
（１）平成 21 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 72.74％（前年同月比+0.60％） 10.55％（+0.33％） 

         退職被保険者 79.41％（  〃  +0.27％） 16.46％（+1.77％） 

          合 計   73.24％（  〃  +0.53％） 10.94％（+0.42％） 

＜21 年度収納率の見込み＞  一般被保険者  93.00％（H20 92.88％） 

                 退職被保険者 96.00％（H20 95.68％） 

                    合  計    93.30％（H20 93.11％）  

＜国の普通調整交付金ペナルティ基準＞  一般被保険者収納率 92％ ⇒ 91％ 

      一般被保険者収納率が 91％を下回ると、国の普通調整交付金が５％削減される。 

 

２．医療費の見込     

医療費総額は平成 20 年度と同水準にある。 

被保険者数が若干減少しており、一人当医療費は僅かだが増加している。 

・被保険者数  3 月～11 月 平均    11,518 人（前年比 99.50％ △58 人） 

・療養給付費  3 月～11 月 費用額（10 割分）  前年比 100.43％、１人当 100.94％ 

     〃    保険者負担額     前年比 99.89％、１人当 100.40％ 

・保険給付費全体  H21 見込 3,713,133 千円 11,506 人 

         H20 決算  3,712,622 千円 11,554 人 

 

３．その他（主なもの） 

 ○歳出  介護納付金  予算比 8,198 千円の減 

 ○歳入  国庫支出金  予算比 60,281 千円の増 

（前年度追加交付、後期分療養給付費等負担金の見込み増） 

      療養給付費等交付金  予算比 17,729 千円の減  前年度精算の影響 

      道支出金        予算比 14,114 千円の増  前年度交付実績より 

   

４．２１年度決算見込  

・20 年度決算は 229,024 千円の決算余剰により、19,023 千円を 21 年度会計に繰越し、

210,000 千円を基金に積み立てた。（基金残高 280,122 千円） 

・21 年度会計は、国庫補助申請がこれからであり不確定要素が大きく不透明な状況であ

るが、約 75,000 千円黒字の見通しにある。但し、23 年度の前期高齢者交付金に精算が

出てくる可能性がある。 

・特別調整交付金経営姿勢（H20 40,000 千円）は見込んでない。 

 



（２）平成２２年度 国民健康保険税率の改定について 

 

１．資産割の廃止について 

  資産割のあり方について、前回の国保運営協議会（Ｈ21.8.31 開催）に提案し、廃止に

向け検討を進めることとしていた。 ＜別紙参照＞ 

  検討を重ねた結果、中期的に資産割を廃止しても国保会計が赤字にならずに推移して

いくことが見込まれる状況にあり、平成 22 年度より所得割に転嫁することなく、資産割

を廃止することとしたい。 

 

 ＜資産割を廃止しても赤字にならない要因＞ 

 ・高齢受給者の保険者負担が軽減され（９割→８割）、医療費も安定してきている。 

 ・老人保健拠出金が廃止されることにより、平成 22 年度より歳出が減少される。 

   老人保健拠出金  Ｈ21 98,497 千円 ⇒ Ｈ22 36 千円 △98,461 千円の減 

 ・法定限度額の引き上げが 22 年度以降見込まれており、予定どおり実施すると、27 年度

には 35,000 千円の歳入増が見込める。 

 

＜資産割の課税状況＞ 

・資産割は国民健康保険加入世帯の４５％世帯に課税（3,356 世帯／7,498 世帯） 

 ・資産割を廃止した場合の影響額  約 40,000 千円 

  21 年度賦課状況 

   １人当調定額（平均）  86,507 円⇒83,067 円 △4.0％ △3,440 円 

   １世帯当調定額（平均）142,972 円⇒137,286 円 △4.0％ △5,686 円 

  ※実際は減額となるのは、固定資産税が課税されている世帯のみなので、対象世帯の

減額は倍以上となる。 

 

