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三重県国民健康保険広域化等支援方針

平成 22 年 12 月 24 日

三 重 県

一部改正 平成 24 年 3 月 16 日

一部改正 平成 25 年 3 月 29 日

第 1 基本的な事項

１ 策定の目的等

（１）国民健康保険制度の意義

三重県（以下｢県｣という。）では、「みえ県民力ビジョン（行動計画）」

において、県民の健康な暮らしと安心できる医療提供体制を確保するた

めに「医師確保と医療体制の整備」を施策の一つとして位置づけ、その

中で｢適正な医療保険制度の確保｣を基本事業として掲げて、国民健康保

険の被保険者が、必要な時に、必要な内容の保険給付を適切に受けられ

る社会の実現をめざしている。

市町村が運営する国民健康保険は､被用者保険に加入する者等を除く

全ての者を被保険者とする公的医療保険制度であって､国民皆保険の最

後の砦ともいえるものであり、病気や怪我の際に適正な負担で良質な医

療給付を県民に提供するための基盤をなす制度として、まさしく県民の

安心な生活を支えるものである。

（２）国民健康保険制度が抱える問題点と課題

もともと、国民健康保険の運営の単位が市町村であることから､小規

模保険者が多数存在し､こうした小規模保険者では財政運営が不安定と

なりやすい傾向にある。加えて、急激な高齢化の進展、就業構造の変化、

長引く景気の低迷等により、市町村が運営する国民健康保険には、医療

に対する需要が大きい高齢者や保険料(税)の負担能力の低い低所得者

が多く加入しているため、安定的な運営が難しくなってきている。

他方､被保険者側からみれば､保険給付は全国共通であるものの､保険

料(税)は市町村ごとに定めるため､同じ所得で同じ世帯構成であっても

住んでいる市町村が異なれば負担額も異なり、被保険者が不公平感を抱

く事態も見受けられる｡

こうした問題点については、県内の市町が運営する国民健康保険（以

下｢市町国保｣という。)も同様に抱えており、財政運営の安定化、保険

料（税）や医療費の格差の是正のほか、収納率の向上なども大きな課題

三重県国民健康保険広域化等支援方針

平成 22 年 12 月 24 日

三 重 県

一部改正 平成 24 年 3 月 16 日

第 1 基本的な事項

１ 策定の目的等

（１）国民健康保険制度の意義

三重県（以下｢県｣という。）では、総合計画「県民しあわせプラン」

のなかで「安全なくらしの確保と安心できる生活環境の創造」を、めざ

すべき社会を実現するための五つの柱のうちの一つとしている。これを

受けて第二次戦略計画において、｢適正な医療保険制度の確保｣を基本事

業として掲げ、国民健康保険の被保険者が、必要な時に、必要な内容の

保険給付を適切に受けられる社会の実現をめざしている。

市町村が運営する国民健康保険は､被用者保険に加入する者等を除く

全ての者を被保険者とする公的医療保険制度であって､国民皆保険の最

後の砦ともいえるものであり、病気や怪我の際に適正な負担で良質な医

療給付を県民に提供するための基盤をなす制度として、まさしく県民の

安心な生活を支えるものである。

（２）国民健康保険制度が抱える問題点と課題

もともと、国民健康保険の運営の単位が市町村であることから､小規

模保険者が多数存在し､こうした小規模保険者では財政運営が不安定と

なりやすい傾向にある。加えて、急激な高齢化の進展、就業構造の変化、

長引く景気の低迷等により、市町村が運営する国民健康保険には、医療

に対する需要が大きい高齢者や保険料(税)の負担能力の低い低所得者が

多く加入しているため、安定的な運営が難しくなってきている。

他方､被保険者側からみれば､保険給付は全国共通であるものの､保険

料(税)は市町村ごとに定めるため､同じ所得で同じ世帯構成であっても

住んでいる市町村が異なれば負担額も異なり、被保険者が不公平感を抱

く事態も見受けられる｡

こうした問題点については、県内の市町が運営する国民健康保険（以

下｢市町国保｣という。)も同様に抱えており、財政運営の安定化、保険料

（税）や医療費の格差の是正、収納率の向上などが大きな課題となって



となっている。

（３）策定の目的

上記課題に対応するため、これまで国において、高額医療費共同事業

の拡充、保険財政共同安定化事業の展開、保険基盤安定制度に係る国庫

負担の暫定措置、財政安定化支援事業の実施などの対策が実施されてき

た。

しかし、今後さらに少子高齢化が進展する中で、市町村の国民健康保

険が抱える課題の解消をめざし、また､今後の医療保険制度について､

将来､地域保険として一元的運用を図るためには､その運営に関し､都道

府県単位による広域化を一層推進することが必要である。

この三重県国民健康保険広域化等支援方針（以下｢支援方針｣という。）

は、市町国保の置かれた状況を踏まえつつ、収納対策､赤字解消対策を

支援するとともに、保険財政共同安定化事業の拡充、県単位での保険料

(税)の平準化、保険料(税)算定方式の統一などを推進することにより、

市町国保の運営の広域化や財政の安定化を図ることを目的として、国民

健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 68 条の 2 第 1 項に基づき、県

が主体となって策定するものである。

２ 対象期間等

この支援方針が対象とする期間は､平成 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 3

月 31 日までの 3 年間とする｡

また、今後の国民健康保険制度をめぐる制度改正等に応じて、適宜必

要な見直しを行う。

第２ 三重県の市町国保の状況

１ 被保険者

（１）被保険者数

平成 23 年度に市町国保に加入する被保険者数は、477,169 人である。

【資料 1(21 頁)参照】

また、市町国保の被保険者全体を 100％とした場合の年代別割合は、

60 歳から 74 歳までの被保険者が全体の 53.44％を占めており、市町国

保の被保険者が高齢化していることを示している。【資料 2(22 頁)参照】

（２）被保険者の職業

平成 23 年度において、市町国保に加入する被保険者の職業別割合は、

農林水産業 3.5％、その他自営業 14.2％、被用者 31.9％、その他職業

3.2％であるのに対して、無職が 47.2％を占めている。市町国保の被保

険者に占める無職の割合は半数にせまるほど大きくなっている。【資料

いる。

（３）策定の目的

上記課題に対応するため、これまで国において、高額医療費共同事業

の拡充、保険財政共同安定化事業の展開、保険基盤安定制度に係る国庫

負担の暫定措置、財政安定化支援事業の実施などの対策が実施されてき

た。

しかし、今後さらに少子高齢化が進展する中で、市町村の国民健康保

険が抱える課題の解消をめざし、また､今後の医療保険制度について､将

来､地域保険として一元的運用を図るためには､その運営に関し､都道府

県単位による広域化を一層推進することが必要である。

この三重県国民健康保険広域化等支援方針（以下｢支援方針｣という。）

は、市町国保の置かれた状況を踏まえつつ、収納対策､赤字解消対策を

支援するとともに、保険財政共同安定化事業の拡充、県単位での保険料

(税)の平準化、保険料(税)算定方式の統一などを推進することにより、市

