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白老町民生常任委員会会議録 
平成１８年 ７月２５日（火曜日）  

  開 会   午前 ９時５７分  

  閉 会   午前１１時４５分  

 

○議事日程 

審査又は調査事件  

＜調査事件＞ 

・医療保険制度について  

 

○審査又は調査事件  

＜調査事件＞   

所管事務調査  医療保険制度について  

 

○出席委員（７名）  

 委員長 吉 田 和 子 君         副委員長 熊 谷 雅 史 君 

委 員 西 田 祐 子 君               宗 像   脩 君 

     大 渕 紀 夫 君              根 本 道 明 君 

 議 長 堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

町 民 課 長   五十嵐 則 夫 君 

国 保 ・ 年 金 G 主 査   小 関 雄 司 君 

医療給付・児童手当 G 主査   南   光 男 君 

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事 務 局 主 幹   中 村 英 二 君 

嘱 託 職 員   松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣言 
○委員長（吉田和子君） ただ今から、民生常任委員会開会いたします。  

 本委員会については傍聴を許可することに、ご異議ありませんか。  

［「異議なし」の声あり］  

○委員長（吉田和子君）  ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委

員長において傍聴を許可いたします。  

 

◎所管事務調査 

○委員長（吉田和子君） 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明を致します。  

○事務局長（中村英二君）  皆さん、おはようございます。本日の委員会につきましては、所管事

務調査といたしまして、医療保険制度についてを予定しておりまして、特に町の国保、老保事業関

係についての制度の調査を予定しております。以上のとおりです。 

○委員長（吉田和子君） それではこれより、所管事務調査を行います。日程としては、今日、医

療保険制度、老人保険についての説明をいただきまして、時間があれば質疑を受けたいと思ってお

りますが、午後からは別のほうの委員会が入っておりますので、午前中で終了したいと思っており

ます。２8 日にもう一度ありますので、今日勉強して受けたことを、質疑応答をしていきたいと考

えておりますのでよろしくお願いいたします。  

 それでは今日、先に資料は皆さんのところに配布になっていますけれども、持参されていますね。

大丈夫ですね。 

 それでは、執行部のほうから資料に基づきまして説明をお願いしたいと思います。  

五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  それでは、お手元に資料として、4 つのつづりがいっているかと思

います。 

 まず、国民健康保険のほうの説明を、私が 6 ページまでさせていただいて、その後７ページ以降

は、担当の小関主査のほうでやっていただくというふうに考えております。また、老保のほうにつ

いては、4 ページの中段くらいまで私が概要を説明させていただいて、その後老保担当の南主査の

ほうで説明していただくというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。  

 なお、お手元に資料が配られていますけれども、これも説明の中で随時織り込んでいきたいと思

っていますのでよろしくお願いいたします。  

 それでは、早速ですけれども私のほうで、国保の関係から説明をさせていただきたいと思います。 

 国民健康保険事業という表題がついています。それの１ページ目、お開き願えればと思います。 

 私のほうでは、いわゆる医療保険制度の概要を説明させていただいて、先ほどお話したように、

町の関係は後ほど担当のほうから説明させていただくというふうに考えております。  

 １ページ目ですけれども、医療保険制度の概要ということで載せてございます。  
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Ⅰ 医療保険制度の概要  

１．医療保険の目的 

被保険者と保険者に保険料をそれぞれ負担していただいて、医療費を補助・助成を行うという制

度で、国民の生活の安定を図るという大きな目的をもってございます。  

２．医療保険の種類 

 国保のほかに、いろいろな保険制度がございます。それらについての説明でございます。 

医療保険制度 被保険者（加入者） 保険者 

健康保険 民間の会社に勤めている方 政府（社会保険庁）・健康保険組

合 

船員保険 船員として船舶所有者に雇用されている方 政府（社会保険庁） 

共済組合等 国家公務員、地方公務員、私学の教職員  共済組合等 

国民健康保険 自営業者・農業・漁業の従事者などの方  市町村 

３．加入の義務 

国民皆保険制度ということで、全員が何かの保険に入らなければならないという制度になってご

ざいます。これは昭和３６年４月から義務付けされております。  

４．保険給付の種類 

（１） 療 養 給 付 ― 医療機関での治療にかかる診察、薬剤、処置、手術等の治療費、  

これらを給付 

（２） 入院時の食事療法費 ― 入院中の食事に要する費用として給付  

（３） 訪 問 看 護 療 養 費 ― 疾病等により居宅において継続して療養を受ける状態と認め 

られる場合に給付 

（４） 出 産 育 児 一 時 金 ― 被保険者が出産にした場合に給付  

（５） 葬 祭 費 ― 被保険者及び被扶養者が亡くなった場合に給付  

 

