
（４）その他

①今後の国保会計の見通しについて

　国保会計は、H23年度以降は積み立てた基金を取り崩しながら会計を維持してきたが、今年度で基金をすべて使い果たし約7,000万円の赤字決算となる見込み
である。
　H29年度も引き続き、厳しい財政運営となる見込みとなっている。
　当初はH29年度からの税率見直しも視野に入れていたが、毎月の医療費実績の減や国・道からの交付金シミュレーションが想定よりも増で出たことなどを要因に、
H28年度、29年度ともに当初の想定よりも赤字見込額が大幅に圧縮している状況にある。

　また、国保はH30年度から都道府県単位化による納付金方式がスタートするという大きな制度改革を控えている。

　以上のことから、今後は、H28年度の決算結果、更にはH29年度の収支見込み、H30年度からの納付金の算定状況、これらをすべて見定めながら、国保会計の健全

運営に向けて、H30年度からの保険税見直しの検討を進めていきたい。

（参考１）基金残高の推移
（円）

平成24年度末

基金残高

取崩し額

（参考２）過去の税率改定
（円）

　　

医療 介護 医療 介護 医療 支援分 介護 医療 支援分 介護 医療 支援分 介護

平等割 28,100 28,900 22,700 6,500 22,700 6,500 22,700 6,500

均等割 28,000 7,800 28,800 11,300 22,700 6,500 12,000 22,700 6,500 12,000 22,700 6,500 12,000

所得割 10.4% 1.0% 11.5% 1.9% 8.8% 2.7% 2.3% 8.8% 2.7% 2.3% 8.8% 2.7% 2.3%

資産割 25.0% 25.0% 25.0%
被保険者数

世　帯　数

  （被保険者数と世帯数は、事務概要の年度平均3月～2月から、Ｈ28年度は、Ｈ28.12末月報から）

・平成16年度 赤字解消のための税率改正

・平成20年度 医療分から後期高齢者支援分を分ける税率改定

・平成22年度 資産割の廃止

8,862世帯 9,098世帯 7,196世帯 6,992世帯 6,114世帯

平成15年度 平成16年度 平成20年度 平成22年度 平成28年度

15,836人 16,088人 11,554人 11,408人 9,281人

14,495,425

△ 36,906,962 △25,021,755 △67,828,483 △ 65,643,784 △ 134,161,272

344,057,681 307,150,719 282,128,964 214,300,481 148,656,697

平成22年度末 平成23年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末
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（４）その他
②平成30年４月からの都道府県化について

ア．　国民健康保険の改正に伴う運営イメージ

・資格確認
・保険税率の決定
・保険税の賦課・徴収
・保険給付の決定
・保健事業の実施

　　保険税の 　診療報酬
　　納付 　　　　　保健事業 　の支払

　　　　の実施

診療

窓口支払

納付金の
・国保運営方針の策定  　　　 納付 ・資格確認
・事務効率化等の促進 ・保険税率の決定
･各市町村の納付金の決定・ ・保険税の賦課・徴収
  標準保険料率の提示 ・保険給付の決定
  保険給付費 ・保健事業の実施

　　　の交付

　診療報酬
　　保険税の 　　　　　　保健事業 　の支払
　　納付 　　　　　　　の実施

診療

窓口支払
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【平成29年度まで】

【平成30年度から】

市　町　村

北　海　道 市　町　村

被　保　険　者
医　療　機　関

被　保　険　者
医　療　機　関

（国保の加入者）

（国保の加入者）



イ．　北海道が算出した国保事業費納付金の仮算定結果について

■第１回仮算定結果（H28.11.1） 【滝川市分の必要保険料総額：942,317,351円】

納付金での H27
必要保険料必要保険料

滝川市 100,172円 107,925円 ▲7.2% 7.1%

全道平均 113,546円 117,506円 ▲3.4% ―

※被保険者数9,407人（うち介護3,225人）

◎「一人あたり比較（道公表）」について
　①北海道が保険給付の交付に要する費用など、北海道全体から按分した滝川市分の納付金
　　一人あたり必要保険料に換算すると100,172円となる。
　②H27年度の決算値から算出した現行の保険料総額
　　一人あたり必要保険料に換算すると107,925円となる。
　※①と②の比較で、H30年度の納付金での必要保険料は▲7.2%分安くなる
◎「一人あたり比較（基金を除く）」について
　③H27年度の決算値から算出した現行の保険料総額の積算内訳は、保険料現年分収入、保険基盤安定
　　補填分収入の他に単年度赤字である基金取り崩し分が含まれた形になっている。
　　これは基金取り崩しのような単年度赤字や一般会計からの法定外繰入、繰上充用した場合、これらの分
　　については、本来は保険税率に反映させて保険料として収納していなければならないという考え方（ルー
　　ル）によるもの。
　　滝川市はH27年度において、基金を約1億3千6百万円取り崩し、繰り入れした上での決算となったため、
　　実際の保険料収入でない基金取り崩し分を除くと、H27決算で一人あたり必要保険料は93,516円しかな
　　 いことになる。
　※この結果、実際の保険料収入では、H30年度の納付金での必要保険料には7.1%分不足することになる
　　これを被保険者全体での金額にすると、不足額は約6千2百万円となる

