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コロナ禍における
市町村国保の現状と改善の方向

神奈川自治労連 神田敏史



はじめに～新型コロナウイルス感染症が問いかけたもの
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●新型コロナウイルス感染症で明らかになった、新自由主義に基づき公的責任を後退させた
「自助・共助」を強調する社会保障制度改革の問題点が明らかになる。

国保制度における「保険料（税）減免制度」拡充と「傷病手当金制度」創設。
感染症対応での保健所機能強化。公費によるPCR検査行政検査拡充。
診療報酬見直しと、医療提供体制の拡充、治療・療養環境の整備。
地域医療計画における感染症対応の必要性の議論。

●新型コロナウイルス感染症拡大時の対策に限定させず、さらに拡充させ、今後の社会 保障
制度の再構築に結び付けていくことが重要。

●国保制度は「財政上の構造問題」解決のため2018年度から3400億円の公費拡充と都道府県
が財政運営責任を担う。「国民健康保険運営方針」を定め国保事業運営を行う都道府県単位化
が行われる。都道府県が策定する国保運営方針は、国保事業運営のあり方の指針となるもの。

●2021年度から2023年度の3年間における第2期国保運営方針の策定が全都道府県で行われた
が、政府からは「法定外繰入の解消」「保険料水準の統一」について、「骨太方針の改革工程
表」に沿って「目標年次」を定めて明記することが強調され、「全世代型社会保障制度改革」
においても議論されることになる。



新型コロナウイルス感染症拡大の国保への影響について
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【財政支援の内容】

① 2020年度通知対象分

災害臨時特例補助金 減免額の6割相当を補填 ※
特別交付金（特調分）（市町村）、特別調整補助金（国保組合） ※の残り

② 2021年度通知対象分

特別交付金（特調分）ないし特別調整補助金で、減免額の4割を補填。

【減免対象】

① 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったとき。

② 主たる生計維持者の収入が、前年に比べ当該年が30％以上減少する（減少額からは、保険金、
損害賠償等により補填されるべき金額を控除）るとき。
ただし、主たる生計維持者の前年所得が1000万円以上ないし、減少した収入（所得）以外の
収入による所得が400万円以上ある場合は減免しない。

収入減少による保険料（税）の減免（1）
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に対する減免制度は、2020年度の第一次補正
予算を受けた国の財政支援通知をもとに実施される。国通知の内容は次のとおり。



収入減少による保険料（税）の減免（２）
死亡ないし重篤な傷病の場合は全額減免となるが、それ以外は、国が示す基準に基づき減免を

行うことになる。国の示す基準は次のとおり。

対象保険料（税）額Ａ＝a ×（b／c）

a：当該世帯の被保険者全員について算定した保険料（税）額

b：世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る

前年所得額（減少見込の事業収入等が２以上ある場合はその合計額）

c：被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての

被険者につき算定した前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 減額又は免除の割合Ｂ

300万円以下であるとき 全部

400万円以下であるとき 10分の8 

550万円以下であるとき 10分の6 

750万円以下であるとき 10分の4 

1000万円以下であるとき 10分の2 

対象保険料（税）額Ａ×減額又は免除の割合Ｂ＝保険料（税）減免額



① 調整対象需要額（医療費等）に占める減免割合が3％を超える場合は100％特別調整交付金
（補助金）で補填されているが、1.5％～3％の場合は60％、1.5％未満の場合は40％となる。

多くの市町村は1.5％未満であり、60％は他の被保険者の負担ないし一般会計からの法定外繰
入（決算補填等目的外）となる。厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金」による補填が可能との通知を出したが、他の市町村事業との兼ね合い等もあり、
実際は難しい状況にある。

② 2020年と2021年との比較となり、新型コロナウイルス感染症拡大以前との比較でないため、
2020年に減免を受けても、2021年は減免を受けることができない世帯が生じることとなった。

③ 主たる生計維持者の収入が30％以上減少していても、前年の当該収入にかかる所得が
「ゼロ」の場合は、減免金額が算定されず、減免を受けることができない。

④ ①の状況等も踏まえ、納期未到来分の保険料のみを減免する市町村が増え、遡及しての減免
が受けずらくなった。

収入減少による保険料（税）の減免（３）
2021年の新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に対する減免制度に対する財政支援
は、災害臨時特例補助金による対応が行われなくなることで、地方負担が増えることとなったこ
となど、国の財政支援基準による課題がいくつか生じている。



【支給対象】2021年12月末までに支給開始日となる場合が対象。（2021年3月通知）

●給与等（所得税法（昭和43法律第33号）第28条第1項規定）、賞与（健康保険法（大正11年法
律第70号）第3条第6項規）を除く。以下同じ。）の支払いを受けている被保険者が療養のため労
務に服することができないとき（新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状が
あり当該感染症の感染が疑われるときに限る。）。
●その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服すること
ができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