Ⅱ 国民健康保険制度  

１．国民健康保険制度のしくみ 

国民健康保険（国保）は、病気やけがをした場合などに、安心して医療が受けられるよう、被

保険者（加入者）から保険税（料）や国・北海道からの交付金等により市町村が保険者となって

運営し、医療費や出産育児一時などの給付を行っています。  

２．国保の加入・脱退について 

  いわゆる社会保険､共済組合等に加入されている方以外の方は､当然国保ということでござい

まして、自営業の方や農業､漁業従事者の方、パート・アルバイトなど職場の健康保険に加入し

ていない方､さらに、外人登録をして､１年以上日本に滞在していると認められた方も加入できま

す。 

なお、国保の加入・脱退の手続は、それらの事由が発生後１４日以内に居住している市町村で

手続することとなっています。 
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（１） 国保に加入するとき 

・ 他の市町村から転入したとき（職場の健康保険などに加入していない場合）  

・ 職場の健康保険などをやめたとき  

・ 子どもが生まれたとき  

・ 生活保護を受けなくなったとき（生活保護受給者は基本的には加入していない）  

（２） 国保をやめるとき 

・ 他の市町村へ転出されたとき 

・ 職場の健康保険などに加入したとき  

・ 死亡したとき 

・ 生活保護を受け始めたとき 

（３） 資格の加入・喪失の時期  

保険税は、国保加入の資格を得た月からになります。加入の届け出をしたときからではない

ため､例えば、４月に会社をやめ、９月に国保の届け出をした場合でも、４月に遡及して加入

となり、保険税も４月から納めることとなります。また､国保を途中でやめた場合には、やめ

た前月まで保険税を納めることとなります。  

３．退職者医療制度 

  退職者医療制度は、国保制度の中の１つとして設けられているもので、国保の被保険者となっ

た方のうち厚生年金など国民年金以外の年金を受けられる方とその扶養家族に対し医療の給付

を行うもので、退職後の加入により医療の必要性が高まる時期に給付水準が低下することのない

ように設けられた制度です。なお、退職者医療制度に加入している方々は「退職被保険者」、自

営業等で加入している方々を「一般被保険者」といいます。  

（１） 退職被保険者の対象となる方 

・ 国保に加入している方  

・ 老人保健の適用を受けていない方（７５歳未満の方）  

・ 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が２０年以上、も

しくは４０歳以降にそれらの年金加入期間が１０年以上ある方  

退職被保険者は年々増加してございます。それによって医療費もかかりますけれども、そ

れなりの収入が見込めるという状況で、お金の関係からするとそういうことになります。  

 

