
（１）平成２０年度 国民健康保険決算見込について               

 

１．収納率の見込        現  年             滞 繰  

 １２月末現在 一般被保険者 72.14％（対前年同月比 △2.35％）  10.22％（+2.81％） 

        退職被保険者 79.14％（  〃    △0.21％）  14.69％（+1.70％） 

         合  計  72.71％（  〃    △3.20％）  10.52％（+2.77％） 

 ＜収納率低下の要因＞ 

   ①７５歳以上の収納率の高い層が後期高齢者医療制度に移行したため 

   ②年金からの特別徴収実施により納期が遅くなった  ※収納率 1.6％分の影響 

＜２０年度収納率の見込み＞  一般被保険者 92.00％（H19 92.77％） 

                退職被保険者 98.00％（H19 98.27％） 

                 合 計   92.49％（H19 94.38％） 

  ＜調整交付金のペナルテイ＞  現行制度基準～一般被保険者収納率 92.00％                      

   後期高齢者の制度創設により緩和されることが検討されているが詳細は未定 

   現行制度の 92.00%達成を目標としている。 

 

２．医療費の見込  

 医療費総額 ～ 前年比較で僅かに減少傾向にある。1人当費用額でも減少。 

保険者負担額 ～高齢受給者（70～74 歳）の負担割合変更（９割→８割）より減少 

・被保険者数  3 月～11 月 平均   11,576 人  （前年比 98.77％ △145 人） 

・療養給付費  3 月～11 月 費用額総額(10 割分)  前年比 97.43％ 1 人当 98.65％ 

・     〃      保険者負担額      前年比 94.97％ 1 人当 96.16％ 

保険給付費 H19 決算 3,868,853 千円 11,688 人（老健は除く） 

      H20 見込 3,704,927 千円 11,546 人  

H19 決算比 △163,926 千円、 H20 予算比 △303,607 千円 

３．前年度医療給付費に対する交付金の精算について 

 ・一般被保険者分 ～ 11,732 千円の返還 

 ・退職被保険者分 ～ 52,795 千円の追加交付  

     退職被保険者資格確認による医療費の振替処理（一般→退職） 

 

４．２０年度決算見込 

・19 年度決算は 92,392 千円の決算余剰により、22,392 千円を 20 年度会計に繰越し、 

 70,000 千円を基金に積み立てた。 

・20 年度決算見込は、制度変更により不確定要素が大きく不透明な状況の中であるが、

医療費見込の減少などにより約１億円の黒字見通しにある。 

・特別調整交付金経営姿勢分（H19 38,000 千円）は見込んでない。        



（２）平成２１年度 国民健康保険特別会計予算 説明資料            
 
１．予算総額     5,349,947 千円（20 年度当初予算比 △4.2％ 236,167 千円） 
２．世帯数・被保険者数（4～3 月平均） 19 年度   20 年度見込   21 年度予算 
  世帯数              9,577 世帯   6,986 世帯   7,001 世帯 
  被保険者数            16,230 人    11,546 人    11,466 人 
  介護２号被保数（40～64 歳）    4,342 人    4,209 人     4,113 人 
３．特徴的事項 
（１）国民健康保険税 
・平成 20 年度に税率改定を実施しており、21 年度は据え置きとしたい。 
・収納率  現年は H20 予算と同率、 滞繰は実績を勘案しプラスで設定。 

  現年 一般被保 93％   （H19  92.77％） 退職被保  98％（H19  98.27％） 
滞繰 一般被保  9％→11％（H19  9.40％）  退職被保 11％→ 17％（H19 15.22％） 

※介護納付金分の法定限度額 9 万円→10 万円の引き上げが予定。法改正３月末の見込み。

法定限度額に合わせることが経営姿勢の重点指標とされており、３月議会に間に合わ

なければ臨時議会を検討  影響世帯数 176 世帯 影響額 160 万 
（２）保険給付費  3,708,928 千円（△7.5％ 299,606 千円減） 
 ・医療費は毎年増加傾向にあったが、平成 20 年度は僅だか減少傾向にある。 
 ・保険者負担額は高齢受給者（70～74 歳）の保険者負担割合の変更（9 割→8 割）によ

