていたしまして、入院等で医療費が高額となった場合、限度額認定

証を受けて受診される方もいらっしゃるんですけども、限度額認定証を受けるためには、保険

者の方にあらかじめ申請を行っていただく必要があります。ただ、このオンライン資格確認シ

ステムを運用することになりますと、あらかじめ、保険者全員の適用区分額というのが設定さ

れますので、受診されれば、どの区分に該当しますよというような表示がされますので、限度

額認定証の申請をしなくても受診できるというような形になります。ただすべての医療機関で

このシステムが利用できないと、運用ができませんので、まずは、システムを入れた医療機関

から順次、情報を見られるようになることになります。その他の機能といたしましては、薬剤

情報や検診情報、そういったものも本人や、医療機関が閲覧することができるようになります

ので、投薬健康づくりや、重複投薬の削減に活用できるような方向で進めさせていただいてい

ます。以上が説明になります。 

 

 【会長】 

はい、ありがとうございました。只今、令和 2年度佐賀市国民健康保険特別会計とオンラ

イン資格確認等システムの説明がございました。それとちょっと先ほど言い忘れましたけど

も、先ほど承認いただきました。答申書につきましてはですね、私のほうから市長の日程等

を確認してですね、答申書をお渡しさせていただきたいと思いますので、御了解いただきた
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いと思います。今説明があった分で何か御質問等ございましたらお願いいたします。何かご

ざいませんか。 

 

 【Ｃ委員】 

 すいません、マイナンバーカードとですね保険証についてなんですけど、今、臓器提供の

文言が記載できるようになっていると思うんですけれども、それに関しては、どういう風に

なるのでしょうか。 

 

 【会長】 

 事務局説明できますか。 

 

 【事務局】 

すいません。ちょっとそこの部分については現在のところですね、保険証をそのまま出す

ような形になっていますので、臓器提供関係は保険証の裏にできるというふうになるんです

けども、マイナンバーカードだけでもしかかられた場合の臓器提供についてはすいません。

どうなるのかというのは存じ上げておりません。 

 

 【事務局】 

 そういうことですけども、今の御発言は確かに気になる点もございますので、今後また国

への照会等をしていきたいと思います。 

 

 【Ｃ委員】 

 はい。よろしくお願いします。 

 

 【会長】 

 ほかに何か御質問、御意見ございませんでしょうか。なければですね、次に令和 2年度の

保健事業の取り組みについて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

 Ⅳ.令和 2年度の保健事業の取組 

 

 【事務局】 

それでは令和 2年度保健事業の取組ということで、15ページのほうから説明させていただ

きます。それでは 16ページをご覧ください。令和元年度特定検診受診率向上事業①（市医師

会との連携）というところです。佐賀市の特定検診の受診率は平成 29年度については毎日健

診の実施会場である成人病予防センターが県病院の跡地に移転したということで、1カ月ほど

お休みをされたこともありまして、そこだけは受診率が下がったんですが、それを除いて

は、佐賀市の医師会様との連携等によって平成 25年度から徐々に受診率を伸ばすことができ

ております。 

受診率向上への取組の一つとして御紹介するのが、昨年度医療機関での個別検診の受診率

が年度の後半に伸び悩んだ際、医療機関を個別訪問して受診勧奨をお願いしたところ、受診

率を伸ばすことができたという実績に基づいて、本年度については、受診率が伸び悩む 7月

と 11月と 1月の年 3回医療機関への個別訪問を行い受診勧奨をお願いしてきました。16ペー

ジに掲載してある依頼文書が 11月分の見本になりますが、この文書には今年度佐賀市が目標

としている受診率 40％を達成するために、勝手ながらこちらで個別の医療機関ごとの目標値
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を記載させていただきました。その目標値を達成していただければ、佐賀市全体で 40％に到