Ⅲ 保険給付の負担割合と保険税  

１．保険給付の負担割合  

 国は保険税給付に要する費用のうち、５０％を国庫など国の負担とし、残りの５０％を保険税と

して被保険者が負担するとした考え方を基本としています。  

 国保の場合は、低所得者が多いこと。運営主体が市町村であることから国庫負担の割合が多少多

くなってございます。  
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国の予算の負担割合 

 保健給付費 ７５．８％  

（保険給付費を１００とした場合の負担割合）  

一部負担金 

２４．２％ 

保健税（料） 

３３．４％ 

（４４．１％） 

地方負担 

２．７％ 

（３．６％） 

基盤安定負担金 

２．７％ 

（３．６％） 

調整交付金 

８．５％ 

（１１．２％） 

国庫負担 

２８．４％ 

（３７．５％） 

保険給付費の中の割合、下のほうに（ ）して書いてございます。足すと０．１％が合わない可能

性があります。四捨五入の関係なものですから、ご了解いただければと思っています。  

 国のほうの負担としては、基盤安定負担金、調整交付金、国庫負担で、これらを足すと５２．３％

という数字になってございます。健保組合だとかというところから見ると、国のほうの負担が多い

ですよということでございます。  

２．保険税の課税方式  

 保険税の課税方式には、３つの方式が地方税法に規定されており、どの方式を採用するかは、市

町村の条例で定めることとなっています。 

①４方式 所得割額・資産割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額  町村型 

②３方式 所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額 中小都市型 

③２方式 所得割額・被保険者均等割額 都市型 

①４方式、これが白老もそうですし、町村関係がほとんどとなってございます。  

後から、資料等の説明の中では、資産割がないところもこの管内ではありますけれども、基本形

はこの４つの方式ということでございます。  

 それから、保険税の算定方式は、基本的には保険給付費から、国庫負担金やいわゆる調整交付金、

町の繰入金などを除いた額を保険税としてくださいよと。先ほど前段のほうに表がございますけれ

ども、ここでいうと、保険税の総額を定めるにあたっては、地方負担だとか安定基盤、調整交付、

国庫、こういうものを除いて、残った分を保険税としてまかなってくださいというのが基本形でご

ざいます。 

 保険税の算定方式は、各市町村の条例で定めなさいということになっていますので、当然、各町

村によって率が変わってきてございます。それらも後ほどの資料の中で見ていただければと思って

います。 

３．保険税の算定方法  

保険税には基礎課税額（医療給付費分保険税）と介護納付金課税額（介護納付金保険税）の２

つに分かれていますということで、ご理解をいただければと思っています。  

４方式をうちは採用していますので、１から４まで、それぞれ所得割額・資産割額・被保険者

均等割額・世帯別平等割額。介護納付金課税額も同じく、率は違いますが算定してございます。 

４．保険税の応能・応益  

  以前から、議会等でもお話がありますけれども、基本的には応能割が５０％、応益割が５０％

というのを基本としています。 
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  ただ、現実的に課税をすると、課税結果としては白老の場合は、応能割が６割、応益割が４割

という状況になってございます。  

 応能割 応益割 

所得割 資産割 均等割 平等割 

１００分の４０ １００分の１０ １００分の３５ １００分の１５ 

１００分の５０ １００分の５０ 

５．保険税の軽減措置  

 所得が低い方に対しては６割軽減、あるいは４割軽減、こういうものをかけまして、税額を少な

くするというか、おさえているという状況でございます。  

 軽減された保険税の減収分については、保険基盤安定制度で財源措置されますということになっ

てございます。 

 

Ⅳ 医療費の負担と療養給付  

１．病気やけがでの診療（一部負担金）  

 対象被保険者 負担割合（外来・入院とも） 

３歳未満児 治療費の２割 

３歳～６９歳までの方  治療費の３割 

７０～７４歳の方 

（一定以上所得の方）  

治療費の１割 

（２割） 

７０歳～７４歳の方、いわゆる前期高齢者という表現ですね。基本的には７５歳からは老保です

よ。以前までは７０歳からは老保だったんです。経過措置で毎年繰り上げていっているという状況

でございますので、前期高齢者としては概ね治療費の１割。  

※ 一定所得の方 ― 同一世帯に一定上（課税所得が１４５万円以上）の所得がある７０歳以上

の国保被保険者または老人保険で医療費を受ける国保被保険者がいる方。  

２．入院した時の食事代（入院時食事療養費）  

 入院中の食事にかかる費用についても一部負担があります。  

① ②・③以外の方 １食 ２６０円 

９０日以内の入院 １食 ２１０円 ② 住民税非課税世帯 

（７０歳以上の方は低所得Ⅱ） ９０日を越える入院 １食 １６０円 

③ ②のうち、所得が一定基準に満たない方  

（７０歳以上の方は低所得Ⅰ） 

１食 １００円 

※ 低所得Ⅱ ― 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方  

※ 低所得Ⅰ ― 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所

得が０円となる方 

３．支払った医療費が一定額を超えたとき（高額療養費）  
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 （１）７0 歳未満の場合 