り大幅に減少。21 年度予算は、20 年度実績に被保険者数の変動を考慮し算出。 
 ・保険給付費の減少により、歳入の国庫支出金、療養給付費交付金、道支出金が減少 
（３）後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、前期高齢者交付金 
 ・Ｈ20 は 11 ヶ月分（4～2 月）だったが、H21 より 12 ヶ月分（3～2 月）となり増額 
  後期高齢者支援金（歳出） 501,491 千円（前年比＋10.0％ 45,693 千円増） 
  前期高齢者交付金（歳入）1,644,158 千円（前年比+11.3％ 167,520 千円増）  
・老人保健拠出金は前々年度（19 年度）の不足分 99,822 千円（△49.4％97,305 千円減）  

（４）共同事業拠出金、交付金    
 ・レセプト１件当の金額が一定額を超えるものに対して行われる共同事業 
 ・歳出（拠出金） 過去３年の医療費実績等により算出 前年比 110,751 千円の増額 
・歳入（交付金） 前期高齢者交付金調整により    前年比 74,664 千円の減額 

（５）特定健康診査   25,983 千円（前年比+2.9％ 722 千円増） 
 ・Ｈ21 目標 受診率 40％ 対象者 7,972 人（長期入院者、年度途中の資格喪失者等を除く）  

受診者 3,189 人  特定保健指導実施率 42％ 308 人 
   H24 の実績により後期高齢者支援金が±10％ 
（６）その他 
 ・ヘルスコンダクター（食生活改善推進委員）養成講座 345 千円 
 ・出産育児一時金 Ｈ21.10～Ｈ23.3 42 万円（4 万円引上）～当初予算では計上せず。 
  （緊急の少子化対策） 



（３）２１年度制度改正について 

 

１.介護納付金分賦課税度額の改定について 

 介護納付金分課税限度額の改定を含む平成 21 年度税制改正の内容が、昨年 12 月に 21 年度与

党税制改正大綱で決定された。政府は３月末の地方税法（施行令）の公布をめざしており、滝川

市国民健康保険としても、速やかに法定限度額にあわせることとしたい。 

 課税限度額を法定限度額にあわすことが、国の特別調整交付金（経営姿勢分）交付の重点指標

とされており、第１回定例市議会での提案が間に合わなければ、臨時議会を開催し対応すること

としたい。 

  ◆影響世帯数  176 世帯 影響額総額 160 万円（20 年度ﾍﾞｰｽ） 

  ◆滝川市国保の課税限度額の推移 

年 度 医療分 後期支援等分 介護納付金分 合  計 

Ｈ16 53 万円 － 8 万円 61 万円 

Ｈ19 53 万円 － 9 万円 62 万円 

Ｈ20 47 万円 12 万円 9 万円 68 万円 

Ｈ21 予定 47 万円 12 万円 10 万円 69 万円 

                     

 

２．高齢受給者（70～74 歳）の自己負担割合凍結について 

  与党高齢者医療に関するプロジェクトチームにおいて自己負担割合が検討されていたが、昨

年 10 月に政府補正予算が成立し確定された。 

  法律上は２割負担となっているが、平成 22 年 3月末まで１割負担で据え置かれる。 

  現役並所得者は３割負担。 

 ◆滝川市国保の状況（Ｈ20.12 末） １割負担 2,299 名、 ３割負担 50 名 

   対象者（１割負担）の方には、３月下旬に高齢受給者証を送付する。 

 

３．年金からの特別徴収と口座振替の選択化について 

  20 年度より 65 歳以上の国保加入者について、国民健康保険税を年金から特別徴収するよう制

度化された（滝川市国保Ｈ20.10 実施）。 

 20 年 10 月には、過去２年間国民健康保険税に滞納がない場合は、申請により口座振替に替え

ることができるとなったが、更に 21年 4 月からは滞納要件も撤廃されることになった。 

（年金特別徴収か口座振替かの選択性） 

 滝川市国保としては、国保税に滞納がある場合は個別事情を勘案することとし、21 年 4 月か

ら特別徴収の対象となっている方に対し、ダイレクトメールを発送し制度周知を図っている。 

   ※市広報１月号に掲載、町内会班回覧を実施 

 ◆滝川市国保  12 月特別徴収世帯  606 世帯 



 