感染に伴う収入減少への傷病手当金支給（１）
●国民健康保険法第58条第2項では「条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給そ
の他の保険給付を行うことができる」と規定しているが、厚生労働省は「国民健康保険の財政運
営に支障がない場合に実施する」ものとし市町村・国保組合の財政負担による実施を求め、事実
上、全国で実施する市町村は無かった。
●新型コロナウイルス感染症拡大のもと、国民健康保険の被保険者の中に多い、短時間・非正規
雇用労働者の所得補償対策として、協会けんぽ等との均衡から傷病手当金の創設が国において検
討され、2020年3月24日の国事務連絡で、傷病手当金に対する財政支援を行うことを通知し、市
町村・国保組合の判断により、条例・規約を改正し傷病手当金の支給が行われることとなった。
●神奈川県では2020年6月議会までに、全33市町村で条例改正手続きを経て実施されている。



【課題について】

●財政支援の対象期間について、再延長が繰り返されている。

●所得税法で給与等の支払いを受けていると見なされる個人事業における専従者（家族等）は対
象となるが、専従者への支給給与額等を証明できない者が多く見られる。

●事業所得や雑所得扱いとなる個人請負労働者。継続的勤務が確認できない労働者は対象除外。

●勤務先がコロナ感染で休業や廃業等により勤務実績や勤務予定が把握できない場合も対象外。

●個人事業主でコロナ感染により取引等ができなかった場合は対象除外。

●事業主が就労に「PCR陰性証明」を求めた場合、傷病手当金の支給対象は療養を要する「自宅
や入所施設待機ないし入院と退院後の療養期間」のため、支給できない期間が生じる。

●「後遺症」による療養期間は対象外。

感染に伴う収入減少への傷病手当金支給（２）
●国による財政支援は2021年度も同様に行われる方向だが「いつまで行うのか」は新型コロナ
ウイルス感染拡大状況からの判断とされており、いつ条例規定の改廃が行われるか不明。
●また、国民健康保険の被保険者の中には、給与所得等の所得を得ていない事業主、雇用労働者
も多く、被保険者間の給付の均等という点で整理をしなくてはいけない課題も多い。



【歳出面】医療費支出
● 2020年度は4月、5月診療分の医療費が対前年度比で大幅に減少。
● 2021年度は次の理由から大幅な増加に転じる見込み。
ア 景気低迷で被用者保険からの転入者が多く（転出者が少なく）、団塊の世代の後期高
齢者以降に伴う国保加入者の減少に歯止めがかかってきている。

イ 新型コロナウイルス感染症治療にかかる診療報酬の特例措置。本人負担は公費負担さ
れるが、保険者負担分は国負担が増額補正されただけで財政支援が行われていない。

ウ 新型コロナウイルス感染症による重篤者・入院患者の増。
● 2022年度は、2021年度のアの傾向は続き被保険者数の減少幅は圧縮する一方、新型コ
ロナウイルス感染症の影響による受診抑制は少なくなり、2020年度に比べると大幅な伸び
となることが想定される。（厚生年金適用拡大影響で2020年10月からの被保険者数減の影
響は不明）

国民健康保険財政に対する影響（１）
新型コロナウイルス感染症による医療機関への受診抑制は、医療保険者の支払う医療費を減少

させる一方、収入減少に伴う保険料収入への影響は、2020年度は保険料減免に対する全額財政
支援措置等により限定的なものに留まり、国民健康保険財政収支は2020年度は、大幅な黒字が
生じることとなった。



【歳入面】保険料（税）収入

● 2020年度
保険料賦課額算定は2019年所得をもとに行われたことからコロナの影響はなかった。また

収納という面で、新型コロナの影響による収入減に伴う納付困難世帯の発生や、役所等にお
ける面談相談や接触ができないことによる収納率の低下が危惧されたが、保険料減免制度に
より対応し、大きな収納率低下は無かった。（2020年4月・５月を強化月間とする2019年度
保険料収納率は大幅に低下。）

● 2021年度
2020年所得をもとに行う保険料賦課額決定では、新型コロナの影響による所得減少のもと

保険料収入確保のため料率の引上げが想定されたが、納付金算定での考慮もあり、神奈川県
内では引上げは一部の市町村に留まっている。

● 2022年度

国民健康保険財政に対する影響（２）
都道府県が市町村として協議して決定している国保事業事業費納付金の算定は前年度の11月か

ら12月に、国の示した方法で医療費を推計するが、国の示した推計方法では、必ずしも新型コロ
ナウイルス感染症の影響を反映したものではない。基本的に各都道府県とも2020年度の納付金
算定では影響を考慮せず算定。（2019年末には想定不可）。2021年度は、2020年4月、5月の受
診抑制の影響を考慮（排除）した算定が行われている。



１保険料（税）減免に対する財政支援について
財政支援については、令和２年度と同様に、財政調整交付金とは別に財源を確保し、減免総額

の多少にかかわらずその全額について行うこと。
２保険料（税）の減免基準について
（１）収入が大幅に減少しても、前年所得がゼロの場合、減免額が生じないことによる不公平を

