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令和２年度 第３回豊島区国民健康保険運営協議会議事録

○国民健康保険課長 

皆様、お待たせいたしました。定刻となりましたので、令和２年度第３回豊島区国民健康

保険運営協議会を開催させていただきたいと思います。私は国民健康保険課長の倉本でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中お集まりいただき、誠に

ありがとうございます。また、夜間の開催となり申し訳ございません。現在の委員の出席者

数は１８名でございます。協議会開催の委員定足数に達していることをご報告いたします。 

まず、委員の方１名の交代がございましたので、皆様にご紹介申し上げます。保険医・保

険薬剤師を代表する委員の方でございます。折目 由紀彦様でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

それでは、池田会長、進行をよろしくお願いいたします。 

○会長 

はい。それでは、これより令和２年度第３回豊島区国民健康保険運営協議会を開会いたし

ます。なお、本日の議事録署名委員は、平井 貴志委員さん、安井 敦子委員さんにお願い

いたします。 

初めに高野区長よりご挨拶がございます。 

○区長 （挨拶） 

○会長 

本日出席の理事者をご紹介いたします。上野区民部長、樫原健康担当部長、倉本国民健康

保険課長、菊池高齢者医療年金課長、井上介護保険課長、以上でございます。 

それでは、議事に入ります。緊急事態宣言下でもありますので、会議時間の短縮など、協

議会の円滑な運営にご協力をよろしくお願い申し上げます。本日は、区から当運営協議会に

諮問が１件、また、報告が２件あるようでございます。まず、諮問につきましては、高野区

長からお願いしたいと思います。 

○区長 （諮問文朗読、会長へ手渡す） 

○会長 

なお、高野区長は別の公務のため退席されますので、ご了承いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

それでは議事に入りますが、委員の方々のご意見をいただく前に、今回の諮問について詳

細をお聞きしたいと思います。理事者より説明をお願いいたします。 
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○国民健康保険課長 （説明）資料１ 

○会長 

それでは、委員の皆様からご発言いただきたいと思います。なお、発言の際お手元のマイ

クのスイッチを入れてから、ご発言いただくようお願いいたします。それでは、ご質疑のあ

る方、挙手をお願いいたします。 

○委員 

最初に区長からのご挨拶の中でも触れられておりましたが、タイトなスケジュールという

ことで、本日、区長会で決定して、即、諮問ということの流れの中で、資料が机上配付にな

り、今回改正される保険料等の諮問事項の内容が、当日この場所でしかわからないというの

は、やはり問題だと思っています。昨年も同様のこと発言させていただきましたが、この場

所ですぐ見て全部意見を言えということになり、かなり議論がしづらい状況で、審議会自体

が形骸化してしまうのではないか、と感じております。これはぜひ改善していただきたいこ

とと一言申し上げます。 

内容について、いくつか確認をさせていただきます。モデルケースを見てみますと、大体

２００万円前後のところで、収入２００万円以下のところは下がっているが、それ以上のと

ころはほとんど値上げになっている。最後のⅩのところだけは９００万円のところが下がっ

ているというような数字ありますが、基本的に、大体そのようになっていて、例えばⅢ、給

与所得者１人で介護１名該当、それから介護２名該当のⅣ、Ⅴあたりは、すべて上がってい

ますが、どうしてこうなるのか教えてください。 

○国民健康保険課長 

最初の２００万以下のところのマイナスに関しては、介護に該当する方がいらっしゃらな

い場合は、基礎分と後期高齢者支援金分の負担が発生する世帯で、これについては所得割率

が合わせますと０．１１ポイント昨年と比較して上がります。ただ、均等割についてはマイ

ナス８００円となるところから、均等割のみの世帯についてはマイナスになるということで

ございます。Ⅲ、Ⅳ、Ⅴのケースに関しては、介護該当世帯ということで、今回、介護保険

料の所得割率と均等割が上昇してございますので、介護該当の世帯においてはプラスになる

状況でございます。 

○委員 

今回、医療分の基礎分が下がって、後期高齢者支援分が上がっていると、イメージ的には

そうなっている、その理由も説明いただけるでしょうか。 
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○国民健康保険課長 