４．出産育児一時金改定の動向について 

  産科補償制度の創設により、21 年 1 月より産科補償制度に加入している分娩機関等で出産

した場合は、現行の３５万円に３万円を加算し支給するとこととなった。 

 さらに、緊急な少子化対策として 21 年 10 月から 23 年 3 月までの間に限り、４万円を引き上

げて４２万円にするとしている。また、これに併せて、分娩機関への直接支払いも制度化される

予定。 滝川市国保も、関係法令の改正に伴い改定することとしたい。 

 ◆産科医療補償制度 分娩機関加入率 98.9％（全国Ｈ21.1.22 現在 北海道 100％） 

 

５．子どもに対する資格証明書の取り扱いについて 

 現行法では、資格証明書の交付が世帯単位となっており、子どもに対する資格証明書の交付が

問題視されていた。今回、国は国民健康保険法を改正し、中学生以下の子どもについての例外規

定を設け、資格証明書に替えて６ヶ月の短期被保険者証を交付するとした。（21 年 4 月実施） 

 滝川市国保では、既に昨年９月より中学生以下の子どもについて、資格証明書から除外してい

る（３ヶ月の短期被保険者証を交付）ところですが、今回の法改正にあわせ４月より６ヶ月の短

期被保険者証を交付することとする。 

 ◆滝川市国保の資格証明書交付状況   85 世帯 113 名（Ｈ21.1.1 現在） 

      中学生以下の子ども 6名は含まない 

 

 

 

（４）その他 

 

１．平成 21 年度高医療費市町村の指定について 

 厚生労働省は、平成 21 年度の高医療費市町村の指定を 1月 30 日付で行った。 

 滝川市は、平成 18 年度に指定から準指定に改善していたが、平成 21 年度は再び指定を受ける

ことになった。今後、安定化計画を策定し、今まで以上に医療費適正化に取り組んでいかなけれ

ばならない。 

 H21 北海道の指定市町村 23 市町村（空知管内 滝川市、赤平市、由仁町、長沼町） 

 ＜平成 19 年度医療費＞ 

  Ａ：実績給付費総額 21 億 7,995 万円（前年比 1.195 倍） 

  Ｂ：基準給付費   15 億 9,376 万円（前年比 1.124 倍）  

  Ｃ：特別事情控除額  3 億 5,821 万円（前年比 1.146 倍） 

  ◆地域差指数  Ａ / Ｂ ＝ １．１４３（前年 1.066） 

     １．１４を超える市町村が指定となり、１．１７を超えると負担が発生する。 

 



２．特定健康診査の進捗状況について 

 メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査が平成 20 年度よりスタート。５年後であ

る平成 24 年度の実施率、特定保健指導実施率、メタボリックシンドローム（予備軍）の減少率

により、後期高齢者支援金に最大±１０％の加算減算措置がとられる。（最大影響額 5,000 万円） 

 ◆国が定める平成 24 年度の目標値 

  ・特定健康診査の実施率 ６５％  ・特定保健指導の実施率 ４５％ 

  ・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの該当者及び予備軍の減少率 １０％（H20 比） 

 ◆現在の実施率 

  ・H20.4.1 現在の 40～74 歳国保加入者  8,902 人 

  ・内、特定健康診査の国が定める対象者 8,096 人（長期入院、年度途中資格喪失者等を除く） Ａ 

  ・H21.1 末現在 健診費用の支払を行った人数（11 月までの受診者） 1,664 人    Ｂ 

  ・実施率  Ｂ / Ａ ＝ 20.52％    ※H19 の健診受診者数 1,256 人 

       平成 20 年度の目標である３０％の受診率達成まで    765 人 

   ３０％達成を目指して、未受診者対策に努めていく。 

 

３.後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及促進について 

 後発医薬品の普及促進にあたり、厚生労働省より1月20日付で以下のように通知がだされた。 

①「ジェネリック医薬品希望カード」の配布について 

  「私は、ジェネリック医薬品を希望します。」等と記載されたジェネリック医薬品希望カー         

ドを原則として全保険者において被保険者の配布を行うこと。 

 

② 後発医薬品を利用した場合の自己負担額の軽減の周知等について 

  特に長期服薬者で後発医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減が大きい方を対象に、後

発医薬品に切り替えた場合の自己負担額の差額について併せて通知するなど被保険者の状況

に応じた後発医薬品の使用促進に努めること。 

  高医療費の指定市町村においては特に促進策に努めること。 

※財源については ① は国、② は道から一部が措置される見込み 

 

◆滝川市の対応 

現段階において詳細は未定ですが、平成 21 年度は高医療費の指定を受けることになったこと

もあり、①  ② とも実施していくことになる。 

 


