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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

〇 委嘱状交付 

〇 新委員あいさつ 

１ 市長あいさつ 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

会 長： 会議は、会長が議長となるとのことでありますので、円滑な議事進行

にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。 

議事に入ります前に、協議会規則第８条の規定に基づき、会議録に 

署名していただく委員を指名させていただきます。 

本日の署名委員は、石黒委員と片岡委員にお願いします。 

お二人には後日、本日の会議録にご署名をいただきますのでよろしく 

お願いします。        

議題（１）諮問 岩倉市国民健康保険税条例の一部改正（案）について 

議 長： これより議題に入ります。本日の議題につきましては、「諮問 岩倉

市国民健康保険税条例の一部改正（案）について」が提出されていま

す。それでは、市長から諮問についてお願いします。 

市 長： 本日の協議会には、諮問第２号として、岩倉市国民健康保険税条例の

一部改正につきまして、岩倉市国民健康保険運営協議会規則第２条の規

定に基づき意見を求めるものでございます。 

諮問事項につきましては、基礎課税額の所得割を６．０％に、均等割

を２４，１００円に、平等割を１７，０００円に改定しようとするもの

です。また、後期高齢者支援金等課税額につきましては、所得割を 

２．２％に、均等割を８，９００円に、平等割を６，３００円に改定し 

ようとするものです。さらに介護納付金課税額につきましては、所得割

を１．９％に、均等割を１０，１００円に、平等割を５，０００円に改め

るものでございます。以上、よろしくご審議を賜りますようお願いいた

します。 

当 局： 資料により説明。 

議 長： 当局からの説明が終わりました。諮問内容及び当局の説明につきまし

て、質疑がありましたらお願いします。    

委 員： 繰越金が残っている状況で、増税の必要があるのか。 

当 局： 令和２年度に繰越金を活用しまして税率を据え置いた場合、令和３年

度は、税率を抑えるための繰越金が確保できなくなるということがござ

います。一気に７％以上の税率改正をすることになり、被保険者の方に

急激な負担増を強いることになります。そのため、今回の改正で激変緩

和として、繰越金を活用することで、２年度と３年度の２か年を平準化



いたしまして、段階的な改正をしていきたいという方針とさせていただ

いております。ちなみに、２年度に税率を据え置いた場合の繰越金の活

用額につきましては、約１億円かかるという状況でございます。 

委 員： そうすると、このような税率改正については、年々上げていかなけれ

ばいけない状況なのか。 

当 局： 一人当たり医療費が上がっていく状況にありますので、標準保険料率

も上がっていく傾向にあります。そのため、税率改正につきましても、

毎年上げていく必要があると考えています。 

委 員： 税率を上げるとして、国保加入者が減っていく状況だと、ますます負

担がかかる。今後の国保加入者の推移をどのように見込んでいるのか。

国保運営が厳しくなっていくと思うが、一般会計からの繰り入れなど、

予算においてどう考えておられるのか。 

当 局： まず国保加入者数につきましては、今後も減少すると見込んでいます。

平成２８年に社会保険の適用拡大が行われたのですが、今後も社会保険

の対象になる方を段階的に広げていく予定になっておりますし、現在で

は定年退職されて任意継続を受けた後に国保に加入するのではなく、再

雇用や再就職をされて社会保険に加入する状況のようです。そのため、

６０歳を超えてからの国保への加入については、大変少なくなっている

状況です。愛知県においても同様に国保加入者は減少していくと見込ん

でいます。 

     また、納付金につきましては、医療費が増えても被保険者数が減って

いますので、納付金全体の金額は下がります。医療費の増分については、

少しみる必要がありますが、人数の減によって負担が大きく増えるとは

見込んでいません。 

     それから、一般会計からの繰入金については、市町村の判断で保険税

を下げるために行うことは、国が禁じており、一般会計からの繰入金を