解消するため、算定方式について見直すこと。
（２）税務署の指導等により個人事業主の扱いとされ、収入を給与所得ではなく雑所得として申

告しているフリーランス等の収入減少について、持続化給付金と同様に減免対象とすること。
３傷病手当金の支給対象とならない個人事業主に関して、政府として、新型コロナウイルス感染
症による発熱等に伴い休業したことに伴う収入減少に着目した経済支援策の拡充を図ること。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

被保険者に対する国民健康保険及び後期高齢者医療制度に
おける保険料（税）減免等への財政支援の拡充を求める要望

神奈川県では県、市町村、後期高齢者広域連合の連名（担当主管課長）で、2021年4月12日に
厚生労働省保険局長あてに、国保等加入者の置かれている実態と、厳しい国保財政状況を踏まえ、
次のとおり検討及び見直しを要望した。



決算補填等目的の法定外繰入の解消について
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決算補填等目的の一般会計からの法定外繰入の解消について

2021年度～2023年度を対象とする第2期国保運営方針策定に関する国ガイドラインでは、必須事項の「① 国
民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し」の中で、「赤字の解消」を強調する見直しが行われた。



【決算補填等目的の法定外繰入】

①決算補填目的のもの 保険料収納不足、国保事業費納付金増 高額療養費貸付金。

②市町村の政策的投入 保険料税の負担緩和、地方単独の保険料軽減制度、任意給付

③過年度の赤字によるもの 累積赤字解消、公債費・借入金解消

【決算補填等目的以外の法定外繰入】

①保険料税の減免額にあてるもの。⇒ 新型コロナウイルス感染症関連減免はこれにあたる。

②小児児医療や重度障がい者医療を実施した際減額される定率国庫負担減額分の補填。

③保健事業費に充てるもの。特定健診・特定保健指導や健康づくり事業に要する保健事業費

④直営診療施設に充てるもの。国保診療所運営・施設整備のための国保特別会計支出。

⑤基金積立金に充てるもの。国保財政調整基金造成費用に充て一般会計から繰入金。

⑥返済金。

解消が必要な法定外繰入について
国ガイドラインでは「赤字の解消」を方針に盛込むとしており、その解消すべき赤字については「繰上げ
充用金（単年度赤字を次年度財源で補填）」「決算補填等目的の一般会計からの法定外繰入金」と定義。





●そして各市町村の赤字解消・削減の取組や目標年次の設定は、都道府県及び市町村が十分に
協議を行った上で、その実現可能性も踏まえつつ、最終的には、都道府県が国保運営方針とあ
わせて設定することとされている。

●つまり、市町村の赤字解消・削減の目標年次を、都道府県は、国保運営方針の中で明示する
ことが国ガイドラインでは示されている。

赤字解消・削減にむけた取組みと目標年次の設定について

●国ガイドラインでは、赤字のある市町村は、赤字の要因（医療費水準、保険料設定、保険料
収納率等）を分析し、都道府県と協議を行った上で、赤字削減・解消のための基本方針、実効
的・具体的な取組内容（保険料率の改定、医療費適正化、収納率向上対策の取組等）、赤字解
消の目標年次及び年次毎の計画＝赤字解消計画を定め、都道府県は、市町村ごとの赤字解消の
目標年次及び赤字解消に向けた取組みを支援する方針を策定するとしている。



●また、赤字の解消又は削減は原則として赤字発生年度の翌年度に解消を図
ることが望ましいが、被保険者の保険料負担の急変を踏まえ、例えば５年度
以内の計画を策定し、段階的に赤字を削減し、できる限り赤字を解消するよ
う努めるなど、市町村の実態を踏まえて目標を定めることが重要としている。
あわせて、目標設定において保険料負担増に配慮することを求めている。

市町村における留意事項～赤字解消は5年以内、保険料激変緩和に留意

●国ガイドラインでは、市町村ごとに目標年次の設定の要否が年度単位で変
動することも考えられることから、国保運営方針本体で定めるものは都道府
県の全体的な方向性に留め、国保運営方針とは別に市町村の目標年次等を設
定し、毎年、取組評価に応じて見直していくことが必要としている。



【神奈川県】

赤字の要因の分析・検討を行った上で、原則として赤字解消年度を令和５
年度とし、段階的な赤字解消に向けた実効的・具体的な手段を明記した計画
を策定する。

ただし、３年間で解消することにより保険料に激変が生じる恐れがある場
合は、更に３年後を目途とした令和８年度を解消期限とし、段階的な赤字解
消に向けた実効的・具体的な手段を明記した計画を策定する。それでもなお、
令和８年度までに解消することが著しく困難な場合は、県と協議し、別途解
消期限を定め、段階的な赤字解消に向けた実効的・具体的な手段を明記した
計画を策定する。

