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平成３０年度 第１回交野市国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１．開会    平成３０年５月１８日（金）午後２時００分 

 

２．閉会    平成３０年５月１８日（金）午後２時３０分 

 

３．出席委員  山口 幸三会長 

        阪長 保委員 

        古賀 よし枝委員 

        山下 善子委員 

矢寺 敏幸委員 

        髙木 次郎委員 

雲川 勝己委員 

        宮本 芳昭委員 

        波戸 良光委員 

        小菓 裕成委員 

        奥田 忠嗣委員 

        羽尻 昌功委員 

 

４．事務局   奥野 一志副市長・松川 剛部長・西井 大介次長・堤下 栄基課長・ 

久保田 佳代課長代理・早野 多恵子係長 

 

５．議事案件  ・平成２９年度国民健康保険特別会計決算見込みについて 

・高額療養費制度の見直しについて 

 

６．議事内容 

 

山口会長： 皆さんこんにちは。定刻前ではございますが、皆さんお揃いでございますので、開会を

させていただきます。本日は、平成 30年度第 1回国民健康保険運営協議会を開催いたし

ましたところ、公私なにかと、ご多忙中にもかかわりませず、またお暑い中、ご出席賜り

まして、誠に有難うございます。 

      初めに、本日は傍聴を希望されている方が 1名おられますので、許可してもよろしいで

しょうか。 

 

       （異議なしの声あり） 

 

      ありがとうございます。ご異議がありませんので、傍聴を許可いたします。傍聴者、お

入りください。 

       （傍聴者入場、着席） 



それでは、ただいまより、平成３０年度第 1回国民健康保険運営協議会を開催いたし

ます。 

まずはじめに、理事者側を代表し、奥野副市長よりご挨拶をいただきます。 

 

奥野副市長： 皆さんこんにちは。いつもお世話になりありがとうございます。また、本日はお忙し

いなか、交野市国民健康保険運営協議会にご出席をいただきまして、大変ありがとうご

ざいます。さて、この国民保険制度は制度発足から約８０年が経ちます。簡易保険にな

ってから約６０年が経過いたしました。簡易保険になった当時、その構成者の内訳をみ

ますと、農林漁業者・自営業者が約７割の構成員でございましたが、今現在、２割を切

っているのが全国的な傾向でございます。交野市におきましてもデータはとっておりま

せんが、約１６，０００人の構成員がおられますが、市民の２割強になっております。

おそらく内容についてはよく似た傾向であるのかなあと思っております。また、今年度

から運営主体が都道府県、大阪府になりましたが、これによりまして今後、国のほうか

ら約３，４００億円の支援を各都道府県にするとしております。ただ、このうちの約半

分は健保組合が負担となっておりますので、そのへんのまた批判があるとも聞いており

ます。大阪府が運営主体であり、府下同一保険料の水準に持っていくということを目指

しておりますが、今後これから今年度から運営を開始いたしますが、様々な課題が出て

くるのかなというふうに思っております。また市につきましても、そのへんについては、

しっかりとフォローしていきたいと思っておるところでございます。 

       本日の案件につきましては、お手元にありますように、「平成２９年度の会計の決算

見込み」、その他といたしまして、「高額療養費制度の見直しについて」を案件として、

考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

山口会長： ありがとうございました。 

それでは、先の人事異動で事務局メンバーに変更があるようですので、改めて事務局 

より自己紹介をお願いいたします。 

 

  （事務局の自己紹介） 

 

次に委員の出席状況を事務局から報告願います。 

 

久保田課長代理： 本日の出席状況を報告いたします。 

        平井委員につきましては、欠席の連絡がございました。 

        現在、委員定数１３名中１２名の出席でございます。 

これは、本運営協議会規則第７条により本運営協議会は成立しています。 

        以上で報告を終わります。 

 

山口会長： ありがとうございます。続きまして、会議録署名委員の指名ですが、協議会規則第 13 

条により、議長が指名することになっておりますので、指名させて頂きます。 



公益を代表する山下委員、被保険者を代表する矢寺委員を指名いたしますので、よろ 

しくお願いいたします。 

 

議題に入ります前に事務局より追加資料が提出されております。資料についての説明は、

後ほど事務局からさせていただきます。 

それでは、事務局より平成２９年度国民健康保険特別会計決算見込みについて報告願い

ます。 

 