町国保の運営の広域化や財政の安定化を図ることを目的として、国民健

康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 68 条の 2 第 1 項に基づき、県が主

体となって策定するものである。

２ 対象期間等

この支援方針が対象とする期間は､策定の日から平成 25年 3月 31日ま

でとする｡

また、今後の国民健康保険制度をめぐる制度改正等に応じて、適宜必

要な見直しを行う。

第２ 三重県の市町国保の状況

１ 被保険者

（１）被保険者数

平成 21 年度に市町国保に加入する被保険者数は、491,082 人である。

【資料 1(22 頁)参照】

また、市町国保と後期高齢者医療制度の被保険者全体を 100%とした

場合の年代別割合は、60 歳から 74 歳までの被保険者が全体の 40.38%

を占めており、市町国保の被保険者が高齢化していることを示してい

る。【資料 2(23 頁)参照】

（２）被保険者の職業

平成 21 年度において、市町国保に加入する被保険者の職業別割合は、

農林水産業 3.6%、その他自営業 15.4%、被用者 32.8%、その他職業 6.6%

であるのに対して、無職が 41.7%を占めている。全国の傾向と同様に、

市町国保の被保険者に占める無職の割合は大きくなっている。【資料



3(23 頁)参照】

２ 医療費

（１）被保険者一人あたり費用額

平成 23 年度における市町国保被保険者一人あたり費用額(一般＋退

職)は、全市町平均で 315,665 円である。

市町別でみると、最高額は 379,181 円、最低額は 272,060 円であり、

その格差は 1.39 倍となっている。【資料 4(24 頁)参照】

市町間におけるこのような格差は、住民の健康状態、年齢構成、医療

提供体制、保健事業をはじめとした医療費適正化対策への取組などの違

いによって生じていると思われる。

そして、市町国保被保険者のうちで前期高齢者一人あたり費用額は全

市町平均で 468,836 円であり、市町国保被保険者一人あたり費用額の全

市町平均を大きく上回っている。【資料 6(26 頁)参照】

この結果、市町国保被保険者のうちで前期高齢者は、人数では全体の

35.3％を占めるに止まるのに対して、医療費では全体の 52.5％を占め

るに至っている。【資料 7(27 頁)参照】

また、平成 23 年度において被保険者に占める前期高齢者の割合が高

い 6 市町のうち 5 市町が、一人当たり費用額(一般＋退職)の順序におい

ても高い順から 1～5 位を占めている。【資料 4(24 頁)及び資料 5(25 頁)

参照】

なお、後期高齢者一人あたり費用額は 796,159 円であり、高齢になる

につれて医療に対する需要が強まり、必要な医療費も大きくなってい

る。【資料 6(26 頁)及び資料 8(28 頁)参照】

※ ｢退職｣とは、国保被保険者のうち、現役時代は被用者保険に加入し退職後

国保に加入した本人や、その被扶養者であることにより、退職者医療制度の対

象となっている者を指し、｢一般｣とは、それ以外の国保被保険者を言う。

なお、退職者医療制度は、平成 20 年 4 月の法改正により廃止されたが、経

過措置として、平成 26 年度までの間における 65 歳未満の退職者を対象に存

続している。

（２）医療費の伸び率

市町国保(一般＋退職)の医療費は、毎年度増加している。各年度にお

ける対前年度伸び率は、平成 19 年度 6.0％、平成 20 年度 2.6％、平成

21 年度 2.3％、平成 22 年度 1.9％、平成 23 年度 2.4％である。【資料

9(29 頁)参照】

この主な原因は、高齢化による医療に対する需要の増加や医療技術の

進歩に伴う医療の高度化などによると考えられるが、他方で、このよう

な医療費の増加は市町国保の財政を圧迫する要因になっている。

（３）生活習慣病と医療費

3(24 頁)参照】

２ 医療費

（１）被保険者一人当たり費用額

平成 21 年度における市町国保被保険者一人当たり費用額(一般＋退

職)は、全市町平均で 293,746 円である。

市町別でみると、最高額は 351,544 円、最低額は 242,340 円であり、

その格差は 1.45 倍となっている。【資料 4(25 頁)参照】

市町間におけるこのような格差は、住民の健康状態、年齢構成、医療

提供体制、保健事業をはじめとした医療費適正化対策への取組などの違

いによって生じていると思われる。

そして、市町国保被保険者のうちで前期高齢者一人当たり費用額は全

市町平均で 445,404 円であり、市町国保被保険者一人当たり費用額の全

市町平均を大きく上回っている。【資料 6(27 頁)参照】

この結果、市町国保被保険者のうちで前期高齢者は、人数では全体の

35.0%を占めるに止まるのに対して、医療費では全体の 53.0%を占める

に至っている。【資料 7(28 頁)参照】

また、平成 21 年度において被保険者に占める前期高齢者の割合が高

い上位 5 市町全てが、一人当たり費用額(一般＋退職)の順序においても

上位 7 位以内に入っている。【資料 4(25 頁)及び資料 5(26 頁)参照】

なお、後期高齢者一人当たり費用額は 765,586 円であり、高齢になる

につれて医療に対する需要が強まり、必要な医療費も大きくなってい

る。【資料 6(27 頁)及び資料 8(29 頁)参照】

※ ｢退職｣とは、国保被保険者のうち、現役時代は被用者保険に加入し退職後

国保に加入した本人や、その被扶養者であることにより、退職者医療制度の

対象となっている者を指し、｢一般｣とは、それ以外の国保被保険者を指す。

なお、退職者医療制度は、平成 20 年 4 月の法改正により廃止されたが、

経過措置として、平成 26 年度までの間における 65 歳未満の退職者を対象

に存続している。

（２）医療費の伸び率

市町国保(一般＋退職)の医療費は、毎年増加している。各年度におけ

る対前年度伸び率は、平成 17 年度 8.6%、平成 18 年度 4.3%、平成 19

年度 6.0%、平成 20 年度 2.6%、平成 21 年度 2.3%である。【資料 9(30

頁)参照】

この主な原因は、高齢化による医療に対する需要の増加や医療技術の

進歩に伴う医療の高度化などによると考えられるが、他方で、このよう

な医療費の増加は市町国保の財政を圧迫する要因になっている。

（３）生活習慣病と医療費



平成 24 年 5 月診療分において、生活習慣病の医療費は、医療費全体

の 36.9％を占めている(国民健康保険組合分を含む)。【資料 10(30 頁)参

照】

医療費の増加を抑制するためには、特定健康診査及び特定保健指導と

いった対策により生活習慣病の発症予防・重症化予防に努めるととも

に、がん検診をはじめとしたがん対策の充実が必要不可欠である。

３ 保険料(税)調定額及び収納率

（１）被保険者一人あたり保険料(税)調定額

平成 23 年度における市町国保被保険者一人あたり保険料(税)調定額

は、全市町平均で 95,820 円である。

市町別でみると、最高額は 127,802 円、最低額は 63,450 円であり、

その格差は 2.01 倍となっている。【資料 11(31 頁)及び資料 12(32 頁)参

照】

また、平成 14 年度における市町国保被保険者一人あたり保険料(税)