国民健康保険運営方針における具体的な記載内容



●2018年度は、歳出面では2015年度の新薬の影響が収まり保険給付が落ち着いたきた一方で、歳
入面では2015年度の給付費を元に算定された2017年度前期高齢者交付金が増額となり、2016年
度・2017年度からの繰越金が多くなった。

●また都道府県単位化に伴い財政調整基金を取り崩した市町村もあったことから財源として一般
会計繰入金を使わずに済んだことも考えられ、逆に、2019年度は、2017年度の前期高齢者交付金
の精算額（マイナス）が大きく、都道府県から請求される国保事業費納付金が大幅に増え、繰越
金も底をついてきたため、一般会計繰入金を入れて保険料率の大幅引き上げを抑えたことが考え
られる。

全国における決算補填等目的の法定外繰入金の推移

●国保制度改革が開始された2018年度（平成30年度）決算は、決算補填等目的の法定外繰入れ
は全国的に減少し、2017年度の505市町村総額1,751億円から、2018年度は354市町村1,258億
円と、約500億円、28.16％も減少している。
●このテンポ進めていけば4年間、つまり2021年度には解消できることになるが、実際は、その
翌年度の2019年度に増やした市町村も多く、必ずしも順調に減少しているわけではない。













決算補填等目的の法定外繰入解消
に対する政府の動きとねらい
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2021骨太方針（経済財政運営と改革の基本方針）

●保険者協議会を必置とするとともに、都道府県計画（地域医療計画）への
関与を強化し、国による運営支援を行う。

●医療費適正化計画の在り方の見直し等について、2024 年度から始まる第４
期医療費適正化計画期間に対応する都道府県計画の策定に間に合うよう、必
要な法制上の措置を講ずる。

●国保財政を健全化する観点から、法定外繰入等の早期解消を促すとともに、
普通調整交付金の配分の在り方について、引き続き地方団体等と議論を継続
する。

●中長期的課題として、都道府県のガバナンスを強化する観点から、現在広
域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在り方、生活保
護受給者の国保及び後期高齢者医療制度への加入を含めた医療扶助の在り方
の検討を深める。



「骨太方針（経済財政運営と改革の基本方針） 」における考え方

●骨太方針では、従前から「一般会計からの法定外繰入金の解消」が強調されている。
●これは、「3,400億円も公費を投入したのだから、市町村の一般会計から繰り出し（国保側からみて繰
入金）は必要がないはず。そのような財源を市町村が保有しているのであれば、別の市町村が必要とす
る事業に使うべきである。結局、国に財政負担を求めている地方交付税の無駄使いになっている。」と
いう考えが根底にある。

●地方が求める公費投入1兆円という「公的医療保険制度間の負担の均衡」という考え方はない。

●保険者努力支援制度の評価指標でも同様の内容が強調されているが、地方の側から実態を踏まえた意
見を国にあげていくことが求められている。

●赤字解消計画については、骨太方針改革工程表で、赤字のある全ての市町村で2020年度内に「解消年
度を明記した計画」を作成することが位置付けられた。
●同じく改革工程表で2023年度までに2018年度354市町村にあった赤字を200市町村まで削減するとさ
れ、計画における解消年度を2023年度までとすることも強調され、国保運営方針にも反映することを国
は求めている。







赤字解消に向けた厚生労働省通知

●骨太方針とあわせて、厚生労働省保険局国民健康保険課は2018年3月に通知を発し決算補填等
法定外繰入のある全市町村に「赤字解消計画」の策定を求めている。

●ここでいう赤字は、国保運営方針の国ガイドラインで示しているものと同じだが、この計画
の内容が、保険者努力支援制度交付金の評価基準となり、2019年度からは内容によっては、マ
イナス評価＝交付金の減額というペナルティが課せられることとなった。



保険者努力支援制度による誘導

保険者努力支援制度都道府県交付分の中に、2018年度は全市町村から赤字解消計画の策定を交
付基準とする項目が設けられ、2019年度には目標達成状況に応じたマイナス評価が行われる。







保険料水準の統一について
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●その具体化にむけた取組みとして、都道府県は県内の市町村との間で保険料
水準の統一に向けた議論を深めるとし、「統一化の定義や前提条件等」「保険
料算定方式の統一」「標準保険料率と実際の保険料率の見える化」を検討する
ことを求めている。

保険料水準の統一に向けた検討について

●国ガイドラインでは、市町村ごとの医療費水準や医療提供体制に差があり、
ただちに保険料水準を統一することは困難としながらも、国保運営方針の中で
「将来的には都道府県での保険料水準の統一を目指す」ことを明記することを
求めている。



【神奈川県】

国保運営方針の期間（令和３年度～令和５年度）において、次の３点を協議し、令和６年
度以降、新たに策定された方針とロードマップに従って「保険料水準の統一」に向けた取組
を具体的に進めていくこととする