増やすことはできない状況にあります。そのため、繰越金が少ない状況

ですが、少しずつ活用しながらご負担をお願いしていく状況に今後もな

っていくと推測しております。 

委 員： 今回繰越金を６，０００万円使うということだが、繰越金の活用につ

いて、今後の活用の見通しはどうなっているのか。 

当 局： 今回は標準保険料率の差の半分をみることで、繰越金を６，０００万

円活用させていただいて、来年度は、また多少上がる可能性もあります

が、標準保険料率に合わせていくということで、被保険者の方にはご負

担をお願いしていくところです。 

     また、先ほどの説明でありました収納率の差が３％低い状況にありま

して、収納率の差で不足する分は、約３，５００万円と推計しておりま



すが、そこの部分は繰越金でみたいと考えています。その翌年度以降は、

また繰越金が減っていきますので、収納率の差分をすべてみることは難

しいのではないかと考えていますが、またその時の納付金の額によって

考えていきたいと思っております。 

委 員： 収納率が９１．２５％というのは、平成２７年度からみてもあまり大

きく伸びていないが、収納率を上げることについて市としてどのように

考えているのか。 

当 局： 収納率については、非常に課題だと考えています。初期未納対策が重

要だと考えていますのと、未申告の方へ申告を促すこともしています。

収入が少ない方には保険税を軽減することができますので、軽減したう

えで納付を促していくことも必要だと考えています。あと、口座振替で

納付していただく方の割合を高めていく必要があると考えています。 

委 員： 納付していない方の治療はどうなっているのか。 

当 局： 保険税を納めていない方でも、普通の方と同じように保険証をお持ち

いただいていますので、医療にかかれないということはありません。た

だ、一定程度納めない方に関しては、保険証の期間を通常２年のところ

６か月ごとの更新としまして、納付相談の機会を増やしていくというこ

とはあります。 

委 員： 収納率を３％、４％と上げていくのは大変だと思うが、税率を上げつ

つ収納率も上げていくということを、当局も考えているとは思うが、や

っていかないといけない。 

当 局： 大変な努力が必要だと思いますので、やれることをしっかりやってい

きたいと思っています。 

委 員： 先ほど被保険者が減少していくということがあったが、大きな理由は

あるのか。 

当 局： 先ほどお話した社会保険の拡大があるということと、団塊の世代が後

期高齢者医療保険へ移行し始める、その部分の影響も大きいところで

す。 

委 員： 軽減世帯というのは、全体のどれくらいを占めているのか。 

当 局： 国保加入者の約４８％となっておりまして、年々微増している状況で

す。全体が６，３０４世帯ございますが、７割軽減世帯につきましては

１，４５０世帯、５割軽減が８７０世帯、２割軽減が６９９世帯という

ことで、７割軽減の方が一番多い状況です。軽減世帯の中では７割軽減

の方が４８％を占めています。 

委 員： 加入者が増えても、軽減世帯であれば税収はあまり増えないのか。 

当 局： ７割軽減の方であれば、決められた額の３割を本人が負担し、残りの

７割については県が４分の３、市の一般会計から４分の１みることにな



っていますので、減額した分は補填がある状況です。 

委 員： それは、７割軽減になった方が払わなかったとしても補填があるとい

うことか。 

当 局： そうです。払う払わないにかかわらず、補填はされます。 

委 員： 保険税の改定について、国からの方針や考え方のようなものは示され

ているのか。 

当 局： 保険料水準を統一していくことについては、愛知県が県全体で一つの

保険者となっていて、愛知県としてどうしていこうかという運営方針を

決めています。その運営方針においては具体的な保険料水準を統一する

時期については決めていませんが、将来的には保険料水準を統一してい

くこととしています。ただ、全国的には、保険料水準を統一する時期を

決めている都道府県もあります。 

委 員： 参考１の資料について、岩倉市は所得が低いが、所得が低いがゆえに

日頃の体のケアができず、医療が上がっているのではないか。 

当 局： 具体的に分析はできていませんが、一般的なところでは、所得と医療

について相関関係があるといわれています。岩倉市においては、所得の

水準とそれほど連動している状況ではないととらえております。 

     ただ、生活習慣病の予防・改善には力を入れていきたいというところ