＜計算例＞ 

  ①所得 200 万、固定資産税 5万円、２人（40～64 歳） ※介護加算有り 

   21 年度保険税 354,300 円（9/35 市） 資産割を廃止すると 341,900 円（9/35 市） 

  ②所得なし、固定資産税 5万円、２人（65 歳以上） ※介護加算なし 

21 年度保険税 38,700 円（8/35 市） 資産割を廃止すると 26,200 円（23/35 市） 

 

 

 

 

 

 



２．賦課限度額の改定について 

厚生労働省は、中間所得層の負担を軽減するため医療分+後期支援分の限度額（59 万

円）を４万円引き上げ 63 万円とする 22 年度税制改正要望をまとめている。 

地方税法の改正が３月末となることが見込まれており、３月議会に間に合わなければ、

臨時議会を開催して法定限度額にあわせていきたい。 

また、法定限度額をけんぽ協会並みの 82 万円まで段階的に引き上げる（毎年４万円ず

つ６年間、最終年は３万円）という方針も示しており、これが実現すると、22 年度は 800

万円の増収だが、６年後の 27 年度には、現在と比較して 3,500 万円の増収が見込める。 

賦課限度額を法定限度額にあわせることは、国の特別交付金（経営姿勢）の最重点指標

に設定されている。（Ｈ20 経営姿勢交付額 40,000 千円） 

  

 医療分 後期支援分 介護分 計 

 平成 21 年度 47 万円 12 万円 10 万円 69 万円 

 平成 22 年度 50 万円 13 万円 10 万円 73 万円 

平成 23 年度 医療+後期  67 万円 ？ 67 万円+介護 

平成 24 年度 医療+後期  71 万円 ？ 71 万円+介護 

 平成 25 年度 医療+後期  75 万円 ？ 75 万円+介護 

平成 26 年度 医療+後期  79 万円 ？ 79 万円+介護 

平成 27 年度 医療+後期  82 万円 ？ 82 万円+介護 

   ※H21 賦課限度額該当世帯 医療 208 世帯、後期支援 251 世帯、介護 175 世帯 

 

３．介護納付金課税額分税率について 

 介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付されることにより、税率の引き下げを検討し

たが、22 年度の介護納付金額が増額される見込みにあることから、税率の引き下げは見送

りとしたい。 

・介護従事者処遇改善臨時特例交付金額  H21 3,151 千円、 H22 1,575 千円    

・H22 介護納付金が、H21 決算見込みと比較し、8,684 千円増額となる見込み  

 

【22 年度の国民健康保険税率（案）】 

 医 療 分 後期高齢者支援分 介 護 分 

平等割 22,700 円 6,500 円 － 

均等割 22,700 円 6,500 円 12,000 円 

所得割 8.8％ 2.7％ 2.3％ 

資産割 25％⇒0％ － － 

限度額 47 万円⇒50 万円 12 万円⇒13 万円 10 万円 

            



(３）平成２２年度国民健康保険特別会計予算（案）について     

 

１．予算総額     5,334,607 千円（21 年度当初予算比 △0.3％ △15,340 千円） 

２．世帯数・被保険者数  

 20 年度 21 年度見込 22 年度予算 

 世 帯 数   7,196 世帯   7,009 世帯   7,039 世帯 

 被保険者数 11,554 人 11,506 人 11,549 人 

 介護２号被保数（40～64 歳） 4,205 人 4,101 人 4,016 人 
 

 