①受益（医療費水準）と負担（保険料）の見える化のなかで「保険料水準の統一」の定義。

②前提条件（医療費水準や収納率などの格差解消）をどう考えるか。

③「保険料水準の統一化」に向けた具体的な取組を定めたロードマップの作成。

国民健康保険運営方針における具体的な記載内容



保険料水準の統一に向けた検討スケジュールの考え方



納付金水準の統一（α＝０）の場合の影響について



全国における保険料（税）水準の統一の動き

●第1期の国保運営方針（2018年度から2020年度）では、全国的に見ると、統一保険料水準にすることに
ついては将来方向と出しながらも具体的な期限等は設けていない都道府県が多い状況。
●これは、保険料（税）水準を統一するためには、いくつかの環境・条件の整備が必要であり、その結果、
加入者の保険料負担が上がることを危惧する市町村、都道府県が多かったことによる。

第1期国民健康保険運営方針におけるもの（対象期間2018年度～2020年度）











保険料水準の統一
に対する政府の動きとねらい
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財務省の保険料（税）水準の統一に対する考え方

●第2期国保運営方針では、保険料（税）水準を統一する目標年度と手法を具体的に掲げた方針を策定する
都道府県が出てきている。

●これも「骨太方針」に「保険料（税）水準の統一」が明記されたことによるが、その実態は「公的医療
保険制度間の負担の均衡」の中で地方側からも要望してものとは全く性格を異にしたもの。

●政府が「保険料水準を統一化する」ことを明記したのは国民会議報告で掲げた「医療提供体制の改革を
実効あるものとする」ことに狙いがある。

●「保険料水準を統一化する」ためには医療費水準や医療提供体制の違いの解消が必要となるが、その義
務を都道府県と市町村に課する。あわせて、統一化の条件である「赤字の解消」「収納率の向上」を課す
ることが理由。

●高齢者の医療を確保する法律第14条に基づき医療費の高い市町村の診療報酬を下げることにより保険料
水準の統一を図ることを主張したのは奈良県知事であるが、その当時、副知事を担っていた者が財務省で
厚生労働省を担当し、経済財政諮問会議にも強い影響を与えている思われる。

● 「保険料水準の統一」には、そうした背景があることを踏まえ、統一に向けた課題について議論して、
慎重に対応していくことが求めれている。









● 標準保険料率とは、市町村が国保事業費納付金を納付するため都道府県が示す保険料率。市
町村は参考にするとされている。都道府県は①全県標準②都道府県標準算定方式③市町村算定方
式の三方式で提示。保険料収納必要額は国保事業費納付金のほか保健事業費や保険料減免額を含
み「決算補填等目的の法定外繰入金」以外の一般会計繰入金は控除する。

●市町村ごとに算定方式（所得割、資産割、世帯平等割、被保険者均等割の4方式か資産割を除く
3方式か、資産割・世帯平等割を除く2方式とするか。応能：応益割合をどうするかなどの保険料
率を決めるにあたっての方式）が異なるため、市町村の保険料水準との差を単純に比較すること
は困難な状況にある。

●そうした中で、標準的な住民負担の「見える化」＝医療費水準に応じた保険料水準とし、受益
と負担の関係を見える化＝を図るため、都道府県は市町村標準保険料率を示すとされている。

●今回の国ガイドラインでは、さらに、市町村標準保険料率は、将来的な都道府県単位で保険料
水準の統一化をすすめるための1つの指標になるとして、市町村標準保険料率と実際の保険料率の
格差を縮めることが重要であるとしている。

都道府県の示す標準保険料率について

国ガイドラインでは、必須事項の「②市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項」の中で、
標準保険料率の設定にあわせて、「統一保険料率の実現」を強調する見直しが行われた。



●各市町村の現状の保険料算定方式、応能割と応益割の割合、所得割・資産割・均等割・平等割の賦課割合、
賦課限度額の設定状況等に関するデータをもとに、標準的な方式を検討すること。

●都道府県は、年齢構成の差異を調整した後の医療費水準が同じ市町村であれば、同じ応益割保険料の市町
村標準保険料率となることを基本に、各市町村の実態も踏まえて、市町村における標準的な保険料算定方式
を検討すること。

【具体的な検討課題】

・２方式、３方式又は４方式のいずれの方式を採るか。

・標準的な保険料の応益割と応能割の割合をどの程度にするか。

・所得割と資産割、均等割と平等割の割合をそれぞれどの程度にするか。

・市町村標準保険料率の算定に必要な納付金の算定に当たり医療費水準をどの程度反映するか（αの設定）。

・各市町村の所得のシェアを各市町村の納付金にどの程度反映するか（βの設定）

・賦課限度額をどのように設定するか。

・標準的な収納率の設定をどうするか。

各市町村の収納率実態を踏まえた実現可能な水準、保険者規模別や市町村別などにより適切に設定。

標準保険料率を設定する際の留意事項
国ガイドラインでは、標準保険料率の設定の際に、次の点を留意すべきとしている。



保険者努力支援制度による誘導

2021年度の保険者努力支援制度交付金の評価基準に「保険料水準の統一」が初めて導入され、
国保運営方針への記載に対する誘導策となっている。



全世代型社会保障制度と国保制度改革
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こどもの保険料均等割の軽減措置の実施