調定額は 79,587 円であったので、これと比較すると、平成 23 年度は

1.20 倍に増加している。【資料 15(35 頁)参照】

（２）保険料(税)収納率

平成 23 年度における市町国保の現年度分保険料(税)収納率は、全市

町平均で 90.28％である。

平成 14 年度には 92.16％であった全市町平均の現年度分収納率は、

平成 21 年度には 88.82％にまで落ち込んだ。支援方針で目標収納率を

定めた平成22年度からは上昇傾向にあり、平成23年度にようやく 90％

台まで回復したところである。【資料 15(35 頁)及び資料 23 (44 頁)参照】

また、市町別でみると、最も高い市町の収納率は 97.42％であり、反

対に、最も低い市町の収納率は 86.82％である。【資料 13(33 頁)及び資

料 14(34 頁)参照】

収納率の低下は、被保険者間において負担の不公平を生じさせるた

め、引き続き収納率を向上させる取組が必要である。

なお、平成 23 年度における市町国保の滞納繰越分保険料(税)収納率

は、全市町平均で 16.68％である。平成 21 年度の収納率は 13.94％であ

ったが、支援方針で目標収納率を定めた平成 22 年度からは上昇傾向に

ある。【資料 17(37 頁)及び資料 23(44 頁)参照】

市町別でみると、最も高い市町の収納率は 34.07％であり、反対に、

最も低い市町の収納率は 5.85％であって、市町間での格差は大きい。【資

料 16(36 頁)及び資料 17(37 頁)参照】

４ 市町国保の収支状況

市町国保 29 団体のうちで、単年度実質収支差引額が赤字の市町数は、

平成 20 年度 18 団体、平成 21 年度 23 団体、平成 22 年度 22 団体、平成

平成 22 年 5 月診療分において、悪性新生物を含む生活習慣病の医療

費は、医療費全体の 37.5%を占めている(国民健康保険組合分を含む)。

【資料 10(31 頁)参照】

医療費の増加を抑制するためには、特定健康診査及び特定保健指導と

いった対策により生活習慣病の発症予防・重症化予防に努めるととも

に、がん検診をはじめとしたがん対策の充実が必要不可欠である。

３ 保険料(税)調定額及び収納率

（１）被保険者一人当たり保険料(税)調定額

平成 21 年度における市町国保被保険者一人あたり保険料(税)調定額

は、全市町平均で 97,015 円である。

市町別でみると、最高額は 116,249 円、最低額は 63,764 円であり、

その格差は 1.82 倍となっている。【資料 11(32 頁)及び資料 12(33 頁)参

照】

また、平成 12 年度における市町国保被保険者一人あたり保険料(税)