（２） ７0 歳以上の方 

 この２つのパターンで計算方式を載せてございますけれども、後ほどこの話しも出るのですけ

れども、１０月からこの限度額が改正になります。  

 老健の資料５に、新旧対照表というか、現行がこういうふうに改正されますよというものが載

せてございますので、その中の説明を聞いたほうが早いのかなと。今ここで説明しても、また１

0 月に変わりますよということなものですからそういうふうに考えます。  

 先ほどお話ししたように、6 ページの７0 歳以上の方も同じように変わりますので、ここも後

ほど説明をさせていただきます。  

（３） 療養費の支給 

   いわゆる、保険証を持たないでかかった場合、当然あります。すべてではないですけれど

も、そういう方たちは後日申請に基づいて払戻しができますよということでございます。  

・ 急病など保険証を持たずに診療を受けたとき  

・ 骨折、捻挫などの時の柔道整復師の施術料 

・ あんま、はり、灸、マッサージ代（医師が必要と認めた場合）  

・ 手術で輸血に用いた生血代（医師が必要と認めた場合） 

・ コルセットなどの舗装具代（医師が必要と認めた場合） 

・ 海外で治療を受けたとき  

    これらについては、後日申請をしていただいて払戻しをしますよということでございます。 

    ただ、あくまでも３割負担は本人にしていただくということです。残りの７割は国保で見

ますよということです。  

（４） 治療以外の給付 

・ 被保険者が出産したとき、出産育児一時金として３０万円を支給。これも１０月から法

律が通っていますので３５万円に改正になります。  

・ 被保険者が亡くなったとき、葬祭費１万円を支給。  

葬祭費１万円というのは、各町村でそれぞれ決め方があるようですけれども、うちの場合は

火葬場使用料ですね。町民の方は１０，０００円と定めていますので、それに合わせている

というふうに、我々は考えています。  

（５） 第三者行為による医療費  

   交通事故あるいは喧嘩等でけがをして、その治療を受けるときには、基本的には加害者が

負担するのだよということでございますけれども、ただ、国保を使って治療を受けることも

できます。その場合は、国保が一時的に医療費を立て替えて、後に加害者に費用を請求しま

す。 

ここまではいわゆる保険制度、国保の概要をお話しいたしました。その後、白老町の国民健康

保険の状況等について、担当の小関のほうから説明をさせていただきます。続けてよろしいです

か。 
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○委員長（吉田和子君） 小関主査お願いいたします。 

○国保・年金グループ主査（小関雄司君） よろしくお願いします。  

 ７ページからなのですけれども、白老町の国保の特別会計ということの、どのような主旨で成り

立っているかというのをⅤのほうでご説明させていただくような形でまとめてございます。 

 

Ⅴ 白老町国民健康保険特別会計の概要  

 国保事業は地域住民の医療を保障し、住民の福祉を増進する目的で行われ、同時に健全性も保ち

ながら運営しなければならないため、国民健康法第１０条の規定により一般会計と区分して設置す

ることが義務付けられています。このため、白老町でも国民健康保険特別会計を設置して運営をし

ています。 

１．国保特別会計の予算科目 

  主な予算科目としては、歳入科目は、国保税・国庫支出金・財政調整交付金・療養給付等交付

金・道支出金・共同事業交付金・繰入金等があり、歳出科目としては、総務費・保険給付費・老

人保険拠出金・介護給付金・共同事業拠出金・保健施設費等の予算科目があります。  

２．歳入科目 

（１） 保険税《資料１．２》  

  この保険税は、先ほども説明があったように白老町は４方式で負担をしていただいております。

算定負担割合は下記のとおりで、一般被保険者及び退職被保険者とも同じ賦課額です。また、介

護給付金は４０歳以上６５歳未満の方が納めます。  

 所得割税率 資産割税率 被保険者均等割額 世帯別平等割額 

医療給付費分 １１％  ５５％ １９，０００円 ２７，０００円 

介護納付金分  １．１％   ５％  ３，０００円  ６，０００円 

（２） 国庫支出金 

  国からの負担金なのですが、大まかに分けて３つあります。  

① 医療給費等負担金 

一般被保険者に係る療養給付に要する経費 

② 高額医療費共同事業負担金   

一般被保険者に係る高額療養（今は７０万円以上）に要する経費 

③ 財政調整交付金 

 ①、②で足りない部分を調整交付金ということで、国のほうからそれぞれ交付してもらっ

ている部分。一般被保険者の保険料の収納割合によってペナルティーが課せられるとい

うことがあります。 

白老町としては、編み線で書いています、減額率７％と。これが一般被保険者の収納率。収

納金については、１２ページの上のほうに、表として載せているのですけれども、一般被保険

者及び退職被保険者別収納率。これの一般分の収納率、平成１７年度でしたら８８．６０％の

収納率となっております。この表に当てはめると８８％以上９１％未満ということで７％交付
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金の中から減額されているということになっております。  