堤下課長： それでは、平成２９年度国民健康保険特別会計の決算見込みについてご報告いたします。 

資料の１ページをご覧ください。 

まず、一番下の「被保険者数について」をご覧ください。 

平成２９年度末の被保険者数は１６，２３９人で、世帯数は９，９８８世帯でございま 

した。 

昨年度末と比べまして９２５人、４１１世帯の減少でした。減少の理由としましては 

平成２８年１０月からの社会保険の適用が拡大されたことを受けまして、社会保険加入者

が増えたこと、また後期高齢者医療制度への移行に伴うものであると考えております。 

この被保険者数と世帯数を平成２６年度と比べますと、平成２６年度末の被保険者数は 

１８，７０８人となっており、この３年間で２，４６９人減少しております。世帯数で 

は平成２６年度末の世帯数は１０，９２７世帯となっており、この３年間で９３９世帯 

減少している状況でございまして、本市に限らず他市におきましても、被保険者数は減少 

傾向にございます。 

それでは平成２９年度の決算見込みについて、ご報告いたします。 

現段階での歳入見込みは９９億７６５万３千円、歳出見込みは９４億２，８６８万５千 

円となっております。 

歳入の主なものを説明しますと、まず保険料でございますが、予算計上時の見込みより 

加入者数や賦課標準額が少なかったことから、予算額よりは低い決算額の１７億３，４６ 

８万５千円となっております。 

また、昨年と比較しましても加入者数が減っており、５千万円ほど少ない歳入とはなっ 

ていますが、収納率は４月末現在で９４．３％と昨年より少し下がりますが、他の市町村

と比べても高い数値を見込んでおり、適正な運営ができているものと考えております。 

次に、国庫支出金とその 3段下の府支出金についてですが、予算を下回る決算額であり 

ましたが、平成２９年度においては、保険給付費、医療費分の支払いが減少いたしました 

ことから、保険給付費の国及び府の負担分が減少されたことによって、歳入が減ったこと

が要因となっております。 

この国庫支出金のなかには、医療費適正化の取組状況や保険料収納状況に応じ交付金が 

交付されるという保険者努力支援制度分に係る交付金も含まれておりまして、本市の交 

付額は約１千７００万円となっており、この制度は広域化後も市のインセンティブが働 

く仕組みであることから、今後も引き続き医療費適正化に向けた取り組みが重要となる 

ものと考えております。 



続きまして、療養給付費交付金についてですが、これは退職者医療制度対象者の医療費

の費用分について交付金として交付されるものとなります。 

この交付金が多かった理由としましては、２９年度におきましては、退職振替の人数は

多くないのですが、退職者医療制度対象者に高額な医療費を要する方がございますので、

予算より多くなっております。 

次に前期高齢者交付金ですが、これは６５歳から７４歳までの前期高齢者の加入率が保

険者間で大きく異なるという状況から、医療費負担の偏りを調整するため、加入率に応じ

て交付金が交付されるというものです。 

前期高齢者の医療費や加入率、等々から算定され、２９年度は３０億８，４６９万１千

円となりまして、ほぼ予算どおりとなったものです。 

次に、共同事業交付金ですが、歳出の共同事業拠出金と対になるものでございまして、

各市町村が拠出して、その財源を基に、各市町村の医療費の支出に応じて交付されるもの

でございます。 

こちらにつきましても交付金が減少いたしておりますが、納付金が予算を大きく下回っ

ており、こちらが黒字の要因と考えております。 

続きまして繰入金でございますが、保険料を軽減した人数に応じ、国、府及び市から国

保の基盤を安定させるため交付される交付金でございますが、当初見込んでいた被保険者

数より少なくなったことによって、予算額より少なかったため、繰入額が減少したことに

よるものです。 

次に、繰越金のカッコ書きの１億７，０００万円でございますが、平成２８年度からの

繰越金が３億２，６７１万５千円ございまして、そのうち１億７，０００万円を基金に積

み上げるため、予算の補正を行いました。 

以上による歳入合計としまして、９９億７６５万３千円が歳入見込みでございます。 

 

