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令和元年第 2回室蘭市国民健康保険事業の運営に関する協議会 会議録

１．開催日時 令和元年 5月 27 日（月）

開会 18 時 00 分 閉会 18 時 30 分

２．場 所 室蘭市役所 3階 議会第 1会議室

３．出席委員 山中委員、青山委員、上田委員、角川委員、菊地委員、木村委員、

鈴木委員、髙橋委員、中川委員、福永委員

４．欠席委員 山田委員

５．市側出席者 小泉副市長、事務局（杉本生活環境部長、山﨑保険年金課長、京納

保険年金課主幹、川端保険年金主幹、加藤総務係長、後藤総務係主査、

中川総務係主任）

６．傍聴者 1名

７．会議次第

１．副市長あいさつ

２．議題

（１）報 告

平成 30 年度室蘭市国民健康保険特別会計決算見通しについて

（２）諮 問

令和元年度国民健康保険料の料率について

１．医療保険分の料率について

２．後期高齢者支援金分の料率について

３．介護保険分の料率について

配布資料

資料１、資料２、資料３、資料４、資料５、資料６、資料７
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１．開会

２．副市長挨拶

３．議事

（１）報告

平成 30 年度室蘭市国民健康保険特別会計決算見通しについて

【事務局・京納主幹】

平成 30 年度室蘭市国民健康保険特別会計の決算見通しについて、資料１で説明。

これは、2月に開催した運営協議会で、歳入歳出差引額 2億 7,000 万円程度が、累積

黒字額として、翌年度へ繰越になると説明した。

その後、2月の運営協議会時点での見込比較であると、歳入においては、歳入科目の

3道支出金のうち特別交付金で約 3,300 万円増加の 2億 3,858 万 8,000 円に、5 繰入金

で約 2,800 万円減少の 8億 6,846 万 2,000 円に、また歳出科目の 7諸支出金で約 900 万

円増加の 1億 2,903 万 8,000 円になるなど、最終的に歳入歳出差引額は、前回見込みよ

りも 700 万円減少の 2億 6,300 万円程度と大きな変動は無い見込みで、全額を令和元年

度へ繰越となる。なお平成 30 年度単年度では、7,800 万円程度の赤字となる見込みで

ある。

次に、二重線で囲んだところをご覧いただきたい。

令和元年度への繰越額は 2億 6,300 万円程度となる見込みだが、このほかに、基金積

立金として約 1億 6,000 万円あるため、合わせると 4億 2,300 万円程度の累積黒字とな

る。

しかし、令和 2年度以降に都道府県単位化前に交付された前期高齢者交付金の返還金

が見込まれているところである。

次に、下の左側の表は、保険料収納率の推移である。

平成 30 年度は、現年度分全体で 95.53％と見込んでおり、平成 29 年度より 0.17 ポ

イントのプラスとなり、10 年続けて収納率が向上する見込み。

また、滞納繰越分は 18.40％と平成 29 年度より 0.11 ポイントのマイナスとなってい

る。

今後とも、早い段階からの納付相談などを通じて、きめ細かな対応を行うとともに、

支払い能力がありながら滞納している方に対し、必要な法的措置を行うなど更なる収納

率の向上に努めてまいる。

次に、右側の医療費の状況であるが、平成 30 年度決算見込では平成 30 年度予算及び

平成 29 年度決算との比較はいずれも減少となっている。

これまでは、全体の費用額が減少しても 1人当たりの医療費は増加傾向であったが、

医療費の高い高齢者が後期高齢者医療へ移行した影響が考えられ、1人当たりの医療費

についても減少傾向となった。また特定健診の受診率の向上などによって、加入者の病

気の重症化が抑えられてきている影響も少なからずあるものと考えている。
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（２）令和元年度国民健康保険料の料率について

