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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

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の指名を行いたいと思います。 

     本日の署名委員は、山内委員と森川委員にお願いします。 

 

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： 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１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。 

諮問事項の１点目は、岩倉市国民健康保険税条例に規定しております

資産割につきまして、廃止とするものでございます。 

諮問事項の２点目は、国民健康保険税の税率の改正で、岩倉市国民健

康保険税条例に規定しております税率を「基礎課税額」につきましては、

所得割を 5.8％に 均等割を 23,200円に 平等割を 16,500円に、「後期高

齢者支援金等課税額」につきましては、所得割を 2.1％に 均等割を 8,600

円に 平等割を 6,100 円に、「介護納付金課税額」につきましては、所得

割を 1.8％に 均等割を 9,800 円に 平等割を 4,700 円に、改めるもので

ございます。 

以上、よろしくご審議をいただきますようお願いいたします。 

 

（市長 所用により退席） 

 

議 長： 事務局から諮問内容の説明をお願いします。 

 

事務局： 資料１から資料５により説明 

 



議 長： 事務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： 今回、資産割を廃止するということだが、資産割のある世帯はどのく

らいいるのか。 

 

事務局： 全体の約４割という状況です。 

    所得階層が高くなるほど、資産の保有率は高い状況となっています。 

 

委 員： 軽減対象世帯はどの位の割合いるのか。 

 

事務局： 全体の約５割という状況です。 

    軽減世帯の内訳は７割軽減 46.7％、５割軽減 27.5％、２割軽減 

25.8％です。 

 

委 員： ７・５・２割軽減された世帯の減額分は誰が負担をするのか。 

 

事務局： 減額分については、県が４分の３負担し、市が４分の１負担します。 

 

委 員： 今回の改正で不足するような場合は、国や県から補てんがされるのか、

どうなるのか。 

 

事務局： 今回の改正については、不足がないように一定程度算定をされている

状況となっておりまして、納付金は単年度で精算するという形ではな

く、翌年度以降の納付金で入れていくということで、よほど県の試算結

果により足りなかったということがあった場合は、県のほうで基金が積

み立てられておりますので、そういったところでの県全体での対応とい

うことになります。市町村の負担については、翌年度以降の納付金に負

担が加算される形になります。 

 

委 員： 翌年度以降に足されるということは、31 年度は税率が変わってくる

のか。 

 

事務局： 30 年度はできましたらこの改正案でいって、また翌年度に納付金に

ついて算定され、よほど差があり保険税が足りないということになると

改正するということはあります。今のところ 30年度以降、31年度どう

するのかは、また納付金が示されてからしっかり検討したいと思いま



す。 

     ただ、県からの説明ですと、今回平成 30 年度に当たって医療費の診

療報酬の改定、介護の報酬が改正され、診療報酬についてはマイナス

1.19の改定があり、仮算定、本算定と算定が段階的になされましたが、

本算定は仮算定より随分下がってきております。31 年度については、

こういった大きな改正がないので、およそ同じような金額でなかろうか

と県も申しております。 

     本市としましても、30、31 年度の 2 か年は同じ保険税率でいきたい

と考えておりますが、示された納付金の額をみて改めて算定をし、その

上で検討していくという状況です。 

 

委 員： 今回、県が主体となるということで岩倉市としては従来と比べると軽

減されているということか。総額として。 

 

事務局： 今までの負担がそれなりにありましたので、若干下げることができた

のではないかと。ただ、収納率の関係もありますので、その差について

は今回、繰越金を活用させていただきますけれども、わりあいと県が示

す所得や医療の水準にあったそのようなものになった、今までがだいた

いそれに近いものであったというふうに思っております。 

 

委 員： 一人当たり１割くらい減るということか。広域化されると１割も減る

のか。資産割を廃止するから本来は増える人が多いということになる

が、増える人が 4.2％に抑えられたのは繰越金を活用するにしても随分

抑えることができたかと。広域化の制度の中で随分メリットがある。 

 

事務局： そうですね。医療水準の高いところは今後何かしら対応が必要だと思

いますが、所得水準が低いというのが影響していると考えております。

これは岩倉市全体の所得水準ではなく、岩倉市の国民健康保険に加入し

ていらっしゃる方の所得水準ですが、県全体となったところで所得水準

に応じてというところの影響が大きいのではないかと考えております。 

 

委 員： 県主体になるタイミングにより資産割を廃止する部分をうまく吸収す

るという理解でよいか。 

 

事務局： 資産割を廃止しなければ全体的に、資産割、所得割、均等割、平等割

を下げることができる税率が示されておりました。ただ、今回、県の示

す算定方式が３方式、廃止する市町村も多いので、こういった制度の改



正の時点で、それに合わせていくのが一番市民の皆様の理解も得られる

のではないかと考え、資産割は廃止させていただきたいと考えておりま

す。 

 

委 員： 繰越金は多くあるのか。 

 

事務局： 繰越金の増えた要因としましては、国が保険者支援分といいまして先

ほど申し上げました７割、５割、２割の軽減世帯の数に応じて財政安定

化の支援ということで、国がその部分を拡大したため、岩倉市は軽減世

帯が多いため、その分公費が手厚くなったこと、また若干 2,500 万円ほ

どではありますが、市のほうで収納率の向上、あと保健事業など市が保

険財政安定のためにどういう努力をしているか保険者努力支援制度、経

営努力分など市の取り組みについての評価があるのですが、そこの部分

においても 2,500 万円程度、毎年獲得している、このようなことから繰

越金の増加につながっているのではないかと考えております。 

 