後期医療支援金分においては、少子高齢化が進んでいくことで、国保の若年層世帯で負担

する部分が増えていくというふうに認識してございます。 

○委員 

普通の医療分が少し下がる理由というのは、来年度そういう見込みをしているということ

だと思うのですが、どういう理由でしょうか。 

○国民健康保険課長 

今回の負担抑制策というものが一定程度働いている、本来、納付金９７％のところ、９６％

算入とする激変緩和措置をとったというところもあり、そこが一定程度働いているものだと

認識してございます。 

○委員 

そういう意味では、後期高齢者支援金分と、それから今回は介護分が上がるというところ

が大きいようですね。均等割が１，４００円アップ、さらに所得割も０．４９、アップと。

これが響いているということですよね。なぜ、介護分が上がっているのでしょうか。 

○国民健康保険課長 

まず、介護分普通調整交付金が減っているというところと、国の見込んだ介護給付費が、

１人当たり４，１４３円増えている、トータルでいうと、介護納付金が昨年と比べ１億ぐら

い増えており、かつ、２３区全体でございますけれども、一般被保険者の数も減ってきてい

る状況でございまして、それに伴って負担する部分も多くなっているものと考えてございま

す。 

○委員 

いわゆる国からの給付費が増えたら、イメージとしては保険料を下げるように思いますが、

給付全体の総量が増えているというふうに見ると、加入者が減れば、１人当たりの分が増え

てしまうと。こういう保険料の仕組みということでよろしいのでしょうか。 

○国民健康保険課長 

給付費に掛かる、要するに国に支払う介護納付金が増えているということでございます。 

○委員 

給付費というと区に来るお金が増えているように見えるのですけど、そうではなく、全体

として、掛かるお金が増えているという関係に数字がなっているということで、今回、上が

るということになっているということですよね。実際見ますと、所得の階層で言うと真ん中
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から右側ほとんど全部、上がっているという状況になっていて、全体を見ても、下がったり