（３） 療養給付費等交付金  

    これが退職者の保険制度に対する交付金ということになっています。この交付金としまし

ては、社会保険・船員保険・共済組合等それぞれの保険者のほうの負担をもって給付のほう

に負担していただいているということになっています。 

（４） 共同事業交付金  

    被保険者の高額療養に要する経費として、国保連合開会からの交付金 

（５） 繰入金 

    地方交付税や保険基盤安定化制度事業などにより国や北海道から運営費として助成され

るもので、一般会計をとおして補填されています。なお、町独自の支援として、平成１６・

１７年度にそれぞれ２，０００万円を赤字解消のため一般会計から繰出されています。  

 これが歳入の科目の大きな項目として、計上しているものでございます。  

３．歳出科目 

 どういう項目のなかで支出されているのかというのを書いています。  

（１） 総務費 

国保運営に係る一般的な経費で、レセプト点検・国保運営協議会・電算システム経費（納

付書）・保険税徴収等の経費  

（２） 保険給付費 

    一般被保険者、退職被保険者に対する療養給付及び高額療養経費  

（３） 老人保健拠出金  

    老人保健にかかる各市町村の負担金  

（４） 介護納付金 

    介護保険にかかる各市町村の負担金  

（５） 共同事業拠出金  

    被保険者の高額療養費にかかる各市町村の負担金  

（６） 保健施設費等  

    脳ドック検診、人間ドック検診など健康づくりに対する助成、医療費通知発送料等に係る

経費 

（７） 繰上充用金 

    会計年度経過後に当該事業の決算が赤字となった場合、翌年度の歳入を繰り上げてこれに

充て、決算において歳入と歳出のバランスをとり、赤字決算とならないための手段  

   ６月の定例会の専決処分で１８０，４１３，０００円という額を承認いただいたのですが、

赤字の出た分、公営企業なもので収支バランスをとらなければいけないということがあります。 

赤字をそのままにしておけないということで、その赤字を翌年度に持っていくと。そして翌年

度の歳入歳出それぞれを、この数字をもってバランスをとるということである科目でございま

す。赤字が続く限り、その分が翌年度の充用金ということで繰越になるような形になっていま
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す。 

以上、ここまでがどういう主旨で成り立っているかということの概要を説明させていただきまし

た。 

 

Ⅵ 白老町国民健康保険特別会計の現状  

 白老の国保事業では、町民の４割以上の被保険者を擁し、  

１．国保加入者数の状況  

  当町における国保加入者数は、高齢化ということもあり毎年度若干増えてきております。  

 特に退職者の世帯、６０歳以上になって社会保険等が抜けてから国保に加入となるのですが、

その年齢が近年多いものですから、その部分、相当数国保のほうの加入になってきております。 

平成１８年３月末現在、５，１８６世帯、９，２９０人です。白老町全体では５３．９％の世

帯、人口では４４．３％が国保加入者ということになっております。  

  下のほうに、年齢別被保険者数のグラフがあるのですが、ピンク色の線が退職の被保険者なの

ですが、これは７０～７４歳で途切れていますけれども、先ほどのご説明のとおり７５歳以上に

なれば老健のほうへいくというようなことになっております。  

  そういうことで、年々、これからもしばらくは退職被保険者が若干増えてくるのではないかな

というふうなことを想定しております。  

２．国保会計の決算状況  

（１） 平成１７年度決算状況 

  グラフとして表しております。  

  歳入のほうで、国民健康保険税が２７％、国庫支出金が３２％、療養給付費等交付金が２５％、

この３つで８割くらいで、運営の中味であります。  

  この中で若干の訂正をお願いいたします。道支出金１％を４％にお直しいただければと思い

ます。連合会支出金３％を消していただきたいと思います。今はすべて道支出金１本になりま

したので、グラフを作るときに間違えまして、申し訳ございません。お願いします。  

   一方歳出のほうは、病気・けがで支出する分保険給付費、これが全体の６４％が占められて

ございます。続きまして、老人保健拠出金が２０％、次に多いのが介護納付金の５％と、これ

だけで９割方支出が充てられているというふうな状況にあります。 

   こういい中味で見ていくと、現状では累計で１８０，０００，０００円の赤字を抱えている

という状況が平成１７年度の決算の状況でございます。 

（２） ５年間の決算推移 

  １７年度で説明させていただくと、  

                                    （単位：千円）  

  １６年度 １７年度 増減の主な事由 

 国保税 ６６１，０６０ ６９７，０９１ 収納率の増，退職被保険者

の加入 
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国庫支出金 ８８０，３７８ ８４１，５７２ 国の三位一体の改革で療

養給付金の負担金が道へ

移管で減     

療養給付費 

等交付金 

４９７，４４０ ６６２，１６９ 退職被保険者が加入と同

時に、病気や怪我で給付の

割合が増 

道支出金 １４，６６０ ９４，７２４ 国の三位一体の改革で連

合会支出金が道支出金に

移管で増 

連合会道支出金      ０      ０ 同上 

共同事業交付金 ４７，２９６ ４６，２７０  

繰入金 ２６２，３４１ ２５９，８５１  

諸収入    ７７９  １，３６５ 延滞金、第三者納付金（交

通事故等の一時立替え分） 

 

歳 

 

 

 

 

 

入 

 

計 ２，３６３，９５４  ２，６０３，０４２   

 １６年度 １７年度 摘 要 

総務費 ２０，９８３ ２０，０２６  

保険給付費 １，５８２，２７０  １，７９３，５４７   

老人保健拠出金 ６２４，９６７ ５６１，３４３  

介護納付金 １１２，４４５ １３０，０８７ 年々増加 

共同事業拠出金 ４８，７９３ ５１，６７８  

保健施設費 ４，４８３ ３，７３４  

公債費 ８４１ ８８９ 一時借入金利息 

諸支出金 １，８６３ ３，４０６ 町立病院で器材を整備す

るときの補助分 

 