達するということでお願いをしたところなんですが、11月の個別訪問の際には、それとあわ

せてですね、医療機関ごとに、昨年度そこの医療機関で受診された、方でその訪問の時点で

まだ受診されていないという方のリストを医療機関ごとに作成して配布をして、もしその方

がお見えになったときは受診のほうを進めてくださいというお願いをしてきたところです。

合わせて、7月に勧奨を行ったときには市の医師会のほうからも 140の医療機関のほうに勧奨

通知を発送していただいております。 

それでは、次、17ページです。その向上事業の二つ目として、今度は歯科医師会との連携

ということで、歯周病と糖尿病の関係として、糖尿病を患っていると、歯周病院なりやす

い。歯周病を患っていると糖尿病に対するコントロールが悪くなるという相互関係があるこ

とがわかっております。そこで、歯周病の治療からの生活習慣病の発症と重症化予防につい

てのチラシを作成することで、特定健診の受診勧奨に結びつけることができるのではないか

ということで、市の歯科医師会様と連携をさせていただきまして、歯周病を糖尿病の関連性

を記載したチラシとポスターを作成いたしました。その見本が 17ページに載っているチラシ

となります。その作成したチラシとポスターについては、最終的に市の医師会と市の歯科医

師会、市の薬剤師会と連携をしまして、各医療機関や薬局に配布、設置をお願いしてきまし

た。それに合わせて、佐賀市の支所、公民館等にも依頼をして、作成しましたポスターを掲

示していただきました。その作成した枚数はチラシを 1万 3,000枚、ポスターを 200枚作成

しました。 

次に 18ページをご覧ください。三つ目の取組として、医療機関からの診療情報提供という

ことで、この事業は診療における検査データが特定健診の検査項目を満たしている場合に

は、本人の同意のもとに市・町が医療機関から診療における検査結果の提供受けて、特定検

診として取り扱うことができるというものです。この事業については平成 30年度、昨年の 10

月から県全体の取組として実施しておりまして、今年度も 10月から実施しております。それ

で、10月から情報提供の対象の方で、市のほうから勧奨通知の発送し、あわせて市の医師会

の協力を得て、該当の医療機関にも対象者のリストを送付しております。この事業について

は 450件ほどの情報提供を見込んでおりまして、全体的に 1.3％程度の受診率の向上を見込ん

でおります。続きまして、19ページと 20ページになりますが、令和元年度生活習慣病重症化

予防の取組については担当者のほうから説明させていただきます。 

 

 【事務局】 

 よろしくお願いします。続きまして、生活習慣病予防の取組について御説明をします。資

料の 19ページをご覧ください。本年度は糖尿病重症化予防に加え、高血圧、脂質異常症対策

として、平成 30年度に実施しました特定検診の結果から血圧、収縮期 160mmHg以上又は以上

または拡張期 100mmHg以上あるいは LDLコレステロール 180mg/dlのいずれかに該当し、2019

年 4月から 8月の間のレセプトで医療機関の受診治療や検査の確認できない方で、今年度の

特定検診で健診結果の改善が確認できなかった方に医療機関の受診を促し、高血圧や脂質異

常症が重症化することによって引き起こされる脳血管疾患や心臓疾患のリスクを低下させる

目的でこの事業に取り組みました。送付者数は 19ページの表のとおりとなっております。血

圧のリスクに該当した方が 124名、脂質のリスクに該当する方が 75名となっております。①

の高血圧リスクの対象者には、20ページの①のチラシを同封しております。同様に脂質異常

リスクの方には②のチラシを同封いたしました。7名の方が①、②の脂質異常と高血圧を重複

していらっしゃるということがわかりましたので、その方についてはですね、重症化のリス

クより高いということで、保険年金課の保健師が個別に訪問をして、医療機関の受診の勧奨
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を行いました。報告は以上です。 

 