調定額は 79,608 円であったので、これと比較すると、平成 21 年度は

1.22 倍に増加している。【資料 15(36 頁)参照】

（２）保険料(税)収納率

平成 21 年度における市町国保の現年度分保険料(税)収納率は、全市町

平均で 88.82%である。

市町別でみると、最も高い市町の収納率は 96.41%であり、反対に、

最も低い市町の収納率は 84.89%である。【資料 13(34 頁)及び資料 14(35

頁)参照】

また、平成 12 年度には 93.44%であった全市町平均の現年度分収納率

が、毎年低下してきたことにより、平成 21 年度には 88.82%にまで落ち

込んでいる(平成 20 年度に大きく落ち込んだのは後期高齢者医療制度の

開始の影響によるものである)。【資料 15(36 頁)参照】

このように、高齢化の進展や医療の高度化に伴い医療費が増加する一

方で、低所得である被保険者の増加や長引く不況の影響により収納率が

低下し、被保険者間において負担の不公平が生じている。

なお、平成 21 年度における市町国保の滞納繰越分保険料(税)収納率

は、全市町平均で 13.94%である。

市町別でみると、最も高い市町の収納率は 29.89%であり、反対に、

最も低い市町の収納率は 7.21%であって、市町間での格差は大きい。【資

料 16(37 頁)及び資料 17(38 頁)参照】

４ 市町国保の収支状況

市町国保 29 団体のうちで、単年度実質収支差引額が赤字の市町数は、

平成 18 年度 19 団体、平成 19 年度 27 団体、平成 20 年度 18 団体、平成



23 年度 13 団体となっている。

また、平成 23 年度には、1 団体で形式収支差引額が赤字に陥っている。

【資料 18(38 頁)及び資料 19(39 頁)参照】

ここ数年、単年度実質収支差引額が赤字である保険者は減少傾向にある

とはいえ、医療費が増加し続ける一方で保険料(税)収入の大幅な伸びが見

込めないことから、市町の国保財政がひっ迫している状況に変化はない。

※ 形式収支差引額：歳入歳出差引額を言う。

単年度実質収支差引額：収入から一般会計（その他）繰入金、前年度から

の繰越金及び基金からの繰入金を、また、支出から前年度繰上充用金をそれ

ぞれ除き再計算する等により算出した収支状況を言う。

第３ 市町国保の運営の広域化又は財政の安定化を図るための施策

１ 総論

市町国保の運営を広域化するにあたっては､各市町国保において医療

費適正化対策､収納対策､赤字解消対策などを実施することが必要であ

21 年度 23 団体となっている。

また、平成 21 年度には、1 保険者で形式収支差引額が赤字に陥ってい

る。【資料 18(39 頁)及び資料 19(40 頁)参照】

医療費の増加の一方で、低所得の被保険者の増加や収納率の低下など

により保険料(税)収入が伸びないことから、市町の国保財政は非常にひっ

迫している。

※ 形式収支差引額：歳入歳出差引額をいう。

単年度実質収支差引額：

収入から一般会計（その他）繰入金、前年度からの繰越金及び基金か

らの繰入金を、また、支出から前年度繰上充用金をそれぞれ除き再計算

する等により算出した収支状況をいう。

５ 医療費の将来の見通し

市町国保被保険者と後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療費の将

来の見通しについては、別紙①(12 頁)のとおりである(一人当たり医療費

の伸び率を 1.5%と、また、後期高齢者医療制度が平成 37 年度まで存続

するとし、75 歳以上の者は全て後期高齢者医療制度の被保険者になると

仮定して試算している。)。

試算結果によると、平成 21 年度において、市町国保被保険者と後期高

齢者医療制度の被保険者に係る医療費の総額は、3,110.90 億円であるが、

16 年後の平成 37 年度には、4,746.59 億円となり、金額で 1,635.69 億円、

率にして 52.6%増加する。

これは、医療技術の高度化とともに、75 歳未満の市町国保被保険者の

数は少子化の影響によって減少し、特に 65 歳以下の被保険者が大きく減

少する一方で、一人当たりの医療費が大きい 75 歳以上の被保険者数は急

激に増加することによるものである(75 歳以上の後期高齢者医療制度の

被保険者は、平成 21 年度の 217,900 人から、平成 37 年度には 319,788

人にまで増加(101,888 人の増、増加率は 46.8%))。

この医療費の増加に対して、市町国保の被保険者は、現役世代が減少

し、無職・低所得が大部分である高齢者の割合が増加することから、保

険料（税）の上昇は避けられず、負担能力の限界も近くなっている。こ

のため、特定健康診査・特定保健指導など健康保持・増進による医療費

適正化対策など保険者としての取組や支援方針に基づく広域化によって

運営の安定を図ると同時に、市町国保の構造的問題を解決するための公

費の拡充や保険制度全体についての抜本的な検討が必要となっている。

第３ 市町国保の運営の広域化又は財政の安定化を図るための施策

１ 総論

市町国保の運営を広域化するに当たっては､各市町国保において医療

費適正化対策､収納対策､赤字解消対策などを実施することが必要であ



り､各市町が積極的に取り組むよう県として支援していく｡

また、その財政の安定化を図るためには、保険財政共同安定化事業の

拡充、県単位での保険料(税)の平準化、保険料(税)算定方式の統一など

に取り組むことが必要であり､これらの項目について､県は市町や三重

県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)と協力しなが

ら､可能なものから検討を進め実現に努める｡

２ 事業運営の広域化等

（１）これまでの状況

従来から、国保連合会は､共同電算処理システムの開発をはじめ、保

険者の事業運営の効率化に取り組んできた。

現時点における国保連合会で行われている市町国保の事業運営の広

域化に資する取組は、別紙① (11 頁から 13 頁まで)のとおりである。

なお、平成 22 年度に支援方針を定めて以降、各市町間で合意がなさ

れ、保険者事務の内容を統一するなど、事業運営の広域化等が実現でき

たのは次のとおりである。【資料 23 (43 頁)参照】

① 医療費通知の内容等の統一

② 後発医薬品希望カードの配布の実施

③ 国保連合会における保険料(税)未納者対策コールセンターの設

置

（２）今後の方針

県では、平成 22 年 8 月に、各市町に対して、広域化や共同実施を希

望する事業について、アンケート調査を行った。その結果は、別紙②（⑭

頁）のとおりである。

今後は、必要に応じてアンケート等を実施することにより、再度市町

の意向を確認しながら、広域化又は共同実施に向けて市町間で合意がな

されたものについて、引き続き取組を進めていく。

り､各市町が積極的に取り組むよう県として支援していく｡

また、その財政の安定化を図るためには、保険財政共同安定化事業の

拡充、県単位での保険料(税)の平準化、保険料(税)算定方式の統一などに

取り組むことが必要であり､これらの項目について､県は市町や三重県

国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)と協力しながら､

実現に向けて検討を進める｡

２ 事業運営の広域化等

（１）現在の状況

従来から、国保連合会は､共同電算処理システムの開発をはじめ、保

険者の事業運営の効率化に取り組んできた。

現時点で、既に国保連合会で行われている市町国保の事業運営の広域

化に資する取組は、別紙②(13 頁から 15 頁まで)のとおりである。

（２）今後の方針

県では、平成 22 年 8 月に、各市町に対して、広域化や共同実施を希

望する事業について、アンケート調査を行った。

その結果によると、とりわけ、滞納対策に関して、個々の市町では専

門的知識が不足するため、広域化又は共同実施の要望が多かった。また、

医療費適正化の観点から後発医薬品の利用を推進する取組や、特定健診