 

 

歳 

 

 

 

出 

繰上充用金 １８６，０５４ ２１８，７４５ 赤字として翌年度に繰上

られた部分 

 計 ２，５８２，６９９  ２，７８３，４５５   

単年度収支額 △３２，６９１ ３８，３３２ 繰上充用金を除いた歳入

歳出合計の差引 

累積赤字額 △２１８，７４５ △１８０，４１３ １８年度歳入最終歳出に

繰上充用金 

３．医療費の伸び《資料３》 

一般被保険者及び退職被保険者とも医療費は年々増加傾向にあります。要因として、高齢者

人口の増や慢性疾患が考えられます。また、疾病の状況では、高血圧等の循環器系の疾患が最
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も多く２５％くらい、次に、精神疾患ということで１９％、特に入院が非常に多いような形で、

入院の療養給付費の額の相当数が精神疾患で持ち出しがあるという形になっています。次に、

ガン・腫瘍等の疾患が１３％、消火器・呼吸器系疾患７％というようなことで、全体の医療費

にかかる状況になっております。他に骨折・外傷等の疾患が主な疾病となっています。  

４．保険税の収納状況  

  １２ページに平成１３年度から１７年度までの現年度分調定額及び収入額が載っておりま

す。 

  ほとんど税務課の職員にお願いして、収納対策をやっていただいているのですけれども、効

果も含めて若干、毎年収納率は多少ですが増加してきております。 

  １５年度には、保険税の納期を６期から１０期に変更し、被保険者の方々の毎月の負担の軽

減を図っています。そういった部分を含めて、若干伸びてきているのではないかなということ

で考えております。 

５．保険税の軽減措置《資料４》  

  白老町の部分は、１８年度の当初調定ということで書いていますけれども、６割軽減世帯と

いうのが全体の２，１８２世帯、４割軽減世帯が全体の２３８世帯ということで全体の４５％

くらいが、この階層にいる方々です。その方々については、当然６割とか４割を軽減して、最

終的には約８，０００万円くらい軽減させていただいているという状況にあります。  

  その分については、交付税が負担とならないような形で配慮されていただくのと、リストラ

等で収入が減となった方など、この階層に当てはまらない方についてでも、極端に収入が減に

なった方は、減免の措置を設けていますので、そちらに基づいてなるべく負担にならないよう

な、相談に乗りながら減免措置をしているというような状況にあります。  

６．保険事業の状況 

  検診関係を載せているのですけれども、基本的には町で実施している検診というのが下の表

にあります。 

 （１）町で実施している検診 

   総合検診から肺がん検診まで健康福祉課のほうで、老人保健法に基づいて実施している部

分でございます。基本的には老人保健法に基づいてやるということで、国保に限らず社会保

険に入っている扶養者の方々も対象にして、なるべく町全体の方々のために検診していると

いうようなことであります。 

   その中でも、国保としてできることということで脳ドックと人間ドック検診のそれぞれを

実施して、助成もしております。ここに載っている部分の検診が、町全体としてやっている

検診の状況でございます。 

（２）予防接種 

  平成１４年度から６５歳以上の高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を健康福祉課の

ほうで実施し、国保に限らず幅広い層で摂取していただけるような形に取組んでおります。

この中で、実質２，３００円かかって、１，０００円の自己負担を求めてやっていたのです
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けれども、これからもインフルエンザの流行する兆しが危惧されますので、国保からも一定

の助成をさせていただいて、摂取率を高めたいということで１８年度から予算を取りまして、

６５歳以上の国保の加入者についても助成して、摂取率を増やしたいと。それによって罹患

率等を押さえていきたいということで考えております。 

 

