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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 部長あいさつ 

４ 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、石黒委員と下條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： 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、国民健康保険税の賦課限度額の改正で、岩倉市

国民健康保険税条例第２条及び第２８条に規定しております賦課限度

額につきましては、基礎課税額を５８万円に改めるものでございます。 

諮問事項の２点目は、国民健康保険税の減額の対象となる所得基準額

の改正で、岩倉市国民健康保険税条例第２８条に規定しております所得

基準額でございます。 

５割軽減の対象となる所得の算定においては、被保険者の数に乗ずべ

き金額を２７万５千円に、２割軽減の対象となる所得の算定において

は、被保険者の数に乗ずべき金額を５０万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。 

当 局： 資料１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： 据え置き期間というのは 26 年、27 年のことでしょうか。 

当 局： 据え置きは 22 年度以前にされていた期間があったということで、表

に記載している 26 年以降は毎年 4 万円ずつ 1 年遅れで国の基準に合わ

せてきた状況です。 

委 員： 今回、医療分だけが変わっていますが、これだけを変えた理由は。 

当 局： 国全体の考え方として、限度額を超えている世帯の割合を 1.5％にし



たいと考えているものです。現状は 2 割強が限度額を超えている世帯が

ある状況となっています。その中で、保険税の課税の区分として、先ほ

どの説明資料の（１）改正内容のところにありますが、医療分、支援分、

介護分について限度額が超えている世帯がどれぐらいあるかを国が分

析したところ、医療分について限度額を超えている世帯の割合が一番多

かったということで、今回は医療分の限度額が超えている世帯数を減ら

すため、医療分の限度額を上げるという改正がなされたものです。 

医療分を値上げすることで、超過世帯を減らし、ご負担できる方にも

う少し負担をしていただくという見直しになっております。 

委 員： 今回の限度額の改正で上がる対象となる所得階層はどれくらいか。ま

た、県内の状況はどうなっていますか。 

当 局： 所得につきましては、およそ 700 万円からの階層になります。控除前

の収入では 900 万円程度からの世帯が増額となります。また、県内の状

況でございますが、38 市のうち 28 市が、国の基準額 93 万円に改正す

る予定となっております。  

委 員： 市との比較で岩倉市は県内 38 市の中、何番目になるのですか。 

当 局： 賦課限度額は 1 番上のランクです。 

委 員： 今回の限度額は国に合わせたから 1 位も 2 位もないのですね。 

当 局： はい。国に合わせているので一番上になるということになります。 

     特に今回は広域化により、県が保険者になるということで、国の基準

に合わせて行くというなか、38 市中、28 市がそういう方向のため、岩

倉市も同様に国の基準、全体に合わせていきたいと考えています。 

委 員： 今回は併せて軽減世帯の拡大が行われますが、申請とか手続の方法は

どうなるのですか。 

当 局： 軽減につきましては、広報や納付書に記載します。またホームページ

でも周知をしますが、税の申告がされていればその所得を見て、こちら

で軽減をしますので改めて申請をしていただく必要はありません。   

委 員： 日本のこういう手続きは、私たちが知らないとなかなか軽減してもら

えないのが多いのですが、これは市の方でやっていただけるということ

ですね。 

当 局： はい。申告をしていただければ、該当されている方は軽減されるとい

うものです。 

委 員： 改正で平成 26 年、27 年度からずっと変わってきているのは仕方がな

いですが、今後もこういう傾向になってくるのでしょうか。 

当 局： 国が目指すところで、限度額が超えている世帯の割合が、全体で 1.5％