３．特徴的事項 

（ア）総務費 

 ・ジェネリック医薬品の普及促進  443 千円 

  希望カード付保険証ケース 1,000 枚、広報、個別差額通知 1,000 件（H21-200 件） 

 ・生活習慣病レセプトの分析    525 千円 

 19 年度に実施しているが、特定健診３年目となることから実施 

・タイヤロックの購入       20 千円（収納対策） 

（イ）保険給付費  3,812,725 千円（+2.8％ 103,797 千円増） 

 ・診療報酬改定全体 +0.19％（診療報酬＋1.55％、薬剤改定△1.36％） 

・高齢受給者（70～74 歳）の自己負担割合 1割負担の継続（H23.3 まで） 

※現役並所得者は３割負担 

   Ｈ21.12 末現在 １割負担～2,312 名、３割負担～61 名 

 ・22 年度の予算は、21 年度の実績に被保険数の増を考慮し算出。 

（ウ）後期高齢者支援金  463,306 千円（△7.6％ 38,185 千円減） 

 ・22 年度概算支援金 505,612 千円、20 年度精算△42,370 千円、事務費 64 千円 

（エ）老人保健拠出金     36 千円（△100％ 99,786 千円減） 

 ・Ｈ20.3 の精算のみ 医療費拠出金は追加がでない見込だが 1千円（科目存置） 

 ・事務費 35 千円 

（オ）保健事業費      

 ○特定健康診査等事業費 30,352 千円（+16.8％ 4,369 千円増） 

 ・受診率目標 50％  対象者 7,980 人（長期入院者、年度途中の資格喪失者等を除く） 

受診者 3,990 人  自己負担額 1,000 円 

   健診委託料  22,198 千円（１人当 5,563 円）  

国・道の補助 13,672 千円（保健指導分を除く）１人当持出額 2,137 円（税負担） 

 ・アンケート調査を実施  意識づけの強化 

 ○保健事業費   13,074 千円（△6.0％ 840 千円減） 

 ・見直し～健康まつり 750 千円→550 千円 補助金の見直し（報償費の廃止） 



 ・継続～がん検診等助成、ヘルスコンダクターの会への助成、生命の貯蓄体操、温泉事

業、季節型インフルエンザ予防接種の助成（65 歳以上）など 

 

（カ）国民健康保険税 911,704 千円（△7.1％ 69,920 千円減）      

 ①収納率  滞納繰越分収納率について実積を考慮し引き上げ 

一般被保険者 退職被保険者  

H20 決算 H21 予算 H22 予算 H20 決算 H21 予算 H22 予算 

医 療 93.1％ 93.0％ 93.0％ 95.5％ 98.0％ 98.0％ 

後 期 93.0％ 93.0％ 93.0％ 96.1％ 98.0％ 98.0％ 
現 

年 
介 護 90.1％ 93.0％ 93.0％ 95.9％ 98.0％ 98.0％ 

医 療 12.6％ 11.0％ 12.5％ 17.0％ 17.0％ 20.0％ 

後 期 － 11.0％ 18.0％ － 17.0％ 22.0％ 
滞

繰 
介 護 10.8％ 11.0％ 12.5％ 13.9％ 17.0％ 20.0％ 

 

②資産割の廃止（２５％⇒０） 一般被保医療△37,000 千円、退職医療△3,000 千円 

  資産割を賦課  全道都市 １１市／３５市 

  課税対象者の変化 農家、自営業 ⇒ 住宅（年金生活者）利益の生まない資産 

③所得低下による収入見込み減  所得△５％ 約 30,000 千円 

④賦課限度額の引き上げ（４万円）は当初予算では見込まない  

医療４７万円⇒５０万円、後期１２万円⇒１３万円  （介護は１０万円据置） 

 影響額 8,000 千円   影響世帯 医療 208 世帯、後期 251 世帯  

            

（キ）前期高齢者交付金 1,581,762 千円（△3.8％ 62,396 千円減） 

 65 歳～74 歳の加入割合、医療費などから計算  

 22 年度概算交付金 1,589,837 千円 

 20 年度精算分   △ 8,075 千円 

  

 ※21 年度の概算交付金は 1,643,439 千円であり、22 年度の概算交付金より多い。 

  23 年度には 21 年度分の精算があり、多額の返還金が発生する見込みがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）その他 