次に、歳出でございます。 

まず、総務費でございますが、先ほどの基金の積み立てのお話をさせていただきました

が、予算の補正を行いまして、総務費から基金に１億７，０００万円積立てをいたしまし

たので、当初予算より多くなっております。 

保険給付費でございますが、医療費につきましては、昨年を除き、過去からみましても

増加傾向にあるところでしたが、被保険者の減少の影響により、平成２９年度は、前年よ

り減少しております。当初予算を計上する際は、過去５年の実績を考慮し、予算を策定い

たしました結果、約６２億円の保険給付を想定いたしておりました。 

実際には、医療費としての支出が見込みより少なかったことから、平成２９年度の黒字

の大きな要因であると考えております。 

次に、後期高齢者支援金と３段下にあります介護納付金等についてでございますが、昨

年より減ってはいますが、ほぼ予算どおりの決算額となっておりまして、これは対象者数

等の変化により多少増減するものでございます。 

共同事業拠出金でございますが、先ほど歳入でも触れましたが、府内市町村で共同で賄

う納付金が予算を大きく下回っております。 



最後に、諸支出金でございますが、当初予算を大きく超えての支出となっておりますが 

これは昨年と同様に、国庫返還金が発生したことにより、予備費より充当し、支出を行 

ったものでございますが、平成２８年度は約１億円の返還でございましたが、平成２９ 

年度では、約５，０００万円の返還金となり、約５，０００万円の支出減のなっており 

ます。 

この返還金が少なかったことも黒字の要因の一つでございます。 

以上、歳入歳出、差し引きしまして、４億７，８９６万８千円の黒字となる見込みでご

ざいます。 

これは、前年度繰越金３億２，６７１万５千円を入れての額となりますので、単年度収

支としましては、前年度繰越金を引きまして、１億５，２２５万３千円の黒字となる見込

みでございます。 

この黒字額でございますが、次年度に繰り越しするものでございます。 

      以上、簡単ではございますが平成２９年度の決算見込みについての報告を終わります。 

 

山口会長： ありがとうございました。 

ただいまの報告につきまして、ご質問はございませんか。 

 

 無いようですので、決算見込みの報告を終わります。 

それでは続きまして、高額療養費制度の見直しについて、事務局より説明願います。 

 

久保田課長代理： それでは、お配りしております資料の２ページ「高額療養費制度の見直しについて」

説明させていただきます。 

        高額療養費制度は、家計に対する医療費の負担が過重なものとならないよう、被 

保険者の所得等に応じて自己負担限度額が設定され、被保険者はその範囲内で自己 

負担を支払うというものです。 

高額療養費の自己負担限度額は、７０歳未満と７０歳以上では異なります。７０歳 

未満のいわゆる現役世代については、これまでも自己負担限度額についての改正が 

行われてきましたが、７０歳以上の人については長い間見直しは行われていません 

でした。そのため、世代間の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求めると 

の観点から、低所得者に配慮した上で、７０歳以上の人の自己負担限度額について、 

昨年と今年の２年にかけ段階的に見直されることになりました。 

        資料の「①平成３０年７月まで」をご覧下さい。昨年改正された内容になっていま 

す。矢印下段「②平成３０年８月から」が、今年の８月からの改正内容になります。 

まず、現役並み所得者の区分については、外来分・入院分という区分を廃止した上で、 

所得区分について、課税所得６９０万円以上、３８０万円以上、１４５万円以上と３ 

つに細分化し、それぞれに限度額を設けることになります。 

       一般所得者につきましては、外来分について、昨年の見直しで１２，０００円を１４，

０００円とされたところを１８，０００円へと段階的に引き上げるものです。ただし、

年間（８月～翌年７月）の外来の限度額は、１４４，０００円となり、見直し前の１



２，０００円を１２カ月した金額を適用しています。 

       このように、激変緩和のため２段階施行としながら、ますます進む高齢化社会におい

ての高額療養制度の持続可能性を高めていくため、７０歳以上の高齢者に対しても所

得に応じ一定の負担をお願いするものでございます。 

        以上で説明を終わります。 

 

山口会長： ありがとうございました。 

ただいまの報告につきまして、ご質問はございませんか。 

 

髙木委員： 区分というのは、きれいに保険証の所に記載されていてわかるんでしょうか 

 

堤下課長： 保険証には、限度額の区分の記載は特にございません。事前に限度額の申請をしていた

だければ「限度額証」をお渡ししていて、医療機関で限度額証と一緒に保険証を出してい

ただくことになります。 

 

山口会長： いいですか、他に 

 

小菓委員： 過去１２か月の間に４回ということですが、過去１２か月というのは、新しく８月以降

を１月目としての、１２か月でしょうか。それとも、限度額の区分課税の人は変わるので、

この７月までで超えている分を合わせての４回でしょうか。所得区分でそれぞれの上限額

が変わってきますよね。今現在 7 月までの分ですでに 3 回超えていたとします。４回目

が新しい制度で超えていれば、４回になるのか。新しい所得区分での４回なのか、それを

教えてください。 

 

堤下課長： ８月までの分が３回あれば、それを足しての４回での計算となります。 

 

小菓委員： ありがとうございます。 

 

波戸委員： ８月以降ですが、一般は限度額増減がありますが、１４５万以上は限度額の増減はない

んでしょうか。 

 