の受診率向上のための取組についても要望があった。

今後、広域化又は共同実施に向けて各市町間で合意がなされたものに

ついて、取組を進めていく。

<参考>アンケート調査において要望があった事項

１ 保険者事務関係

・ 被保険者からの問い合わせに対応するコールセンターの設置

２ 医療費適正化関係

・ 医療費通知の共同実施

・ 後発医薬品差額通知の共同実施

・ レセプト点検の共同実施

３ 収納対策関係

・ コンビニ収納の共同実施

・ マルチペイメント・ネットワーク・システムの共同導入



３ 財政運営の広域化（保険財政共同安定化事業の拡充）

（１）これまでの状況

保険財政共同安定化事業（別紙③(15 頁から 16 頁)）については､対象

となる医療費の額を､現在の 1 人 1 か月（1 レセプト）あたり 30 万円よ

り引き下げるほど保険財政の県単位化が進み､また､拠出方法について

は､医療費実績割の割合を現在の 50％より引き下げるほど県単位での

保険料(税)の平準化が進むことから､これらの方向で見直しを行ってき

た。

そして、平成 24 年度には、市町国保からの拠出金の拠出方法の基準

に所得割を導入し、拠出割合について医療費実績割の割合を引き下げ

て、医療費実績割：被保険者数割：所得割＝25％：50％：25％とした

ところである。

また、平成 25 年度には、事業の対象となる医療費の範囲を 20 万円

超まで拡大することが既に決定している。【資料 23 (43 頁)参照】

（２）平成 26 年度以降の方針

国民健康保険法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 28 号）の

施行に伴い、平成 27 年度から事業対象を全ての医療費に拡大すること

とされていることから、事業の対象となる医療費の範囲を、平成 26 年

度に 2 万円超まで拡大することとし、平成 27 年度には全医療費にまで

拡大する。

（３）県からの財政支援

市町間で医療費や所得の格差が大きいほど､対象医療費を引き下げた

場合の保険料(税)に与える影響が大きくなることから､保険財政共同安

定化事業を拡大する際には、激変緩和のため、適切に三重県国民健康保

険調整交付金(以下｢県調整交付金｣という。)を活用する。

・ 滞納整理事務の共同実施

・ 未納者対策のためのコールセンターの設置

４ 保健事業関係

・ 休日等における特定健診実施施設の共同設置

・ 未受診者対策のためのコールセンターの設置

※ マルチペイメント・ネットワーク・システム：

各種収納機関と金融機関を結び、顧客・金融機関・収納機関の間で

発生する、さまざまな決済に関わるデータを転送するためのインフラ

であり、これを利用することにより、税金などを、金融機関の窓口の

ほか、ATM やインターネットバンキングを利用して支払えるように

し、即時に支払情報（消し込み情報）が収納機関に通知されるという

サービスなどの提供を受けることができる。

３ 財政運営の広域化（保険財政共同安定化事業の拡充）

（１）基本的な考え方

保険財政共同安定化事業（別紙④(18 頁)）については､対象となる医

療費の額を､現在の 1件 30万円より引き下げるほど保険財政の県単位化

が進み､また､拠出方法については､医療費実績割の割合を現在の 50%よ

り引き下げるほど県単位での保険料(税)の平準化が進むことから､基本

的には､これらの方向で見直しを行う｡

また、市町間で医療費や所得の格差が大きいほど､対象医療費を引き

下げた場合の保険料(税)に与える影響が大きくなることから､保険財政

共同安定化事業を拡充する際には、激変緩和のため、必要に応じて、三

重県国民健康保険調整交付金(以下｢県調整交付金｣という。)を活用する。

（２）今後の方針

① 平成 24 年度及び平成 25 年度

ア 保険財政共同安定化事業について、下記のとおり段階的に事業の

拡充を行う。

ⅰ 平成 24 年度

市町国保からの拠出金の拠出方法の基準に所得割を導入し、拠

出割合について次のとおりとする。

〈拠出割合〉医療費割：被保険者数割：所得割＝25%：50%：25%

ⅱ 平成 25 年度

事業の対象となる医療費の範囲を 20 万円超まで拡大する。

イ また、保険財政共同安定化事業の拡充による激変を緩和する観点

から県調整交付金を活用した適切な支援措置を導入する。

② 平成 26 年度以降



※ 保険財政共同安定化事業の拡充の手順

年 度

対象医療費

【1人 1か月(1 ﾚｾﾌﾟﾄ)あたり】

拠出方法(%)

平成 23 年度以前

30 万円超

医療費実績割：50

被保険者数割：50

平成 24 年度

医療費実績割：25

被保険者数割：50

所得割 ：25

平成 25 年度 20 万円超

平成 26 年度 2 万円超

平成 27 年度以降 全医療費

４ 広域化に向けた標準的な取組指標の設定

（１）基本的な考え方

将来､県単位で統一の保険料(税)率等を設定するためには、収納率の

向上と格差の是正、赤字の解消､標準的な保険料(税)算定方式などの統

一が必要である｡

その環境を整えるため､県は国保連合会と協力しながら、市町に対し

て積極的に支援していく｡

（２）収納率目標

保険財政共同安定化事業の更なる拡充については、平成 24 年度及

び平成 25 年度に実施する拡充の結果について検証するとともに、国

の医療保険制度改革の動向を見極めつつ、どのように事業を拡充する

ことが本県の状況に合致しているかという観点から必要な検討や試

算を行い､市町と十分に意見交換し､その理解を得たうえで決定する｡

<参考>平成 22 年度実績値を用いて行った試算結果（詳細は別紙③(16

頁及び 17 頁)）

１ 医療費割の割合を変更せず(50%のまま)、対象となる医療費の

額のみを､現在の 1 件 30 万円超から 20 万円超、10 万円超または

1 円以上にまで引き下げた場合。

（30 万円超） （20 万円超） （10 万円超） （1 円以上）

拠出超過市町数 13 団体 14 団体 13 団体 18 団体

拠出超過額最高 9,328 円/人 6,620 円/人 6,996 円/人 20,665 円/人

交付超過額最高 5,791 円/人 7,227 円/人 12,448 円/人 30,062 円/人

２ 対象となる医療費の額を変更せず(30 万円超のまま)、医療費割

の割合を 50%から 25%または 0%まで引き下げてその分所得割を

考慮した場合。

（医療費割 50%） （医療費割 25%） （医療費割 0%）

拠出超過市町数 13 団体 15 団体 12 団体

拠出超過額最高 9,328 円/人 7,667 円/人 9,899 円/人

交付超過額最高 5,791 円/人 11,322 円/人 17,984 円/人

３ 対象となる医療費の額を 20 万円超まで拡大し、医療費割の割合

を 50%から 25%または 0%まで引き下げてその分所得割を考慮し

た場合。

（医療費割 50%） （医療費割 25%） （医療費割 0%）

拠出超過市町数 14 団体 14 団体 12 団体

拠出超過額最高 6,620 円/人 6,066 円/人 9,387 円/人

交付超過額最高 7,227 円/人 13,833 円/人 20,438 円/人

４ 県内の標準設定

（１）基本的な考え方

将来､県単位で統一の保険料(税)率等を設定するためには、収納率の向

上と格差の是正、赤字の解消､標準的な保険料(税)算定方式などの統一が

必要である｡

その環境を整えるため､県は国保連合会と協力しながら、市町に対し

て積極的に支援していく｡

（２）収納率目標



そもそも、医療費は、保険料(税）、公費及び一部負担金でまかなわれ

るのが原則である。したがって、被保険者には、必要な額の保険料(税)

の負担を求めることになる。

現年度分収納率(一般＋退職)の県平均は、平成 21 年度に 88.82％まで

落ち込んだが、支援方針で目標収納率を定めた平成 22 年度からは、収

納体制の整備や滞納処分を強化するなど、各市町における収納対策の取

組の効果により、上昇傾向にある。【資料 15(35 頁)及び資料 23(44 頁)