というのがあり、今回の改正で 2％強のものが、1.9％まで下がるという

ことですが、国が目指す 1.5％までは達しておりませんので、今後も限



度額が上がる改正がされるものではないかと予測しています。 

委 員： 色々な改正があり、この協議会で話し合わなければなりませんが、こ

ういう内容を市民の方が理解していただけているかということですが、

国の改正が行われると市としては、限度額を合わせていかなければなら

ないのですか。ペナルティはあるのですか。 

当 局： 全体の負担の公平性ということでは、国が示すものには合わせていく

ことが必要であると考えます。賦課限度額を上げないで保険税を考える

場合、負担能力がある方からいただかないと、他の世帯の方の負担が増

えることになります。賦課限度額を上げることによって、税率を上げる

のを少し抑えることができるということもありますので、改正により、

一定所得がある方にご負担いただくことによって、中間所得層の方の負

担を減らすことになるという考え方で、市としては今後も負担の公平性

から国に合わせて改正していきたいと考えております。 

委 員： 高所得者が増えるとありがたいのですがね。按分というか、上手くま

とまっていけば良いですね。 

議 長： 委員にお聞きしますが、病院、医療の方では限度額が上がることによ

って何か影響はありますか。 

委 員： 所得が高い方の改定ということで、所得が少なくて病院にかかれない

方が対象ではないので、そういう意味での影響は少ないと思います。国

全体としては高所得者の負担を上げて、なるべく所得の低い方の負担が

増えないようにする流れがあり、健康保険もそういう同じ流れの中で、

今回は所得の高い人の負担が増えるということだと思います。 

今回の改正により、424 万円ぐらい保険税が増えるということですが、

全体から見ると何％ぐらいになるのでしょうか。 

当 局： 大体 1％ぐらいです。 

委 員： 保険料全体の 1％ぐらいということですが、それによって、保険税率

を上げなくて済むようになるとか影響があるのでしょうか。  

当 局： このたびの改正の段階ではないですが、限度額を上げたところを含め

て税率は考えていきますので、まったく影響がないという訳ではないで

す。 

委 員： 高所得の方の負担が増えるのはやむを得ないとしても、それで保険料

自体も上がってしまっては皆が大変な状況になるので、保険料があまり

上がらなくて済むなら、誰が負担するかという話だと思う。 

当 局： 限度額を上げることによって、率の方は多少ですが抑えることにつな

がるかというところです。 

議 長： 確かに、改正によってどれだけの効果が出るかが必要ですね。 

 他の病院関係の委員の方はどうでしょうか。来られる方が遠慮される



ということはないでしょうか。 

委 員： ないかなと思います。 

議 長： わかりました。他にありますでしょうか。 

委 員： 半分の方が軽減されるのですね。 

当 局： そうですね。軽減世帯は多いです。 

委 員： どれくらいの所得で軽減されるのですか。 

当 局： 世帯で加入している方の人数によるのですが、例えば岩倉の場合、平

均の加入世帯は 1.6 人ですが、2 人加入の場合を例に、改正後で申し上

げます。2 人世帯で 7 割軽減を受けられる方は、今回の改正とは関係な

いのですが、7 割軽減は、所得が 33 万円以下の方、収入で 98 万円、5

割軽減の方は所得 88 万円、収入で 153 万円、2 割軽減の方は所得で 133

万円、収入で 215 万円、これ以下の方が、軽減を受けられるということ

で、岩倉の場合 100 万円以下の世帯が非常に多く、6 割近くであったと

思います。今回限度額を超えた世帯というのも、国が目指すところが

1.5％で、現状が約 2％強と先ほどとお話しさせていただきましたが、岩

倉の場合、限度額を超えている世帯が、今回改正して 1.3％ぐらいにな

るという見込みで、高所得者の割合も国全体からみると少ない状況であ

ります。 

委 員： 国保の場合ですね。 

当 局： はい。国保の加入者の所得です。 

委 員： 所得というのは、皆さん商売とかやっておられる方だと思いますが、

年金の方が多いのですか。 

当 局： 関係資料がありませんので、申し訳ありません。 

委 員： 所得が少ないのは年金の人かと思いましたが。 

当 局： 今回の計算については、給与収入でお示しをしています。 