しても上がったにしても、どちらにしても、例えば、６５歳未満のⅧのところでも、４００

万円の収入で３２万とか、あるいは、Ⅵの４０代以上２人と４０未満２人みたいなファミリ

ー世帯と言えるところでは、収入自体４００万円でも、大体５０万円とか５２万円、これだ

け上がってしまっているっていうのは、やはりちょっと高過ぎる。保険料がさらに上がって

しまっている状況に、今回のモデルケースでは見てとれると思います。 

もう１点、いわゆる２００万以下の均等割のみ世帯のところで、いくらか下がった部分が

あると、それは２３区の区長会で抑制策をやったというお話でした。先ほどの１２ページの

ところにある、①の特別区独自の激変緩和措置、いわゆる法定外繰入というものを、国はな

くせと言ってきているのですが、段階的になくす予定を今年は止めたというふうに見てとれ

る。ただ、この先についての予定はわかりますでしょうか。 

○国民健康保険課長 

来年度は据え置きということですが、国の激変緩和措置期間６年というところと同様に、

６年で１００％にしていくという計画でございます。それについては、今回、据え置いたと

ころで措置期間としては変えるものではなく、今回の負担抑制策をとってございます。よっ

て、現在のところですが、今後、１％でなく、１．２、１．３といった感じで上げて、最終

的に令和５年度までで１００％にすることとなってございます。 

○委員 

そうすると、結局は、また値上げになってしまう可能性があるわけですよね。来年度は、

とりあえず保険料下げる部分の法定外繰入は、パーセントとしては今年度と同じくしても、

終わりの年限はこのままという意思表示だとすれば、さらに上がっていく可能性が増えてし

まうと私は思います。せめてここを引き続き入れていくっていうふうにしないと、先ほども

言いましたけど、いわゆる中堅と言っていいかどうかわかりませんけれども、年収４００万、

５００万の人たちが、収入の１割以上の保険料負担する、家族が多くなれば多くなるほど負

担をしなきゃいけないっていうことになっているのは、保険料がすごく高くなってしまう、

この仕組みを変えていかないと、国保の構造的な問題というか、そういう問題も変えられな

いと思うのですが、均等割については、さらに検討はされているのでしょうか。 

○国民健康保険課長 

均等割の検討というのは、軽減策とかそういったところでございましょうか。いずれも来

年度以降ですね、すべて、現状の数字上だと上がっていくというような状況でございますが、

今年で言えば、受診控えの影響も少し出てくるだろうというところも想像できますので、少

し医療費が余るというところも可能性としてはございます。そういった状況を全部総合的に

見て、検討していくということにはなるのですが、今年度の決定としては、措置期間はずら

さずに、このままいくという状況です。来年度は、その時の状況に応じて保険料を決めてい
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くということでございます。もちろん、均等割についても、それに合わせてということにな

ってございます。 

○委員 

均等割については、確か国のほうも一歩進んで、２０２２年度からは、今、法律審議して

いるところで決定ではないのですが、未就学の子どもについては減免をしようという話がよ

うやく出てきています。これはでも、再来年度からということで、来年度は、ファミリー世

帯の負担というのは変わらないという状況です。私自身は、国や東京都がやらないのなら、

区がやったらいいとは思っている。同時に、先ほどの法定外繰入の削減についても、このま

ま削減を続けていけば、上がってしまうことは間違いありませんので、こういう点について

も、何とかやめて、保険料を下げていくと、同時に、今回、間違いなく保険料が上がったの

は、介護分が上がったところがかなり大きく響いている。それも、区がどうこうというより

も、国から来た数字で計算すると、こうならざるを得ないところがある。そんな中で、国の

責任はすごく大きいと思う。 

そういう意味で４点質問になりますが、改めて、一つは均等割の軽減について、ぜひ区と

して独自に軽減をやってほしい。２点目は、２３区一体、あるいは豊島区独自でもいいので

すが、やはり一般財源の繰入れ削減は、もうやめてほしい。それから、三つ目は、介護分に

ついて区としてこれ下げる。均等割は２３区統一のようですけど、所得割は区として決めら

れると思うので、そのために何かできないか、それから四つ目、そもそも、こういうふうな

方向になってきているのは、国庫負担がどんどん削られてきているところが１番大きいと思

いますので、ぜひ、保険料が上がらないように、国庫負担をきちっと求めていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○区民部長 

委員ご指摘のとおり、保険料をどういうふうに抑制するかは、非常に重い課題でございま

す。法定外繰入を段階的に減少していく仕組みは、ご説明申し上げたところでございますけ

れども、委員からご意見ございました例えば多子世帯への区独自の軽減ですとか、それから、

要は保険料を抑制しなければいけないということについて、これは言葉を返すと、法定外繰

入で対応するということしか選択肢がないわけでございます。これにつきましては、区とし

ては、特別区長会の統一的な考え方のもとに取り組んでいるという考え方は、これまでも申

し上げたとおりでございまして、この令和３年度の保険料の設定につきましても、その考え

方でご提案をさせていただいているということでございます。 

しかしながら、一方で、例えば国庫補助等の増額ですとか、あるいは構造的な課題等につ

きましては、これは１保険者である区としてできるというものではございませんので、やは

り、要望すべきことは要望していくということで、これまでもそう取り組んでまいりました

が、引き続き、あらゆる場を通じて要望を上げていきたいと考えております。 
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○委員 