 

１．非自発的失業者の国民健康保険税の軽減措置について 

 リストラなどで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入で

きるように、国民健康保険税の負担軽減策を講じる。国が法整備【平成 22 年 4 月施行】 

＜軽減措置の概要＞ 

 ①次の非自発的失業者の国保税については、失業時からその翌年度末までの間、前年所

得の給与所得を３０／１００として算定 

  ・雇用保険の特定受給資格者（倒産、解雇等の事業主都合により離職した者） 

  ・雇用保険の特定理由離職者（雇用期間満了などにより離職した者） 

 ②高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得（前年）を 30/100 として対応 

＜保険税減収に対する措置＞ 

 保険基盤安定制度、特別調整交付金で補てん 

 

２．資格証明書の交付について 

 現在、資格証明書交付世帯の義務教育課程以下児童については６か月の短期被保険者証

を交付しているが、その措置を高校生世代（就労者も含む）まで拡大する見込み。 

 また、短期被保険者証（有効期限３か月）を交付している世帯の子どもについても、有

効期限を６か月とする予定。 

 国保改正法案を今年の通常国会に提出し、今夏からの実施を見込む。 

＜資格証明書交付世帯数＞     

   Ｈ21.12 末 資格証明証交付世帯数 113 世帯 149 人 内、高校生 4 世帯 6人 

    義務教育課程以下児童には６か月の短期被保険証を交付済 16 世帯 28 人   

     

３．特定健康診査の実施状況について 

 生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査制度が平成 20 年度より開始。 

平成 20 年度は目標受診率 30％に対し 27％（受診者 2,234 名）を達成した。 

 24 年度には国の定めた目標である 65％まで受診率を向上させる計画。 

 

＜平成２４年度の目標＞ 

・特定健康診査実施率 ６５％ 

・特定保健指導実施率 ４５％ 

・メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率 １０％ 

※この実施結果により、平成２５年度から納める後期高齢者支援金が±１０％の加算

減算措置がとられる。 ＜最大影響額 ５，０００万円＞ 

 



 ＜21 年度の状況＞  受診率目標 40％ 

 H21.11 末現在受診者数 1,530 名 （対前年比 △8.1％、134 名の減） 

・市内医療機関での受診者が減少 755 名（H20.11）→ 561 名（H21.11） △194 名 

・未受診者対策を強化しているが、前年度並み（受診率 27％）に止まることが見込まれ

る。 

 10～11 月 ～ 文書による受診勧奨 

 1 月 ～ H20 受診しているが H21 受診していない人への電話がけ 

 

＜特定健康診査 20 年度実績による特定健診 1 人当り負担額＞ 

健診人数       2,234 人 

健診委託料   11,906,933 円 (１人当 5,330 円) 

国・道補助金   6,460,000 円（清算後 ） 

差 引      5,446,933 円 

１人当負担額      2,438 円 

 

４．後発（ジェネリック）医薬品に対する普及促進の推進について 

 厚生労働省は、平成 21 年 1 月 20 日付けの通知により、各保険者が後発医薬品の普及促

進に向けた取り組みを行うように強く求めています。 

 後発医薬品は先発医薬品と比較して薬価が安く、患者さんの自己負担軽減につながると

ともに、医療費削減効果があるという考えです。 

 滝川市は、高医療費の指定市町村となっていることから、各種取り組みが必要となって

います。 

 

①ジェネリック希望カードの配布  （対象 全保険者） 

 パンフレットと一体化なったものを 21 年 10 月に全加入者へ配布を実施 

 22 年度は 保険証カバーと一体化なったものを窓口に配置 

②個別差額指定通知   （特に高医療費指定市町村と準指定市町村） 

 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として、

後発医薬品に切り替えた場合の自己負担額の差額を通知するもの。 

  21 年度   200 件    Ｈ22.2 実施予定 

  22 年度  1,000 件予定 

 