で、今年度も健診の受診率、特定保健指導の率を少しでも高めていきた

いということで、取り組んでいるところです。 

委 員： 構造的に税率を上げないと採算がという話は理解できたので、税率改

正もやむを得ないと思うが、公平性という観点からいうと、収納率とい

う部分がちょっと不公平に感じられる。収納率については、ほかの市町

はどのような状況なのか。 

当 局： 岩倉市は、県下で比べた場合、残念ながら低い状況です。平成３０年

度の愛知県の平均が９４．２８％となっていまして、岩倉市は３８市中

３６位という結果です。 

委 員： 確信的に払わない人が３％くらい多い状況なのか。 

当 局： 一人当たりの滞納額は非常に多く、県内の３８市中で４番目に多い状

況で、そこも課題であると考えています。 

委 員： 医療費がかかる、また生活習慣病の健診等に力を入れていくというこ

とで、国民健康保険においては保険者努力支援という、保険者が頑張っ

た分だけ支援金が交付される制度があって、その交付される内容が健診

の受診率を上げたり、収納率を上げたり、ジェネリックを推進したりす

ることで交付金が入ってくるものです。そういったところをぜひ活用い

ただきたい。入ってきた交付金をそのまま料率に充てるのではなく、医

療費の適正化のような政策に力を入れることで医療費を下げるとか、そ



ういった短期的ではなく長期的な見方で活用いただけたらと思います。 

当 局： おっしゃるとおり、保険者努力支援制度というものがありまして、特

定健診の受診率、特定保健指導の受診率、収納率、ジェネリックの活用

割合といった部分で、市町村がいかに取り組んで成果を上げたかという

ところで評価をされ、その分交付金が入ってくるという制度がございま

す。そういったところで結果を出すことも保険者の努力すべきところで

すので、しっかり努めていきたいと考えています。 

     ちなみに、愛知県内の順位でいいますと、岩倉市は県平均２７位より

も上の方に位置する状況にありまして、そこの部分については頑張って

獲得できるようにそれぞれの項目について努力をしております。今後も

獲得できる金額を上げていく努力をしていきたいと考えております。 

委 員： たしか収納率以外はかなり頑張っていて、全体的にみるとすごく完成

されたというか、適正化が進んだ市だという印象を受けています。 

当 局： ありがとうございます。 

委 員： ジェネリック等について、市と医療機関といろいろ協力しているとい

うことか。 

委 員： そうですね。ジェネリックも使用割合が７割を超えていて、これ以上

にするのは難しいと思うので、やはり課題は収納率になると思う。ずっ

と何年も滞納している方が多いのか。徴収に行ったりしているのか。 

当 局： ずっと滞納している方はいらっしゃいます。訪問してもお会いできな

い場合もあり、電話も市がすべての番号を把握しているわけではないの

で難しいことも多いです。 

     先ほどの短期証という形で接触機会を増やそうとしていますが、実際

には医療にかからなければ関係ないという方もいらっしゃいます。そう

いった方で、いざ医療にかかりたくなったので窓口に来られる場合もあ

るので、そういった機会を逃さずに今後の納付相談につなげていければ

と思っています。納付が非常に厳しいという状況も伺いますが、やはり

保険制度として公平な負担が必要ということをお願いしております。 

委 員： 保険料の時効は何年なのか。２年なのか。 

当 局： 岩倉市は保険税なので５年です。あとは催告等で時効も伸びることも

あります。 

委 員： 滞納している方の構成割合とかは、他市町村と比べて独特なものはあ

るのか。 

当 局： 外国人の方が多いことが特徴と考えておりまして、平成３０年度にお

いて滞納者のうちの３割が外国人という状況です。国保に加入している

外国人滞納者の割合をみると、８割は滞納されていますので、そこが課

題と考えています。 



議 長： 他にありませんでしょうか。無いようですので、これで質疑を終了さ

せていただきます。それでは、皆様のご意見として、この諮問につきま

しては、原案のとおり「了」として答申することとしてよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

議 長： 他にご意見・ご質問が無いようですので、本日の会議はこれをもって

閉じさせていただきます。皆様大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 