それではまとめます。今、コロナ禍で多くの人たちが生活も大変で、同時に医療関係の方

は、受診抑制の中で医療機関の収入が減っているのも大変な事態となっていて、本来はここ

も国庫補填が必要だと思っています。そういう補填がない中で、実際に、全体の医療費が下

がったとしても保険料が上がる、いわゆる法定外繰入をやめると保険料が上がる、こういう

仕組みになっているのは本当におかしいと思います。それから、後期高齢者医療の支援金に

ついても、国保あるいは協会けんぽも含めて、現役世代に負担が大きいと言われていますけ

ど、昔であれば、老人保健で国が出していたはずなのに、それがなくなって、今、世代間の

分裂を呼ぶような仕組みになっているのも、駄目だと思っています。 

国に対する要望はしていただけるということは評価いたしますし、来年度、繰入削減を一

時期とめるというのは、評価はいたしますけれども、結果としては、かなり高過ぎる保険料

について、これを引き下げるという状況にはなっていないことが明らかであります。よって、

反対いたします。 

○会長 

はい。他にご質疑ございますか。ないようでありましたら、お諮りをさせていただきたい

と思います。 

豊島区国民健康保険条例の一部改正につきまして、反対の意見がありましたので、一部反

対の意見がありますことを付して答申といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 「異議なし」 

○会長 

はい。異議なしとさせていただきます。ありがとうございました。 

それでは、続いて報告案件を２件まとめて理事者より説明をお願いいたします。 

○国民健康保険課長 （説明）資料２ 

○健康担当部長 （説明）資料３ 

○会長 

説明が終わりました。それでは質疑を行いたいと思います。ご質問ある方は挙手をお願い

いたします。 
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○委員 

ありがとうございました。以前、この会でレセプト点検についてお話しさせていただきま

して、他区に比べて早く手をつけた割には効果がなかなか出ていないという状況であったの

で、東京都のほうに話をしてみたらどうだというようなこともお話しさせていただいたので

すが、かなり、これによって順位も上がってきているのですが、具体的に対応を教えていた

だけますでしょうか。 

○国民健康保険課長 

都から点検方法の見直しということでお話ありまして、負担限度額が１番低い方で３万５，

０００円ぐらいの負担限度額の方がいらっしゃって、負担限度額内であればレセプトの負担

区分が違ったとしてもご本人が負担する分は変わらないということで、そういった少額レセ

プトの点検を省力化していたところを、保険者、患者さんに影響がないものについても点検

すべきということで、全件の点検を始めたというところがまず発端でございます。そういっ

たことによって、効果が上がり、今回、大幅な上昇になってきたというようなところでござ

います。 

○委員 

糖尿病性
とうにょうびょうせい

腎症
じんしょう

予防の事業の件で質問なのですが、尿アルブミン検査というのは、すごく

難しくて特別にお金のかかる検査なのでしょうか。尿とってやる検査ですよね。ｅＧＦＲ
イージーエフアール

や

尿蛋白を調べるときに、最初から一緒に、尿アルブミン検査っていうのをやるのは、要は費

用が高くて、もったいないからやらずに、その上で数値が該当した人だけ後でやるというの

はそういうことでしょうか。私も豊島区の健康診断を受けていて、アルブミンと書いた項目

があったのですが、それとは全然違う特殊な検査になるのでしょうか。 

○委員 

医師会より、軽く説明させていただきます。糖尿病性腎症重症化予防事業というのは、ま

ずは対象が糖尿病の治療されている方の中で、早期に腎不全に陥るような方をチェックアッ

プするためにこの事業が始まるというふうに考えてください。ｅＧＦＲというのは糸
し

球体
きゅうたい

濾過率
ろ か り つ

といいまして、腎臓がどの程度、濾
こ

す力があるか、要らないものを腎臓から排出する

力がどの程度あるかということです。尿蛋白の中でアルブミンというのは早期から漏れ出て

くるので、普通の一般の特定健診の中の尿蛋白では検査できない。微量のアルブミンが尿か

ら漏れ始めたときの、糖尿病の方を早くつかまえて、保健指導が入ることによって、その方

が透析とか重症の腎不全に陥らないようにしていこうという事業なので、ご理解いただけた

らと思います。 
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○会長 

他にございますか。よろしければ、予定していた報告はすべて終わりました。皆様方、円

滑な運営にご協力いただきましてありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、令和２年度第３回豊島区国民健康保険運営協議会を閉会いた

します。皆様ありがとうございました。 