委 員： 年金をもらっている方は対象にならないのですか。 

当 局： なります。所得、収入については給与収入ということで計算しており

ますが、年金の方も対象になります。 

委 員： 国民健康保険に入っている方は、会社の規模によっては社会保険に入

っておられないということですか。 

当 局： 昔は農業や自営業の方が多かったのですが、今は、無職の方も多いの

で、そうなると、年金の方の割合も多いかと思います。 

委 員： 国民健康保険に加入している人が、どのような人で、どんな商売かわ

からないので、機会があったらお願いします。 

当 局： また、調べておきます。 

議 長： 他に質問はありませんか。無いようですので、この諮問について、認

めていただくということでよろしいでしょうか。 



（異議なし） 

議題（２）平成 30年度国民健康保険事業計画について 

議 長： それでは、議題の（２）「平成 30 年度国民健康保険事業計画について」

説明をお願いします。 

当 局： 資料２により説明。   

議 長： 当局の説明がありました内容で質疑がありましたらお願いします。 

委 員： 県単位となったことでお金のやりくりが変わるようですが、岩倉市の

スタンスとして、歳入のところの繰入金の部分の収支が合わないという

か、一般会計から振り替えて補填しているという捉え方で良いですか。 

当 局： 繰入金については、国の方で繰り入れて良いという法定内のものと、

法定外のものとがありますが、この収支については平成 30 年度の予算

で少し見直しをしていまして、保険税は医療費の方に充てますので、法

定外の繰入金については保健事業分の方にという所と、市単独で子ども

医療や障がい者の医療について、拡大をしているところが岩倉市はあり

まして、拡大したことによって医療費の増につながっているのではない

か、ということで国の補助金が少し削られている部分があります。そこ

を一般会計からいただいているとそのような繰入をしています。 

委 員： それ以外の部分は保険料との収支に合っているというか、県からのお

金だとか、岩倉市以外のところの入り口と出で、差を一般会計からの繰

入金で補っているという形ですか。  

当 局： 被保険者の皆さまからいただいている保険税で足りない部分について

は、平成 30 年度は繰越金を活用させていただいています。繰入金につ

いては、保険税の軽減分は法定内ということでいただいています。 

委 員： この繰入金の比率というのは運営主体が変わった前とでは違うのです

か。  

当 局： 比率については、大きく変わるものではございません。 

委 員： 運営主体が変わって岩倉市は、大変になるのかそうでもないのですか。 

当 局： 運営主体が県になったことで、今までは保険税の繰入が少なかった分

が影響して、県の中でも高い方でしたが、あまり保険税を上げるという

こともなく逆に若干下げるような改定がされましたので、広域化するこ

とによって影響はそんなに大きくなかったという状況です。かえって他

のところが上げるということは、繰入金が多かったりして、保険税が抑

えられていたことがわかるかというところです。 

委 員： 資料２の右側のグラフの説明で、保険給付費は年々上がっているとい

う説明でしたが、28 年度は下がっているということで良いでしょうか。 

当 局： 28 年度の保険給付費は、1 人当たりは上がっているのですが、被保険

者数が減っている分、下がっているという状況です。 



委 員： 県がやるようになったのは昨年からでしたか。 

当 局： 今年から、平成 30 年 4 月から変わりました。その関係で昨年、運営

協議会で税率改正のお話をさせていただきました。 

委 員： 今回予算では、前年度と今年度で繰越金が約 500 万円のマイナス分が

予算として減っているのかなと思いますが、繰越金がそれだけ少なくて

も県からの交付金で対応できるということですか。 

当 局： この繰越金は、予算上の金額なので、最終的に繰り越す額とは違いま

す。   

委 員： 実際の繰越というよりは、あくまで予算上で見た額なのですね。 

当 局： 今回の予算は、今まで市に入っていた分が県の方で受けるというとこ

ろが一番大きく変わったというところになります。 

歳入については、前期高齢者交付金、共同事業交付金という大きなと

ころが、広域化により、共同事業は広域化の方に含まれて、前期高齢者

交付金は全部、県に入って市には入らなくなるということで、歳入が大