　　　■第１回仮算定の修正値（H29.2.6） 【滝川市分の必要保険料総額：942,317,351円】

納付金での H27
必要保険料必要保険料

滝川市 113,064円 122,215円 ▲7.5% 7.7%

全道平均 114,597円 118,488円 ▲3.3% ―

※被保険者数9,407人（うち介護3,225人）

◎修正が発生した理由
　・H28年11月公表の「一人あたり必要保険料」の算出は、必要保険料総額を全被保険者数で一括割り返した
　・今回の修正値は賦課区分ごと（医療分・後期支援分は全被保険者数で、介護分は40～64歳の被保険者
　　数）に割り返したものを合算した。

■第２回仮算定結果（H29.2.6） 【滝川市分の必要保険料総額：924,770,343円】

納付金での H27
必要保険料必要保険料

滝川市 113,125円 122,215円 ▲7.4% 6.9%

全道平均 105,554円 118,488円 ▲10.9% ―

※被保険者数9,322人（うち介護3,225人）

◎1回目からの主な変更点

　・国が示す係数の変更（第１回：H28年度予算推計による係数→第２回：H29年度予算推計による係数）
　・収納率は３年平均（H25～27）を用いる（第１回：H26年度とH27年度の実績値でいずれか高い方を使用）
　・被保険者数は第１回が9,407人（H28年4月～8月の平均）、第２回が9,322人（H28年4月～11月の平均）を
　　用いて算定
　・道が設定した保険料率により生じる限度額超過額を控除して、所得を再設定
　・前期高齢者納付金、後期高齢者支援金など市町村ごとの精算額を各市町村の納付金額に反映させる
　・出産育児一時金、葬祭費を納付金及び保険給付費等交付金に含めて算定
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一人あたり比較（道公表） 一人あたり比較（基金を除く）
納付金に対する不足額

伸び率
納付金での H27

伸び率
必要保険料 必要保険料

100,172円 93,516円 ▲62,000,000円

― ― ―

一人あたり比較（道公表） 一人あたり比較（基金を除く）
納付金に対する不足額

伸び率
納付金での H27

伸び率
必要保険料 必要保険料

113,064円 104,987円 ▲62,000,000円

― ― ―

一人あたり比較（道公表） 一人あたり比較（基金を除く）
納付金に対する不足額

伸び率
納付金での H27

伸び率
必要保険料 必要保険料

113,125円 105,786円 ▲45,000,000円

― ― ―



ウ．　今後の主なスケジュール（予定）

29年7月 北海道国保運営方針の決定、公表
国保事業費納付金算定方法の決定

      8月 北海道が第３回仮算定の実施
      9月 滝川市国保運営協議会の開催
    10月 国保事業費納付金に関する国の仮係数の提示

北海道が国保事業費納付金本試算の実施
    12月 滝川市国保運営協議会の開催

国保事業費納付金に関する国の確定係数の提示
30年1月 北海道が各市町村に対してH30年度の国保事業費納付金額と標準保険料率を通知
      2月 滝川市国保運営協議会の開催
　　　3月 市議会第1回定例会（H30予算、税率改正に伴う条例改正等）

※市民に対する「都道府県化」についての周知は、運営方針や納付金算定方法など、北海道か
らの通知内容に応じて市公式ホームページ、市広報等で適宜行っていくことを予定している。
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(４)その他

③平成29年度制度改正について

ア．　低所得者に係る保険税軽減の拡充について
　　厚生労働省は、低所得者層の国民健康保険税を軽減するため、応益保険税の５割軽減
及び２割軽減の軽減判定所得の見直しを行う。これにより給与収入の場合、２割軽減では、
177万円から180万円に、５割軽減では112.5万円から114万円に軽減判定所得が引き上げ
られることになり軽減対象者が増える。（いずれも給与収入で３人世帯の場合）
　　地方税法施行令の改正が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、臨時議会もしくは専決処分により市税条例の改正を行う予定。

イ．　７０歳以上７５歳未満の高額療養費制度の見直しについて
■自己負担限度額（月額）

【現　　　行】

外来 外来＋入院

（個人単位） （世帯単位）

44,400円 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

（44,400円）

12,000円 44,400円

住民税 低所得者Ⅱ 24,600円
非課税 低所得者Ⅰ 15,000円

【平成29年8月～平成30年7月】

外来 外来＋入院

（個人単位） （世帯単位）

80,100円＋（医療費－

57,600円             267,000円）×1％

（多数該当44,400円） 　※現行の枠組みを維

14,000円   持したまま、限度額の

（年間上限額 57,600円   一部を引き上げ

144,000円） （多数該当44,400円）

住民税 低所得者Ⅱ 24,600円

非課税 低所得者Ⅰ 15,000円

（課税所得145万円以上）

（課税所得145万円未満）

11

所得区分

現役並み

一般

8,000円

所得区分

（課税所得145万円以上）

（課税所得145万円未満）

現役並み

一般

8,000円



【平成30年8月～】
外来 外来＋入院

（個人単位） （世帯単位）

課税所得 　※現役並み所得区分を

690万円以上 　  細分化 したうえで限

課税所得     度額を引き上げ

380万円以上

課税所得

145万円以上

18,000円 　※一般区分は外来限

（年間上限額 57,600円 　  度額を引き上げ

144,000円） （多数該当44,400円）

住民税 低所得者Ⅱ 24,600円

非課税 低所得者Ⅰ 15,000円
8,000円

現役並み

（課税所得145万円未満）

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

（多数該当93,000円）

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

（多数該当44,400円）

12

所得区分

一般

（多数該当140,100円）

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％