【事務局・杉本部長】

諮問の内容にいて、資料２で説明。

このたびの諮問は、令和元年度の国民健康保険料の料率についてである。1医療保険

分、2後期高齢者支援金分、3介護保険分について、それぞれ国民健康保険条例に定め

ている賦課割合に基づき、また限度額については、医療保険分 61 万円、後期高齢者支

援分 19 万円、介護保険分 16 万円で算定しており、1 の医療保険分の料率は所得割が

8.4％、被保険者均等割が１人当たり 20,220 円、世帯別平等割が１世帯当たり 26,290

円、特定世帯にかかる世帯別平等割が１世帯当たり 13,150 円、特定継続世帯にかかる

世帯別平等割が１世帯当たり 19,720 円、2 の後期高齢者支援金分の料率は所得割が

2.9％、被保険者均等割が１人当たり12,820円、3の介護保険分の料率は所得割が2.8％、

被保険者均等割が１人当たり 13,270 円を令和元年度の保険料率として決定したいと考

えている。

詳細については、川端保険年金課主幹から説明させる。

【事務局・川端主幹】

詳細について資料４で説明する。

令和元年度の医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の保険料率を条例の賦課

割合にて算出したものである。

保険料率を算定する場合には、医療保険分と後期高齢者支援分については一般被保険

者の数値を用い、介護保険分は退職被保険者も含めた全体の数値で算出することとなっ

ている。

初めに、上段の医療保険分であるが、賦課限度額は昨年から 3万円引き上げの 61 万

円である。

まず、左端に記載している保険料の予算計上額 8億 382 万 3 千円に、基盤安定繰入金

を加えたものが保険料収納必要額となる。これを予算上の収納率 94.83％で割り返して

①の賦課総額を算出する。

この賦課総額に下の表の区分、所得に対して賦課する所得割、加入者数により賦課す

る均等割、世帯数により賦課する平等割の条例上の賦課割合、それぞれ 45％、30％、

25％を掛け、これに②の保険料として取ることができない限度額 61 万円を超えた分で

の限度額超過分を加えたものが③の算定保険料となる。④の賦課標準額は、平成 30 年

度分の被保険者の総所得から基礎控除を差し引いたもので、その下の 16,099 人及び

10,753 世帯は令和元年度の平均見込数となる。

これらを基に保険料率を算定すると令和元年度の本来計算の料率になるため、所得割

8.70%、均等割 21,230 円、平等割 26,480 円となり、平成 30 年度の料率と比較し引き上

げが必要となる。

次に、中段の後期高齢者支援金分だが、賦課限度額は 19 万円である。算定の流れに

ついては、医療保険分と同様なので省略するが、令和元年度本来計算の料率は、所得割

2.9％、均等割 12,140 円となり、平成 30 年度の料率と比較し均等割においては引き下



- 4 -

げが可能となる。

次に、下段の介護保険分だが、賦課限度額は 16 万円である。介護保険分は 40 歳から

64 歳までが対象であること以外は算定の流れについては医療保険分、後期高齢者支援

金分と同様なので省略するが、令和元年度本来計算の料率は、所得割 2.7％、均等割

11,660 円となり、平成 30 年度の料率と比較し引き下げが可能となる。

次にその下の四角囲みの令和元年度の保険料率について、平成 30 年度から国保の都

道府県単位化がスタートし、2年目をむかえたが、医療保険分については予算時点と比

較して所得の減少や被保険者数の減少などが見込まれ、本来計算の料率、つまり引き上

げが必要だが、これをもし平成 30 年度の料率に据え置いた場合は 3,300 万円程度の財

源不足が生じる。

次に後期高齢者支援金分については、高齢者の医療給付費に対して、我々現役世代の

負担が減少したということから、平成 30 年度の料率に据え置いた場合は 500 万円程度

多く保険料が取れるということになる。

次に、介護保険分については、介護給付費に対する第 2号被保険者 40～64 歳までの

方の負担率が減少したことなどから、平成 30 年度の料率に据え置いた場合には 600 万

円程度多く保険料が取れるということになる。

平成 30 年度の料率に据え置いた場合、これらをトータルして 2,200 万円程度の財源

不足が生じるが、予算上の収納率以上を確保することで財源不足分をカバー出来ると判

断して、令和元年度の保険料率については平成 30 年度と同率、同額に据え置きしたい

と考えている。

なお、予算上の収納率について、予算作成時点で北海道に納付金を納めるために最低

限必要な料率と収納率で設定したが、ここを仮に平成 30 年度と同程度、医療分は 98％

程度、後期高齢者支援金分は 95.8％程度、介護保険分は 92.3％程度であれば 2,200 万

円がカバーできる算定になる。

次に、資料５で説明する。

この表は介護が賦課される40歳から64歳の夫婦2人世帯で給与収入の場合について、

収入段階別に保険料を試算したものである。表の①欄は今回の諮問である令和元年度の

保険料、平成 30 年度に据え置きの場合、②は本来計算での令和元年度の保険料、③は

平成 30 年度の保険料、それと差し引きを記載している。

差引①－③欄は、諮問の令和元年度保険料と平成 30 年度保険料との比較である。

平成 30 年度の保険料率に据え置きにより、差引がゼロになっている。一部、黒塗り

となっているところがあるが、上段、収入 154 万円、218 万円の所は、保険料軽減の所

得基準額の拡大により、5 割軽減世帯、2割軽減世帯が拡大したためである。収入 154

万円のランクでは、昨年までは 2割軽減の対象であったが 5割軽減へ、収入 218 万円の

ランクでは、昨年まで軽減の対象外であったが 2割軽減の対象となるため、保険料が軽

減となる。また下段、収入 850 万円以上については、医療保険分の賦課限度額が 58 万

円から 61 万円へ 3万円引き上げとなった影響により、負担が増額となる。

差引②－③欄は、本来計算での保険料と平成 30 年度の保険料との比較であり、本来

であれば引き上げが必要であることが確認できる。
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次に、資料６で説明する。

この表は 65 歳から 74 歳の夫婦 2人世帯で年金収入の場合について、収入段階別に保

険料を試算したもので、表のつくり方は資料５の介護が賦課される給与収入世帯の場合

と同様である。

最後の資料７は、所得段階別に世帯分布を表したものを令和元年度と平成 30 年度を

比較して掲載している。

概ね保険料軽減に該当する総収入 150 万円以下の令和元年度を見ると、全体の 69.1％

を占めており、平成 30 年度との構成比では 0.7 ポイント増加している。低所得者層が

増加し中間所得者層が減少している傾向が続いていることが確認いただける。

【山中議長】

質問等がないようなのでお諮りする。議題となっている案件について、原案ど

おり承認することとして答申してよろしいか。

《異議なし》

【山中議長】

異議なしとのことなので、原案どおり答申する。

以上で提案のあった案件は全て終了した。

これをもち本日の会議を終了させていただく。

４．閉会