参照】

ただし、平成 23 年度の現年度分収納率(一般＋退職)の県平均は

90.28%であり、ようやく 90％を超えたところにすぎず、また、90％を

割り込んでいる保険者も依然として存在している。

また、規模に差があるとはいえ、最も高い市町の収納率と最も低い市

町の収納率の差は 10 ポイント以上となっている。【資料 13(33 頁)及び

資料 14(34 頁)参照】

このため、市町国保の財政の安定化を損なうだけでなく、県内の被保

険者間に負担の不公平を生じている。そこで、引き続き県全体で収納率

の向上に努めるとともに、特に、市町間での収納率の格差を縮小するこ

とが必要である。

このような観点から、別紙④(17 頁から 19 頁まで)のとおり、目標収

納率を定めるとともに、市町の取組に対する県調整交付金の交付や国保

連合会が実施する「徴収アドバイザー派遣事業」の派遣等による支援を

行う。

（３）赤字解消の目標年次

平成 23 年度において、形式収支差引額が赤字となっている市町は 1

団体であり、また、単年度実質収支差引額が赤字となっている市町は

13 団体である。【資料 18(38 頁)及び資料 19(39 頁)参照】

市町国保の県単位化に向けた環境を整備するためには、引き続き法定

外繰入等を解消し、各市町において国保財政の健全化を図る必要があ

る。

このため、該当市町は、赤字となった理由､法定外繰入等が回避でき

なかった原因を分析し､このような状況を解消するための方策や目標年

次を、県と協議しつつ検討していくこととし、県は必要に応じて助言等

を行う。

（４）標準的な保険料(税)算定方式・応能応益割合など

① 平成 24 年度の状況

ア 保険料方式は 10 市町､保険税方式は 19 市町が採用している【資

料 20(40 頁)参照】

イ 賦課（課税）方式について、4 方式は 23 市町､3 方式は 6 市町が

採用している。また、2 方式を採用している市町は存在しない。【資

そもそも、医療費は、保険料(税）、公費及び一部負担金でまかなわれ

るのが原則である。したがって、被保険者に、適正な額の保険料(税)の

負担を求めることが必要である。

しかし、収納率は年々低下しており、平成 21 年度における現年度分

収納率(一般＋退職)の県平均は 88.82%で 90%を割り込んでいる。また、

規模に差があるとはいえ、最も高い市町の収納率と最も低い市町の収納

率の差は 10 ポイント以上となっている。【資料 13(34 頁)、資料 14(35

頁)及び資料 15(36 頁)参照】

このため、市町国保の財政の安定化を損なうだけでなく、県内の被保

険者間に不公平を生じている。そこで、県全体で収納率の向上に努める

とともに、特に、市町間での収納率の格差を縮小することが必要である。

このような観点から、別紙⑤(19 頁から 21 頁まで)のとおり、目標収

納率を定めるとともに、市町の取組に対する県調整交付金の交付や国保

連合会が実施する「徴収アドバイザー派遣事業」の派遣等による支援を

行う。

（３）赤字解消の目標年次

平成 21 年度において、形式収支差引額が赤字となっている市町は 1

団体であり、また、単年度実質収支差引額が赤字となっている市町は 23

団体である。【資料 18(39 頁)及び資料 19(40 頁)参照】

市町国保の県単位化に向けた環境を整備するためには、法定外繰入や

前年度繰上充用を解消し、各市町において国保財政の健全化を図る必要

がある。

このため、該当市町は、赤字となった理由､法定外繰入や前年度繰上

充用を行った原因を分析し､このような状況を解消するための方策や目

標年次を、県と協議しつつ検討していくこととする。

（４）標準的な保険料(税)算定方式・応能応益割合など

① 平成 22 年度の状況

ア 保険料方式は 10 市町､保険税方式は 19 市町が採用している【資

料 20(41 頁)参照】

イ 賦課（課税）方式について、4 方式は 23 市町､3 方式は 6 市町が

採用している。また、2 方式を採用している市町は存在しない。【資



料 20(40 頁)参照】

※ 4 方式とは、保険料（税）の賦課（課税）方式のうち、所得割、資産割、

個人別均等割及び世帯別平等割にあん分して賦課（課税）する方式を、

3 方式は、所得割、個人別均等割及び世帯別平等割にあん分して賦課（課

税）する方式を、2 方式は、所得割及び個人別均等割にあん分して賦課

（課税）する方式を言う。

ウ 医療給付費分において、応能割合が 55％を上回る市町は 1 団体

あり、また、45％を下回る市町も 1 団体ある。【資料 20(40 頁)参照。

なお、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分については、資料

21(41 頁)及び資料 22(42 頁)参照】

※ 応能割合とは、保険料（税）の賦課（課税）総額に占める所得割総額

及び資産割総額の合算額(資産割がない場合は所得割総額)の割合のこと

を言う。これに対して、応益割合とは、保険料（税）の賦課（課税）総

額に占める被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額の割合を

言う。

② 検討の方向

賦課（課税）方式については、将来、資産割を廃止して 3 方式に統

一する、あるいは後期高齢者医療制度にあわせて 2 方式にする、とい

った内容の議論の生じることが予想されるので、今後、時期をみて、

市町の意向を確認しながら検討していく。また、同時に応能応益割合

などについても県全体で統一できるよう検討を進めていく。

５ 高医療費市町における医療費の適正化

市町間における医療費の格差は市町国保の運営の広域化の妨げにな

ることから、市町国保の運営を広域化し、国保財政の健全化と安定化を

図るために、各市町国保において医療費適正化の取組を促進することが

必要である。

そこで、別紙⑤（20 頁）のとおり、医療に要する費用の額について、

災害その他の特別な事情を勘案してもなお著しく多額であると認めら

れる市町は、医療に要する費用の適正化やその他の必要な措置を講じ、

より一層医療費の適正化に取り組むものとし、県はその取組に対して支

援していく。

料 20(41 頁)参照】

※ 4 方式とは、保険料（税）の賦課（課税）方式のうちで、所得割、資産

割、個人別均等割及び世帯別平等割にあん分して賦課（課税）する方式を

いい、3 方式は、所得割、個人別均等割及び世帯別平等割にあん分して賦

課（課税）する方式をいい、2 方式は、所得割及び個人別均等割にあん分

して賦課（課税）する方式をいう。

ウ 医療給付費分において、応能割合が 55%を上回る市町は 2 団体あ

るが、45%を下回る市町は存在しない。【資料 21(42 頁)参照。なお、

後期高齢者支援金等分及び介護納付金分については、資料 22(43 頁)

及び資料 23(44 頁)参照】

② 検討の方向

ア 県では、平成 22 年 8 月に、各市町に対して、標準的な保険料(税)

算定方式や応能応益割合などについて、アンケート調査を行った。

その結果､応能応益割合を 50 対 50 にすること､賦課（課税）限度

額は法定額（上限額）を採用することについて、ほぼ異存は無かっ

た｡

賦課（課税）方式については､4 方式を 7 市町､3 方式を 16 市町､

2 方式を 6 市町が支持し、3 方式に対する支持が最も多かった。

また、2 方式についても、後期高齢者医療制度の保険料(税)算定

方式が 2 方式であること理由として一定の支持があり、4 方式の資

産割については、固定資産税の二重課税ではないかという指摘、他

の自治体にある固定資産には賦課（課税）できないことから生ずる

不平等感、共有の場合の事務処理の煩雑さ、といった問題点が挙げ

られた。

イ 今後は、アンケート結果から､賦課（課税）方式については 3 方

式､応能応益割合については 50 対 50､賦課（課税）限度額について

は法定額（上限額）として､現状を前提に県全体で一本化した場合

に保険料(税)はどの程度になるか、国保連合会において｢保険料(税)