委 員： 標準保険料率との乖離は、他市に比べて状況はどうなのか。 

 

事務局： 本市の場合、収納率の低さが課題となりますが、他市に比べて全体的

に標準保険料率との乖離は小さい状況となっています。 

 

委 員： 税率の市民への周知はいつ頃か。 

 

事務局： ３月議会に上程し議決後となりますので、４月号広報、ホームページ

で周知します。また、被保険者に対しては、４月上旬に仮算定廃止のお

知らせと併せて、税率改正についても個別に通知します。 

 

議 長： 他に質問などありますか。 

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。内容の理

解は非常に難しいのですが、今回の諮問内容につきましては、皆様のご

意見として、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。 

  

（委員から「異議なし」の声） 

 

議 長： 異議なしとのことでありますので、答申書は、事務局と協議の上、作

成し、市長へ届けることといたします。なお、答申案については、私に



一任していただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

 （委員から「異議なし」の声） 

 

議 長： ありがとうございます。それでは、会議終了後に速やかに答申書を届

けることとします。これで「諮問 岩倉市国民健康保険税条例の一部改

正案について」は終わります。 

 

議題（２）保健事業計画について 

議 長： それでは、議題３（２）の「保健事業計画について」の説明をお願い

します。 

 

事務局： 資料６、第２期国民健康保険データヘルス計画案、第３期特定健康診

査等実施計画案により説明 

      

議 長： 事務局からの説明が終わりました。事務局の説明につきまして、質疑

等がありましたらお願いします。 

 

委 員： 高血圧がこんなに高いのはなぜか。特定健診の結果か。 

 

事務局： 特定健診の結果です。なぜ高いのかわかりません。 

 

委 員： 機械が壊れていたのではないか。 

 

事務局： 壊れてはいないです。 

 

委 員： 測るとき緊張していたのかな。 

 

委 員： 入院の医療費が高いですね。 

 

事務局： 今回、平成 27年度、28年度がすごく上がっていて、12ページをご覧

いただきますと、疾病別入院医療費の年度推移というのがありまして、

28 年度ですがグラフが急に上がっているのが狭心症と大腸がんです。

女性の方に関しては、骨折が上がっています。毎月、愛知県下の医療費

の状況の順位が何位かと示す資料が届きますが、28 年度は本当に多い

時期がありました。県下で一けた台、８位とか７位とか。最近送られて

きている分析によりますとわりあいと平均程度に落ち着いておりまし



て、28 年度が特別、治療に費用がかかる方が多かったのではないかと

考えておりますが、分析がしきれてなく申し訳ありません。その下、そ

の他というところも医療費分析しましたが、上の表に記載しているがん

以外のその他の悪性新生物も 1億円近くまで上がっておりまして、こう

いうものが積み重なると医療費が上がって１人当たりにしますと上が

るという分析結果です。 

 

委 員： 例えば、特別、たくさん医療費のかかった人がその年に何人かいて、

平均を上げているという問題なのか、全体に上がったのか。 

 

事務局： 27年度の後半から 28年度に高額医療のオプジーボなどいろいろな高

額薬剤が問題になった時期で、そのときに高額な薬剤の影響なのかとい

う質問も議会でいただきまして、そのとき調べましたが、特別に一定の

方だけが高い人がいるのではなく、高い人がパラパラおりまして、全体

的に高い方が多くなっている状況ではありました。 

 

委 員： 特別こういう病気の人というわけではないか。 

 

事務局： そのようではないです。また、今年の状況をしっかり見ていきたいと

思います。 

 

委 員： 病院がわかるとよいが。 

 

委 員： このようなデータ結果が出たのであれば、これを逆に予防していかな

いといけないということになる。 

 

事務局： この分析や取り組みで、血圧が高い方だとかに重点的にというお話も

していますが、すでに悪くなった方ばかりにかかっても、それはそれで

重要なことですが、病院につなげる、悪くならないように治療をしてい

ただく、とても大事なことですが、その前に健康で暮らすためには生活

習慣病にならないためには、どういう生活、どういう食生活をしていく

ことが大事なのかを、言ってみれば小さな頃からの生活習慣の積み重ね

ではないかと思えてきて、全体の周知を併せてやっていかないと、いつ

までたっても市全体、市民皆様の健康で長生きしていただくということ

には至らないのかなと思っているところです。 

 

議 長： 他に質疑はありませんか。 



     それでは、事務局から連絡があればお願いします。 

 

事務局： ご報告させていただきたいことがあります。 

     本市におきまして、脳ドック検査の費用を助成する事業を実施してい

るところですが、これまでは受診できる医療機関が岩倉病院だけでした

が、来年度からは、ようてい中央クリニックでも受診できるようになり

ましたので、ご報告させていただきます。 

     続きまして、次回の運営協議会についてですが、４月下旬ごろに平成

30 年度の国民健康保険事業計画についてご報告させていただきたいと

予定しておりますで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長： ご意見、ご質問はございますか。 

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。本日は大変ご苦労様でした。 

 