法定外繰入解消と統一保険料水準を法制化

(都道府県国民健康保険運営方針)

国民健康保険法第82条の2 （略）

２都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

①国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しに関する事項

②当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法及び保険料の水準の平準化に
関する事項

③当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項

④当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項

３都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか（以下略）。

４都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計に
おける財政の状況その他の事情を踏まえ、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、
第２項第1号に掲げる事項として当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関
する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めるものとする。



●国民健康保険制度の取組強化について法改正を含めた対応を行う場合は、国
と地方を中心とする協議の結果を尊重すべきであり、地方分権の趣旨に反しな
いこと、国が一方的に議論等を押しつけないことといった点を十分に尊重しつ
つ、結論が得られた事項に限るべきである。

社会保障審議会医療保険部会での意見（知事会、市長会、町村長会）

●法定外繰入等の解消や保険料水準の統一については、地域の実情に応じて取
組が進められている中で、法律に規定することは、国からの一方的な押しつけ
にならないよう、自治の基本にも配慮しながら、丁寧に議論する必要がある。

●法律に規定するかについて議論があったが、合意を得た上であるが、国保財
政の安定化を図る方向に進むことを期待しているなどの意見があった。



生活保護受給者の国保加入（地方の反対で先送り）



●国と地方との信頼関係に基づき実施している社会保障制度の根幹を揺るがし、
国民健康保険制度等の破綻を招くものであることから、強く反対するとの意見
があった。

社会保障審議会医療保険部会での意見（知事会、市長会、町村長会）

●国民健康保険制度をめぐる議論において、検討課題とされている「生活保
護受給者の国保等への加入」については、日本国憲法第25 条に定める、社会
保障制度の最後の砦となる生活保護制度において果たすべき国の責任を放棄し、
国の財政負担を地方自治体や国民に付け替えるものであり、容認できない。



神奈川県における窓口負担・保険料減免と資格
証明書・短期被保険者証の取扱いについて
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●収入基準は厚生労働省の生活保護ではなく130％以下とする。なお、資産基
準は厚生労働省基準（生保基準3か月）としたが把握方法は市町村における検
討課題とした。

窓口負担の減免の取扱いについて

2011年度に市町村との協議に基づくモデル基準を策定

●その時点における市町村に減免基準を調査。33市町村中19市町が基準を設
定。厚生労働省通知では既存の対象範囲を狭める必要がないとしたこともあり、
モデル基準では、本人の責めに帰することができない事情により窓口負担が困
難な場合も継続して「特別な事情がある。」と認めることも可能とした。

●窓口負担減免（保険者徴収）については厚生労働省が2010年9月13日付保発
第0913第2号保険局長通知で詳細な基準を示したことを踏まえ協議を開始した。

●減免対象とする一部負担金は入院だけでなく外来も含め、期間についても1
か月単位で3か月ではなく、3か月単位で6か月とした。



●収入基準は、申請前後の収入が生活保護基準の120％以下とする。なお、資
産も可能な限り把握し、総合的な資力評価を行うこととした。また住宅ローン
のみを原因とする生活困窮は資産との関係から減免対象外。

保険料（税）減免の取扱いについて

2009年度に市町村との協議に基づくモデル基準を策定

●その時点で減免基準は全市町村策定済み。災害・盗難、病気、失業、収入減、
低所得、生活保護に準ずる状況、特別な事情を減免事由として整理する。

●2009年度からの離職者（非自発的失業者）減免等も踏まえ、県内市町村間で
違いのある減免基準について、基準モデルを策定することとした。

●恒常的な低所得（低収入）も保険者の判断により減免事由とする。その際は、
当該年の年間収入と生活保護基準の基準生活費を比較とし、基準生活費以下は
100％、110％以下は80％、120％以下は60％減免とした。生活保護基準の見
直しに伴う改正を適宜行っている。



●滞納保険料（税）代理納付のための現金給付の代理受領について
高額療養費等の保険給付の受給権が、国保法第67条の規定により、譲渡や担保提供、差し押

さえ禁止とし保護されているため、国保法第63条の２第３項の規定による場合を除き、給付と
収納は切り分けて考え、また、未納保険料（税）の解消は滞納処分の推進により図ることが望
ましいことも踏まえ、高額療養費等代理受領とみなされる行為は行わないものとする。

●被保険者資格証明書の発行基準及び滞納者に対する限度額適用認定証の発行制限について
滞納者との納付相談機会確保の目的で行われる被保険者証の返還及び資格証明書発行事務並