Ⅶ 国民健保険事業運営の課題と今後の取り組み  

１．医療制度改正の概要  

  医療制度の改革大綱では、疾病予防対策を重視した方針を打ち出しなど、医療制度を平成２

０年度から抜本的に改正することとしています。特に、老人保健法に基づき市町村が実施して

きた各種がん検診などは、新たに「高齢者の医療の確保に関する法律」を制定し、保険者（町）

に検診・保健指導の実施を義務付け、生活習慣病に対する予防対策を重点的に行う内容となっ

ています。 

  医療保険制度の体系の見直しということで、後ほど説明があるかと思うのですが、後期医療

保険制度ということで７５歳以上の、全く別の保険制度ができるということもあるようです。 

  保険者の再編ということで、国が今まで所管していた社会保険の部分が、独立した行政法人

に移管するというような情報も受けております。なお、今年１０月には、高額医療費の自己負

担限度額の改正や出産育児一時金が３００，０００円から３５０，０００円に増額等の改正が

行われることとなっています。 

 ２．医療費の抑制・適正化への取り組み  

   年々医療費が増となってきております。この部分をこのまま見るというわけにはいかないの

で、それぞれ２０年度の医療制度の改正を視野に入れて、３連携の推進方針を作った中で、何

とか医療費を抑えていきたいと考え、町全体で取組みたいと考えております。 

   今年度から、北海道の事業で医療費適正化推進モデル事業の指定を受け、医療費の分析、国

保ヘルスアップ事業（内臓脂肪の高い方の予防医療）として、あらかじめ若い方を対象に事業

に取組んで疾病の予防を先駆けてやりたいと考えております。  

 ３．保険税の賦課割合の検討《資料５》 

   白老町は応能・応益の部分６：４ということになっております。これを国の資料では５：５

に持っていきなさいと指導がありますので、どういった割合が適当なのかということを、今年

２月に町民課と税務課と経営企画課とで内部検討会議を立ち上げております。その中で、どう

いう負担割合がいいのか、負担割合だけを変えるだけでいいのか、もしくは税率のほうも若干

変更したらいいのか、その辺りも含めて考えております。  

   例えば、２０年度の改正の部分があるとか、老健の後期高齢者の部分の負担だとか、そうい

う部分もこれからも十分考えられますので、それらも含めてどういった割合がいいのか、保険

税そのものの負担を求めるわけですから、単に値上げするというわけにもいかないものですか

ら、その当りの負担割合も十分見極めて検討していると、そういうふうな形で進んでいます。 
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Ⅷ まとめ 

今いった、１．２．３の項目、それぞれが国保の会計としては重たい課題とおさえております。 

それらをどういった形で進めていけばいいのかということを、３連携の推進方針を立てた中で、

関係機関と綿密な連携を取って進めていくと、その中では、当然環境整備も必要ですし、目標もあ

る程度設定なければいけないだろうと言うことで、３連携、お互いの連携を密にしながら取り組ん

でいると。 

今実際に取り組んでいるのが、禁煙の支援事業ということで、町立病院で禁煙対象者を対象に、

喫煙防止ということで対象の事業をやっております。  

重複・多受診の方々についても、保健師さんのほうにお願いして、１軒１軒訪問していただいて、

受診の状況等を確認していただいて、病院との連携を取りながら医療費の抑制ということで図って

いきたいと考えております。 

以上簡単なのですが、国保事業の内容ということで終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） ここで暫時休憩いたしたいと思います。１１時０５分間で休憩をいたし

ます。 

 

休  憩（午前 １０時５５分）  

 

再  開（午前 １１時０５分）  

 

○委員長（吉田和子君） 時間になりましたので、休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

それでは、老人保健のほうご説明をお願いいたします。五十嵐課長。  

○町民課長（五十嵐則夫君）  それでは、老人保健事業という別なつづりになりますけれども、こ

れについて進めていきたいと思います。  

 １ページ目をお開きいただければと思います。 

Ⅰ 老人保険制度 

 １．老人保険制度の目的（老人保健法） 

   先ほどの国保と同じような状況でございますけれども、基本的には７５歳以上ということで、

国民の老後という表現が入っていますので、老人福祉の増進を図ることを目的としています。 

２．老人保健制度の医療内容 

   これについても国保と同じ状況でございます。 

   なお、医療の給付内容や費用負担の方法は全国一律の費用負担の方法でございますので、苫

小牧とか室蘭と、白老は別だよということにはなっておりません。 

 ３．実施主体 

   各市町村が行うこととなっております。  

   先ほど国保でも出ましたが、２０年の４月からはちょっと体制を変えていくことになろうか

と思います。これも後ほどお話が出るかと思いますけれど、現時点では市町村長が行っている
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ということであります。  

 ４．受給資格 

（１） 対象者 

 ①７５歳以上の者 

 ※平成１４年９月３０日現在において７０歳以上（誕生日が昭和７年９月３０日以前）であ

る者については、７５歳に達するまでの間、老人保健の医療受給者とみなす。 

②６５歳以上７５歳未満の者で、ある程度の障害の状態にある者  

（２）医療保険各法の加入者 

  ○医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。  

  ・医療保険各法 

    健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済

組合法、私立学校教職員共済法 

  ・生活保護を受けている者は、資格を有しない。  

（３）市町村の区域内に居住地を有する者 

  ○当該市町村の住民であること。  

 