 【事務局】 

それでは次に 20ページですが、令和元年度の保健事業の総括ということで、一つ目に生活

習慣病の発症予防及び重症化予防のためには特定健診の受診率向上が必須であるということ

から、特定健診実施医療機関ごとに受診者の目標を見える化し、医療機関受付での勧奨をお

願いすることで、個別健診を受けていらっしゃる方の連続受診の確保に努めてまいりまし

た。あわせて歯周病と糖尿病の相互関係に着目したチラシポスターを作成し、三師会の協力

を得て歯科を含む医療機関薬局等で受診勧奨を行い、新規の受診者の確保に努めてまいりま

した。そして二つ目ですね、情報提供事業において市医師会の協力を得てスムーズに治療中

である特定健診未受診者の健診データを取得することができました。三つ目ですが、健診結

果を活用した重症化予防事業についてはこれまでの糖尿病対策に加え、医療費が高額となる

脳血管疾患や心疾患等の要因である高血圧症及び脂質異常症の未治療者を対象として医療機

関への受診を促すことで、中長期的な医療費の適正化に努めてまいりました。四つ目です。

平成 29年度からの継続の事業となりますが、市医師会や佐賀県と連携し、レセプト情報から

重複服薬等の対象者を抽出し適正服薬を促す通知等で働きかけ、被保険者への健康被害の防

止、薬の適正管理につなげ、即効性のある医療費適正化に努めてまいりました。それでは、

次 21ページになります。今度は令和 2年度の保健事業について、説明いたします。まず、22

ページですが、人間ドック及び脳ドック事業の見直しについて説明いたします。ドックの助

成事業については助成希望者も多く、申込開始から短期間で定員に達するという状況であ

り、財政面に配慮しつつ、人間ドックの助成額の方を拡大したいと考えております。具体的

には人間ドック、脳ドックの助成額を 1件あたり 2,000円減額して、脳ドックについては 70

歳から 74歳の助成枠を廃止することで前年度の予算規模での人間ドックの助成額を 900名か

ら 1,200名と 300名拡充をしたいと考えております。70歳から 74歳の脳ドックを廃止とした

理由といたしましては、受診者の健診結果において、受診された方の４割近い方が要精密と

いう判定をされている状況でありまして、特定健診とあわせて、受診者個人に合った検査項

目、の脳ドックや診療で対応するほうが適切だと考え方です。その他の見直し点としては、

対象要件として、4月 1日時点での国保加入者であるという条件を追加しております。次に

23ページです。個人へのインセンティブ提供事業について説明いたします。これについて

は、市町の取組状況に応じて交付される保険者努力支援制度の中の個人へのインセンティブ

提供事業という事業への取組となります。これは個人の予防、健康づくりの取組に対してイ

ンセンティブを設けることにより、個人の取組を推進することを目的としております。まだ

詳細は決まってはいませんが、早期受診者キャンペーンと健康づくり努力賞。まだ仮称の段

階ですが、この 2つを考えております。早期受診者キャンペーンは 9月ごろまでに特定健診

を受診された方を対象として、抽選により商品を授与するものです。健康づくり努力賞は特

定保健指導対象者で継続的な健康づくりに取り組み、生活習慣の改善を行った方に商品を授

与するものとなっております。令和 2年度の保健事業については、以上で説明を終わりま

す。 

 

 【会長】 

 はい、ありがとうございました。只今、令和 2年度の保健事業の取組について説明がござ

いましたけれども何か御質問、御意見ございましたらお願いいたします。はいどうぞ。 

 

 【Ａ委員】 
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 県の医療費適正化関係の資料を見ると、いろんな特定健診の受診率であるとか、特定保健

指導の実施率だとか、あとは後発医薬品の使用割合だとか、協会けんぽにも数値目標があっ

てですね。特に後発については今年の 9月までに 80％必達ということで、国の目標値でもあ

りますので、取組をすごく言われているところでして、市町さんの方では、具体的な数値目

標等の設定があって、それに対して何か対策を講じるといった計画はあるのでしょうか。ち

ょっと資料からは分からなかったので。 

 

 【会長】 

事務局お願いします。 

 

 【事務局】 

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いますが、後発医薬品の状況については個

別の目標といいますか、佐賀市独自の事業評価の中で数値目標を定めております。今のとこ

ろ、後発医薬品の差額通知の発送ということで事業を行っておりますが、おかげさまで微増

ではありますけれども、利用率の上昇が継続しているところです。しかし、今のところ国の

目標である 80％までには達していなかったと思います。申し訳ありません、具体的な資料が

手元になく、正確な数値をお示しできませんが、ご了承ください。 

 

  

【会長】 

 よろしいですか。ほかにどなたか御質問ございますか。 

 

 【Ｂ委員】 

ちょっとお尋ねをしてよろしいでしょうか。今非常に医療は高度化になっていますよね。

いろんな免疫治療などそういった高度医療に対してのですね、そういったものに対しても、

健康保険から公費負担というものはされているんでしょうか。 

 

 【会長】 

 どうぞ。 

 

 【事務局】 

高度な医療がどんどん進んでおりますが、やはりですね、保険適用と認められたものは保

険者の負担としてまいりますけれども、やはり精神医療等、いわゆる保険が効かない分がま

だまだ存在しているのが現状です。 

 

 【Ｂ委員】 

以前は高い薬がなどありましたけど、今結構使えるようになってきていますよね。 

 

 【事務局】 

そうですね、国の方でも一定期間経過して効果が認められたら、ということで手順を踏ん

で進められています。 

 

  

【Ｂ委員】 
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 保険適用になればもうすべて保険者の負担になるのですか。 

 

 【事務局】 

そうですね、保険者が負担するのは、保険が適用された分ということでご理解いただけれ

ばと思います。 

 

 【Ｂ委員】 

そういったものがどんどん増えていけば、健康保険の財政的にも大変なことですね。 

 

 【事務】 

その辺りはですね、国の方も認可のタイミング等は十分に検討したうえで対応していま

す。 

 

 【Ｂ委員】 

わかりました。 

 

 【会長】 

 よろしいですか。ほかに何か御質問ございますか。なければ、議事につきましては以上で

終わりですけども、何か皆様方、あるいは事務局から何かございませんか。よろしいです

か。それではですね、本日の協議会はこれで終了いたします。どうもお疲れさまでございま

した。答申につきましては私から市長の日程を確認してですね、答申したいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 【司会者】 

それでは以上をもちまして、令和元年度第 3回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協

議会を終了いたします。長時間お疲れ様でございました。 