びに限度額適用認定証の発行制限に係る国保法施行令第１条に定める「特別の事情」の認定に
ついて、次のとおり取扱うこととする。
・被保険者証の返還等に着手する際は、「特別の事情」の有無の把握を事前に行うこととする。
・財産調査は「特別の事情」を有効かつ客観的、効率的に把握できる手段であることから、滞
納が長期化する前に取り組むよう努めることとする。
・当該被保険者が通院または入院の事実により、一部負担金の支払いが困難である旨の申し出
があった場合には、特別の事情に準ずる状況と認定する。

神奈川県国民健康保険運営方針における市町村事務処理標準（抜粋）
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差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて
2020年1月31日付け国税庁徴収部長による国税局あて指示

●預貯金債権の差押えに当たっては、滞納者の現況の確認に必要な範囲で入出金状況を把握す
ることとし、国税徴収法第76 条の給料等（同法第77 条の社会保険制度に基づく給付を含む。
以下同じ。）又は児童手当等の法律上差押えが禁止されている給付（以下、これらを併せて
「差押禁止債権等」という。）の振込みの有無を確認する。
●当該預貯金債権を差し押さえることが実質的に差押禁止債権等を差し押さえたものと同視さ
れ得る場合には、その差押禁止部分について、差押禁止の趣旨に反し違法と判断されるおそれ
がある。
●当該預貯金債権の差押えに当たっては、預貯金口座への入金が差押禁止債権等の振込みのみ
である場合は、その預貯金債権を差し押さえることが実質的に差押禁止債権等を差し押さえた
ものと同視され得る。
●差押以前にそのことが把握されない場合は、差押後に必要な調査を行うこととし、その差押
えが上記差押可能金額を超えていると認められるときは、その部分の差押解除（国税徴収法第
152条第２項等）をするなど、適切に対応する。
● 滞納者の権利保護の観点から、差し押さえた預貯金債権の取立ては、原則として、
差押えをした日から10 日間程度の間隔を置いた上で行う。



●コロナ対策助成金を受ける権利の差押えについては、法令上、差押えが禁止されていないも
のであっても、その給付・交付の趣旨が経済的な影響を受けた事業者等への対策であることを
踏まえ、慎重に対応することとし、その差押えが必要と認められる場合は庁徴収課に照会する。
●また、コロナ対策助成金が預貯金口座に振り込まれたことにより生じた預貯金債権の差押え
に当たっても、その給付・交付の趣旨に鑑み、「差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係
る預貯金債権の差押えについて」（指示）に準じて、適切に対応する。
●コロナ対策助成金は、以下に掲げるものが予定されているが、その種類、名称等は今後変更
（新設）されることがあるため、今後の滞納整理に当たっては、差し押さえようとする財産が、
コロナ対策助成金に該当しないことを確認した上で、行うこととする。なお、コロナ対策助成
金に該当するか判断が困難な場合は、庁徴収課へ照会の上、対応する。
⑴小学校休業等対応助成金
⑵雇用調整助成金
⑶新型コロナウイルス感染症特別貸付
⑷個人向け緊急小口資金
⑸企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例による割引額の返還
⑹その他事業者等対策として助成されるもの。

新型コロナウイルス感染症関連の助成金等に対する差押えについて
2020年4月2日付け国税庁徴収課長による国税局あて指示
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●基礎的条件がかわれば計画や方針を変えるのは当然であり、運営方針の見直
し、ないしその具体化の一時延期等を求めていくことが必要。

新型コロナウイルス感染症拡大影響を踏まえた目標の修正

運営方針は対象期間の途中でも変更できる。PDCAサイクル。

●新型コロナウイルス感染症の影響により2020年の国保被保険者の所得は、離
職者の増や中小企業者営業悪化から、他の公的医療保険制度（健保組合や共済
組合、協会けんぽ等）の被保険者に比べ大きく減少する可能性がある。

●新たな国保運営方針は、国ガイドラインを踏まえたものだが、ガイドライン
は新型コロナウイルス感染症拡大による国保財政への影響は考慮されていない。

●「2023年度までの赤字解消」と「そのための年次計画」は、新型コロナウイ
ルス感染症が拡大する中では実現できるものではない。また、それを前提とす
る「統一保険料水準の実現も当然見直しが求められる。



●医療機関の病床確保料の補助単価増を含め、引き続き、同交付金において地方が必要とする
額を確保すること。さらに、一般医療の制限を行う範囲等の指針について、国が責任をもって
明らかにし、当該制限に伴い生ずる経営上の損失の補償についても国の責任において財源措置
を行うほか、処遇改善や業務負担軽減を通じた医療従事者の確保、感染症専門施設の設置支援
に取り組むこと。
●また、こうした地域の医療・福祉の提供体制を維持するため、新型コロナウイルス感染症患
者の受入れの有無にかかわらず、受診・利用控えにより減収が生じている医療機関、薬局、健
診機関、介護・福祉サービス、あん摩マッサージ・鍼灸・柔道整復等の事業所等への支援を国
の責任において行うこと。
●今後の新興・再興感染症の感染拡大にも対応できるよう、新型コロナウイルス感染症の重
症・中等症患者の受入に中心的な役割を果たした、二次・三次医療を担う医療機関の診療報酬
を大幅に引き上げること。
●また、医学部定数の取扱いや公立・公的病院に係る地域医療構想については、新型コロナ新
型コロナウイルス感染症対策に支障のないよう、慎重な対応を図ること。さらに、感染症有事
に備える取組について、より実効性のある対策を講じることができるような法的措置や行政の
体制強化を検討するにあたっては、地方の意見を十分に踏まえること。