堤下課長： 限度額につきましては、それぞれの区分に応じて当然ありますが、この計算式の中で、

かける１％の部分が加えられますので、それが限度額ということになりますので、医療費

の総額がたくさんになれば、限度額自体が１％分上がっていくということになっておりま

す。 

 

波戸委員： それが年間の※２の１４４，０００円の限度額みたいに、そういった限度額が上の方に

はないんですか、という質問です。 

 



堤下課長： 申し訳ございません。明確なお答えが出来ないので、調べてからお答えさせていただき

ます。 

 

山口会長： よろしいですか。他にないですか。 

      質問は以上で終わらせていただきます。 

      その他、何か事務局からありますでしょうか。 

 

堤下課長： その他の報告といたしまして、２点ございます。 

     １点目といたしまして、本日、お手元に配布させていただいております、交野市国民健康

保険 第３期特定健康診査等実施計画 及び 第２期データヘルス計画でございます。 

      両計画におきましては、前回の国保運営協議会にて、その概要をご説明させていただき

ましたが、このたび策定が完了し、製本いたしましたので、本日配布をさせていただきま

したので、ご報告いたします。 

 

２点目でございますが、平成３０年度の国民健康保険料についてでございます。 

３０年度の保険料につきましては、去る２月の運営協議会にて諮問させていただき、諮問

のとおりの答申を頂きました。 

３０年度の保険料については、答申を頂いた保険料率のとおり決定いたしまして、６月

８日に保険料の決定通知を被保険者の皆さまに発送させていただく予定をしております

ので報告させていただきます。 

その他の報告といたしまして、以上でございます。 

 

山口会長： 事務局からの説明のあった件について、ただいまのデータヘルス計画の本の分と決定通

知の件について、何か質問がありましたら。 

 

波戸委員： データヘルス計画の分ですが、今年から個別健診でもｅＧＦＲが追加されましたが、こ

れをいかに利用されていくのか。もとはメタボ健診で始まっておりますが、合併症・高血

圧・糖尿病があれば、意味がありますが、何もない人に対してどういう意味合いがあるの

か、教えてください。ｅＧＦＲだけ高い人もいると思いますが、この意味合いも教えてく

ださい。 

 

早野係長： 血清クレアチニン、ｅＧＦＲが新しく追加されまして、会長が言われましたｅＧＦＲに

ついて、交野市で腎透析をされている方が月で約６０名いらっしゃる。その方たちの医療

費がたくさんかかっているという所から医療費を抑えていくということから糖尿病性腎

症重症化予防を打ち出す予定です。それに伴いまして、対象者の選定に当たりまして、ｅ

ＧＦＲの検査値の高い方を対象者として抽出していきたいと考えています。 

 

波戸委員： それはｅＧＦＲ単体なんですか。他に何かありますか。 

 



波戸委員： 高齢者で何もなくて、これだけ高い人、低い人が出てきている。その扱いはどうするん

ですかという質問です。 

       

早野係長： 単体でというふうには考えておりません。 

 

波戸委員： 合併症があってというのは解っているが、高齢になれば当然下がってくるので、他に何

もなくってというのが何件か出てきた。それで疑問だったので、どう扱うのかという話で

す。 

 

早野係長： すいません、そこまでの先生がおっしゃるとおり合併症があってという所をふまえて単

体である場合については、検討していきたいと思います。 

 

山口会長： 他に。ないようですので。ただいま質問のいただいた、未回答の分については調べてい

ただいて報告いただきますようよろしくお願いします。本日は、 

 

小菓委員： すいません。よろしいですか。２月か３月に負担割合等の諮問事項決めさしていただく

会をしていただいたと思います。今回このように決算見込みの報告の会ですが、負担割合

の諮問事項がありませんので、きれいな決算が出てからの時期の方が私はよろしいのかな

と思いますがいかがでしょう。 

       

山口会長： もう一回。こういう持った方がいいか。 

 

小菓委員： もう一回ではなく、見込みではなく、決算終わってから。 

 

山口会長： どうですか。 

 

松川部長： 年度初めに開催する分については今後そのご意見、また、この開催自体諮問事項ではご

ざいませんので、内容も込みで考えたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

山口会長： ずらして、決算が決まった以降に開催するとか。 

他によろしいですか。 

それでは、本日は貴重なご意見をいただきまして大変ありがとうございます。以上をも

ちまして、本運営協議会を終了させていただきます。本日は、皆様方のご理解とご協力を

いただきまして何かと協議会を円滑進めることができました。 

大変ありがとうございました。どうもご苦労様でした。 
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