きく減となり、それに合わせて、歳出の方も今まで市の方から個別に後

期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金、共同事業拠出金とい

うことで、個別に払っていた分を県の方で集約してくれるということで、

かなりお財布が小さくなったという状況です。 

委 員： わかりました。 

委 員： お金の流れがよくわからないのですが、保険税で一旦市の方にお金が

入ってくるのですよね。今度、県の方から納付金ということで、標準保

険料でいくら払いなさいということで、市が県に払うということです

ね。すると、今の保険税が 9 億 5 千万円くらいで、実際払うのは 12 億

9 千万円くらい払うようですが、その差額はどうやって県に払うのです

か。 

当 局： 繰越金等で賄うことになります。 

委 員： 繰越金が底をついてしまった場合は保険料が上がってくるということ

ですか。 

当 局： 流れとしてはそうなります。 

委 員： 繰入金というのは市会議員の方でよく話があると思うのですが、これ

はきちんと確保できるものなのですか。 

当 局： 法定のものはいただいていますし、法定外のものでも、国の方で繰り

入れて良いものと解消すべきものと基準が示されていますので、今回、

県の方から標準保険料率というのが示されて、それに近づけるように、

自治体がそれに合わせるという方向で改正をして欲しいと県から示さ

れています。今までは保険税を下げる目的で繰入をしていた市がかなり

ありましたが、保険税を下げる目的の繰入はできないということが国か



ら示されています。ただ、保健事業に繰り入れること、また、福祉医療

の波及分とよく言うのですが、医療費の拡大に対する繰入れは、国も認

めていますので、基準で示された範囲のものは、今後も一般会計から繰

り入れていきたいと思っております。逆に国の方からこれは繰り入れる

べきではないと示されたもの、例えば、保険税を下げるために一般会計

からいただくということは考えていないという方針でおります。    

委 員： 収納率についてですが、91％ということで、あと 9％の人が滞納にな

っていますが、県からお金をもらうときに影響が出てくるのでしょう

か。また、滞納した人はそのままで得になってしまうのか、それは全体

でカバーしていくのか、どうなのでしょうか。 

当 局： 県からもらうお金の中に医療分と別のもの、普通交付金とそれ以外の

交付金があると言う説明をいたしましたが、普通交付金は医療費で必要

だからということでもらいますが、それ以外のものについては、収納率

が悪いとその分減額されるという影響が出てきます。あと、標準保険料

率の算定でも保険者の規模によって標準の保険料率が示されておりま

すので、岩倉の場合、収納率があまり高くないので、その分はどこかで

カバーするということで繰越金を活用しています。繰越金が少なくなる

段階では、収納率も上げていかなければならないですし、その分、収納

率が低ければ、税率を上げるということになりますが、そういうことは

良くないですが、結果的には全体でカバーをする、ご負担いただくこと

になってしまうということはあります。市としては、納めていただくよ

うにしっかり努力してまいります。 

委 員： 収納率は昔から問題となっているものであり、市当局も努力している

ものと思います。これは永遠の課題ですね。100％に向けて。相手があ

ることなので難しいところですが。 

当 局： 市としては、口座振替の原則化や収納部門と保険医療との連携、あと

外国人の方の対応として、通訳の方を配置しておりますので、これらに

より、収納率の向上に向けて、引き続き努力してまいります。 

議 長： 30 年度の予算の概要はこのような内容で進められるということであ

ります。 

１０ その他 

議 長： これで本日の議題は終わりましたが、当局の方から何かありますか。 

当 局： 「第２期岩倉市国民健康保険データヘルス計画」及び「第３期岩倉市

国民健康保険特定健康診査等実施計画」が完成したため、配布させてい

ただいたこと、また、会議の議事録を市ホームページで公表させていた

だくことを報告します。 

議 長： 本日の諮問に対しては、市長の方に、事務局と協議したうえで答申書



を作成して述べさせていただきますので、こちらに一任していただきた

いと思います。 

    これで、本日の議題はすべて終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