算定マニュアル｣を用いて試算を行い、標準的な保険料(税)算定方式

などについて検討していく。



６ 県調整交付金及び三重県国民健康保険広域化等支援基金の活用

（１）県調整交付金

県調整交付金については、保険財政共同安定化事業を拡充する際に保

険料(税)の急激な変動が生じないように用いるほか、引き続き支援方針

に沿って、市町の取組に対して支援していく。

（２）三重県国民健康保険広域化等支援基金

三重県国民健康保険広域化等支援基金については、これまでどおり保

険財政広域化支援事業及び保険財政自立支援事業として、保険料(税)の

激変を緩和するための貸付事業などに用いる。

また、この基金は、支援方針の作成に係る調査研究又は支援方針に定

める共同事業の調整などの経費に充てるため、基金の運用収益及び都道

府県が基金のその他の事業に支障がないと認める範囲内において、取り

崩して使用できるので、必要に応じて、有効に活用していく。

７ 県、市町及び国保連合会相互間の連絡調整

（１）市町や国保連合会との意見交換や情報共有が必要不可欠であるため、

適宜､三重県市町国保広域化等連携会議を開催する。また､必要があれ

ば､市町国保主管担当課長会議などを開催する｡

（２）市町に対して、収納(滞納)対策､医療費適正化対策などに関し、研修

会を開催する。

【削除】

別紙① 国保連合会における保険者事務共同処理事業の取組状況等（略）

【削除】

別紙② 広域化や共同実施を希望する事業についてのアンケート結果（平成

22 年 8 月実施）（略）

別紙③ 高額医療費共同事業・保険財政共同安定化事業の概要（略）

５ 県調整交付金及び三重県国民健康保険広域化等支援基金の活用

（１）県調整交付金

県調整交付金については、保険財政共同安定化事業を拡充する際に保

険料(税)の急激な変動が生じないように用いるほか、平成 23 年度から

は、支援方針に沿って、市町の取組に対して支援していく。

（２）三重県国民健康保険広域化等支援基金

三重県国民健康保険広域化等支援基金については、これまでどおり保

険財政広域化支援事業及び保険財政自立支援事業として、保険料(税)の

激変を緩和するための貸付事業などに用いる。

また、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一

部を改正する法律(平成 22 年法律第 35 号)などが施行され、広域化等支

援基金について、支援方針の作成に係る調査研究又は支援方針に定める

共同事業の調整などの経費に充てるため、基金の運用収益及び都道府県

が基金のその他の事業に支障がないと認める範囲内において、取り崩し

て使用することができることとされたので、必要に応じて、有効に活用

していく。

６ 県、市町及び国保連合会相互間の連絡調整

（１）市町や国保連合会との意見交換や情報共有が必要不可欠であるため、

適宜､三重県市町国保広域化等連携会議を開催する。また､必要があれ

ば､市町国保主管担当課長会議などを開催する｡

（２）市町に対して、収納(滞納)対策､医療費適正化対策などに関し、研修会

を開催する。

別紙① 三重県の国保及び後期高齢者医療制度の被保険者に係る医療費の

将来見込み（略）

別紙② 国保連合会における保険者事務共同処理事業の取組状況等（略）

別紙③ 保険財政共同安定化事業拡大の試算表（略）

別紙④ 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業の概要（略）



別紙④

目標収納率の設定

１ 平成 23 年度平均被保険者数で、市町を 4 つのグループに分ける(このグループ分け

は、平成 27 年度まで変更しない)。

Ａ 3 万人以上 Ｂ 1 万人以上 3 万人未満

Ｃ 5 千人以上 1 万人未満 Ｄ 5 千人未満

２ 収納率について

（１）現年度分収納率と滞納繰越分収納率に分けて設定する。

（２）一般被保険者分のみならず、退職被保険者分を含めた収納率とする。

３ 目標収納率の達成時期

今回の広域化等支援方針は、平成 27 年度までの取組について策定していること

から、目標収納率は平成 27 年度に実現をめざす数値とする。

４ 目標収納率（別表『各市町別目標収納率』19 頁)参照）

（１）現年度分収納率

① 平成 27 年度の目標収納率については、各グループにおける平成 23 年度の平

均収納率(実績)を勘案して、次のとおりとする。

Ａ 90 00% Ｂ 91 70% Ｃ 93 50％ Ｄ 94 50%

・ 被保険者間の負担の公平性の観点から、目標数値は 90 00％以上に設定

する。

・ Ａグループ及びＤグループについては、各グループの平成 23 年度の平

均収納率(実績)が平成 24 年度の目標収納率に達していないことから、現在

の目標収納率を引き続き平成 27 年度の目標収納率として設定する。

・ Ｂグループ及びＣグループについては、各グループの平成 23 年度の平

均収納率(実績)が平成 24 年度の目標収納率を超えていることから、各グル

ープの平成 23 年度の平均収納率(実績)を上回る数値を、平成 27 年度の目

標収納率に設定する。

② 平成 26 年度までの間に平成 27 年度の目標収納率に達している市町は、引き

続き収納率を維持・向上するよう努める。

（２）滞納繰越分収納率

① 平成 27 年度の目標収納率については、県全体における平成 23 年度の過年度

分収納率(実績)が 16 72%であり、平成 24 年度の目標収納率を超えていること

から、平成 23 年度の収納率(実績)を上回る数値の 16 80%に設定する。

② 平成 26 年度までの間に平成 27 年度の目標収納率に達している市町は、引き

続き収納率を維持・向上するよう努める。特に、国調整交付金での収納率によ

る減額措置を 2%緩和する要件として、滞納繰越分収納率(ただし、一般被保険

別紙⑤

目標収納率の設定

１ 平成 21 年度の被保険者数で、市町を 4 つのグループに分ける(このグループ分けは、

平成 24 年度まで変更しない)。

Ａ 3 万人以上 Ｂ 1 万人以上 3 万人未満

Ｃ 5 千人以上 1 万人未満 Ｄ 5 千人未満

２ 収納率について

（１）現年度分収納率と滞納繰越分収納率に分けて設定する。

（２）一般被保険者分のみならず、退職被保険者分を含めた収納率とする。

３ 目標収納率の達成時期

平成 25 年度に予定される新高齢者医療制度の開始に伴い、国民健康保険制度も

大きく影響を受けることが想定されるので、目標収納率は平成 24 年度に実現をめ

ざす数値とする。

４ 目標収納率（別表『各市町別目標収納率』(21 頁)参照）

（１）現年度分収納率

① 負担の公平の観点から、目標数値は 90 00％以上に設定する。

② 目標収納率については、次のとおりとする。

Ａ 90 00% Ｂ 91 50% Ｃ 93 00％ Ｄ 94 50%

・ Ａグループ及びＢグループについては、Ｃグループ及びＤグループとの

収納率の差を縮めるため、平成 21 年度において、それぞれのグループで最

も高い市町の収納率を参考にして、目標収納率を設定する。