緊急事態宣言の再発出等を受けた緊急提言①（全国知事会）



●生活が困難な方を支える生活福祉資金の特例貸付について、償還免除の要件を住民税非課税
世帯に限定せず、借受人の収入実態等に基づき判断するなど、さらなる緩和をするとともに、
償還が困難となった方への償還猶予制度の弾力的な運用などにより、貸付金の返済が生活の立
て直しの妨げとならないよう対策を講じること。
●また、今後、生活が困難な方への相談や支援の中心となる生活困窮者自立支援事業の上限枠
を見直すなど、継続的な支援体制が整備できるよう支援すること。加えて、住居確保給付金に
おける求職活動要件の再緩和を継続すること。
●さらに、収入が減少した方の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料減免に
ついて、引き続き国による全額の財政支援を継続すること。

令和３年７月11
全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部

本部長 徳島県知事飯泉嘉門
本部長代行・副本部長

鳥取県知事平井伸治/京都府知事西脇隆俊
神奈川県知事黒岩祐治

本部員４３都道府県

緊急事態宣言の再発出等を受けた緊急提言②（全国知事会）



●国保運営方針は、市町村の国保事業運営に対する行政計画であり、そのもの
自体で、国保加入者の保険料があがるというものではないが、市町村を通じ影
響が出ることを被保険者に「見える化」していくことが重要。

国保運営方針のめざす姿を明らかにさせる

●「赤字の解消」「保険料水準の統一」の国の狙いが、都道府県と市町村に医
療費適正化や医療提供体制改革の実施、収納率向上の責任を負わせるものであ
り「受益者負担の増加」により、国保加入者に「自助、共助」を求めるもの。

●実際に国保運営方針策定の目標や計画を実行した場合に、保険料（税）水準
や保険給付の水準はどのようになるのか。方針策定主体者である都道府県や市
町村に明らかにさせ、その問題を追及していくことが重要。



●こうした全国的な動きがあることを踏まえ、市町村・都道府県として政府の
すすめる方向に反対の意見をあげ、その中で進められる、国保運営方針の具体
化にストップをかける取組みをすすめることが必要。

市町村や都道府県に対する運動の強化を

●社会保障審議会医療保険部会で市長会、町村会は、保険料水準の統一は地方
分権に反すると主張し、反対した。

●また、全国知事会も法制化に対し、その具体化にあたっては地方との十分な
議論が必要であり、強制すべきではないとの意見をあげている。



●これらの意見も踏まえ、国民健康保険制度の取組強化について法改正を含め
た対応を行う場合は、国と地方を中心とする協議の結果を尊重すべきであり、
地方分権の趣旨に反しないこと、国が一方的に議論等を押しつけないことと
いった点を十分に尊重しつつ、結論が得られた事項に限るべきである。

社会保障審議会医療保険部会での意見（知事会、市長会、町村長会）

●法定外繰入等の解消や保険料水準の統一については、地域の実情に応じて取
組が進められている中で、法律に規定することは、国からの一方的な押しつけ
にならないよう、自治の基本にも配慮しながら、丁寧に議論する必要がある。

●法律に規定するかについて議論があったが、合意を得た上であるが、国保財
政の安定化を図る方向に進むことを期待しているなどの意見があった。



国民健康保険制度等を巡る議論等に対する意見

現在、財政制度等審議会等において、社会保障制度に関する様々な議論や意見の取りまとめ
等が行われている。
国民健康保険制度等についても、歳出改革や都道府県のガバナンスの強化等の観点から、法

定外繰入等の解消や保険料水準の統一、更に普通調整交付金の配分方法の見直し等について、
法制上の措置も含めて議論等が行われているが、国保等の保険者の苦境と被保険者の負担感に
配慮したものではなく、地方分権の趣旨に反すると懸念される内容も散見される。
市町村においては、これまで地域の様々な事情や住民の声を考慮しつつ、長年にわたり国保

等を運営してきた経緯があることから、地方との十分な協議もないまま、国が一方的に議論等
を押し付けることは受け入れられない。
また、検討課題とされている「生活保護受給者の国保等加入」については、日本国憲法第

25 条に定める、社会保障制度の最後の砦となる生活保護制度において果たすべき国の責任を
放棄し、国の財政負担を地方自治体や国民に付け替えるものであり、容認できない。
国と地方との信頼関係に基づき実施している社会保障制度の根幹を揺るがし、国民健康保険

制度等の破綻を招くものであることから、強く反対する。
令和２年 12 月２日

全国市長会・全国町村会