・ Ｃグループ及びＤグループについては、収納率が低い市町の底上げを図

るため、平成 21 年度において半数以上の市町が達成している収納率を参考

にして、目標収納率を設定する。

③ 平成 21 年度に既に目標収納率に達している市町、あるいは毎年 0 1%の割合

で収納率を上げた場合に平成 24 年度までに目標収納率を超える市町(具体的に

は平成 21 年度の収納率が、Ａグループで 89 70%を越えている市町、Ｂグルー

プで 91 20%を超えている市町、Ｃグループで 92 70%を越えている市町、Ｄグ

ループで 94 20%を越えている市町)であっても、目標収納率を確保した後は、

更に、毎年 0 1%の割合で収納率を上げるよう努める(努力目標数値)。

（２）滞納繰越分収納率

① 県全体においては、平成 20 年度の過年度分収納率 14 35%、平成 21 年度の

過年度分収納率が 13 94%であることから、目標収納率を 15 00%と設定する(平

成 20 年度速報値による全国平均は 13 68%)。

② 平成 21 年度に既に 15 00%以上の収納率である市町、あるいは平成 21 年度

から毎年度収納率を 0 10%上げると平成 24 年度の収納率が目標収納率に達す

る市町(具体的には平成 21 年度の収納率が 14 70%の市町)であっても、15 00%



者分のみ)が 20 00%以上であることが基準となっていることから、これに準じ

て、収納率が 20 00%未満の市町は、できるだけ早期に収納率が 20 00%に達す

るよう努めるものとする。

※ 平成 24 年度の目標収納率設定の考え方

(1) 平成 24 年度の現年度分目標収納率については、次のとおりとする。

Ａ 90 00% Ｂ 91 50% Ｃ 93 00％ Ｄ 94 50%

・ Ａグループ及びＢグループについては、Ｃグループ及びＤグループとの収納率の

差を縮めるため、平成 21 年度において、それぞれのグループで最も高い市町の収

納率を参考にして、目標収納率を設定する。

・ Ｃグループ及びＤグループについては、収納率が低い市町の底上げを図るため、

平成 21 年度において半数以上の市町が達成している収納率を参考にして、目標収

納率を設定する。

(2) 平成 24 年度の滞納繰越分目標収納率については、県全体における平成 20 年度の過

年度分収納率が 14 35%、平成 21 年度の過年度分収納率が 13 94%であることから、

目標収納率を 15 00%と設定する(平成 20 年度速報値による全国平均は 13 68%)。

５ 目標収納率を達成できない場合の県の対応

（１）目標収納率の達成に向けてさらなる取組が必要と考えられる市町に対して、実務

調査、技術的助言その他必要な対応を行う。

（２）目標収納率を定めた年度において、その達成ができなかった市町は、その原因や

課題、今後の対応策を記述した報告書を県に提出することとする。県はその報告書

を、県のホームページ等で公表する。

６ 市町への支援

（１）県調整交付金の活用

県調整交付金の交付基準に、支援方針に定めた目標収納率を達成するための各市

町の取組に対して支援することを明確に定め、そのような取組を行った市町に対し

て、県調整交付金を活用して支援する。

（２）徴収アドバイザー派遣事業の活用

収納率が、別表『各市町別目標収納率』(19 頁)に定める目標収納率を大きく下回

っている市町については､国保連合会が実施する徴収アドバイザー派遣事業におい

て、その派遣対象になるよう県が助言する｡

また､その派遣事業の成果については､滞納整理事務に関する研修会等の場で報

告を求めるなど、市町間での成果の共有を図る。

別表（略）

別紙⑤

高医療費市町における医療費の適正化

以上の収納率を確保した後は、更に、毎年 0 10%の割合で収納率を上げるよう

努めるものとする(努力目標数値)。

③ なお、調整交付金での収納率による減額措置を 2%緩和する要件として、滞

納繰越分収納率(ただし、一般被保険者分のみ)が 20 00%以上であることが基準

となっていることから、これに準じて、収納率が 20 00%未満の市町は、でき

るだけ早期に収納率が 20 00%に達するよう努めることが望ましい。

５ 平成 24 年度において目標収納率を達成できない場合の県の対応

（１）平成 24 年度に目標収納率の達成ができなかった市町や平成 22 年度や平成 23 年度

の状況から必要と考えられる市町には、実務調査、技術的助言その他必要な対応をと

る。

（２）平成 24 年度に目標収納率の達成ができなかった市町は、その原因や課題、今後の

対応策を記述した報告書を県に提出することとする。県はその報告書を、県のホーム

ページ等で公表する。

６ 市町への支援

（１）県調整交付金の活用

平成 23 年度から、県調整交付金の交付基準に、支援方針に定めた目標収納率を

達成するための各市町の取組に対して支援することを明確に定め、そのような取組

を行った市町に対して、県調整交付金を活用して支援する。

（２）徴収アドバイザー派遣事業の活用

収納率が、別表『各市町別目標収納率』(21 頁)に定める目標収納率を大きく下回

っている市町については､国保連合会が実施する徴収アドバイザー派遣事業におい

て、その派遣対象になるよう県が助言する｡

また､その派遣事業の成果については､滞納整理事務に関する研修会等の場で報告

を求めるなど、市町間での成果の共有を図る。

別表（略）



１ 対象となる市町

医療に要する費用の額について、厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数

及び年齢階層別の分布状況その他特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認

められる市町を対象とする。

具体的には、災害その他の特別な事情を考慮した後の実績給付費が、基準給付費に

1 14 倍を乗じて得た額を超える市町を、高医療費市町とする。

２ 高医療費市町が取り組む内容

高医療費市町は、国保連合会が提供するデータ等を活用し、高医療費の要因を分析

する。

高医療費の要因分析の結果等を踏まえ、具体的な対策を講じ、重点的に取り組むこ

とで、より一層医療費適正化を推進する。

これらの対策の実施に当たっては、国保連合会や他の関係機関等との連携も十分に

図る。

３ 県の対応等

高医療費市町は、その原因や課題、今後の対応策を記述した報告書を県に提出する

こととする。県はその報告書を、県のホームページ等で公表する。

４ 高医療費市町への支援等

（１）県調整交付金の活用

県は、高医療費市町をはじめ、市町が行う医療費適正化に資する取組に対して、

県調整交付金を活用して支援する。

（２）国保連合会の支援事業等の活用

県は、高医療費市町に対して、国保連合会から医療費適正化に資する各種データ

の提供を受け、それを活用するよう促す。また、国保連合会が医療費適正化に向け

て行う保健事業や研修事業等に積極的に参加するよう助言する。

資料１～19 （略）
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