Ⅱ 医療給付の種類 

受給者が受けられる医療給付には、医療・入院時食事療養費・老人訪問看護療法費・高額療養費・

医療費などの給付があります。 

（１） 医療―医療機関での治療にかかる診察・薬剤・処置・手術等の治療費  

（２） 入院時食事療養費―入院中の食事に要する費用について給付  

（３） 老人訪問看護療養費―疾病により居宅において継続して療養を受ける状態と認められる  

 場合に給付（指定訪問看護事業所が行った場合）  

（４） 高額医療費―医療で支払った一部負担金が著しく高額となった場合に給付  

（５） 医療費―治療用舗装具代、柔道整復師の施術料、はり・灸・あんま・マッサージ代、急病  

など保険証・受給者証を持たずに診療を受けた場合に支給  

（６） 移送費―疾病・負傷等により移動が困難な場合で医師の指示があり、緊急的に必要性があ  

る場合に支給、今はほとんど使っていません。  

（７） 特定療養費―大学付属病院等高度の医療を提供する病院等で療養を受けた場合に支給  

 

Ⅲ 一部負担金と医療給付等  

 １．一部負担金 

   国保と老保の関係は違いますが、基本的には自己負担割合は１割ですとおさえていただけ

ればと思います。 

① 自己負担割合 １割（負担区分：一般・低所得Ⅱ・低所得Ⅰ）  

② 自己負担割合 ２割（一定以上所得者）  
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※一般 ― 低所得Ⅱ・低所得Ⅰ以外の方 

※低所得Ⅱ ― 同一世帯の全員が住民税非課税の方  

※低所得Ⅰ ― 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が０円となる方 

（単身世帯で年金収入のみの場合６５万円以下）  

※一定以上所得者 ― 同一世帯に一定上（課税所得が１４５万円以上）の所得がある７

０歳以上の方または老人保険対象者がいる方。ただし、収入合計（年収）

が単身世帯の場合４８４万円未満、２人以上世帯の場合６２１万円未満

の場合申請すると１割になります。  

    ※負担割合及び負担区分は、毎年８月１日現在で世帯状況及び前年の所得に基づき判定を

行います。（全国一律）  

２．医療給付等 

 （１）入院した時の食事代（入院時食事療養費）  

    国保と同額です。  

（２） 支払った療養費が自己負担限度額を超えたとき（高額療養費）  

   国保のほうで７０歳以上という項目があったかと思いますけれども、そこと同じです。

ただ、先ほども話したように、１０月１日から改正になりますので、新旧のお話しは後ほ

ど担当のほうからしますので、こういう計算でなるよというくらいのおさえ方で良いかと

思います。 

（３） 医療費の支給 

先ほどお話ししたように、国保と同じように基本的には１割負担をしてもらって、９割

は老保会計で見ますよということでございます。  

（４） 第三者行為による医療費  

これも国保と同じように、基本的には加害者が負担すべきものですが、この保健制度を

使って医療を受けることもできます。ただし、後ほど立て替えた分は加害者へ請求いたし

ます。そして納入いただくということで進めてございます。  

 ここまで、私のほうで説明させていただきました。後は、白老町の概要等については担当の南の

ほうから説明いたします。 

○委員長（吉田和子君） 南主査よろしくお願いいたします。  

○医療給付・児童手当グループ主査（南 光男君）  老人保健の会計の概要ということで、白老町

も老人保健法に基づいて、医療に要する費用、特定目的に支出するということで、さらに、それら

の費用は保険者の拠出金・国・道・市町村の負担金でまかなっていますので、老人保健法第３３条

に基づいて、一般会計と区分して特別会計を設けないさいということになっていますので、白老町

も特別会計を設けております。 

 特別会計の予算科目ですが、 

１．歳入科目 

（１） 支払基金交付金 
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保険者が拠出したものを、支払基金でまとめまして、それに対して白老町に対してかかった

分を、支払基金が交付してくれているのです。  

（２） 国庫支出金、（３）道支出金、（３）繰入金、これらが収入となっています。  

２．歳出科目 

（１） 総務費、（２）医療諸費、医療諸費は会計全体の９９％を占めております。あと、諸支出  

金の予算科目があります。 

 老保会計は、医療費の支出した分に対して、支払基金・国・道・町がルールに基づいて負担して

いますので、まず、歳出のほうから、説明したいと思います。  

（１） 総務費 

 老保会計に係る一般事務・レセプト点検事務経費  

 レセプト点検を行う嘱託職員を１人雇用していますけれども、そういう経費です。  

（２） 医療諸費 

 ① 医療給付費（現物給付） 

   外来・入院など医療機関に支払う自己負担分以外の医療給付経費、基本的には９割分です。 

 ② 医療費支給費（現金給付）  

   治療用補装具・柔道整復・食事療養費等本人が立替払いした医療費を、後日支払う経費  

 ③ 諸手数料 

   診療報酬審査支払手数料及び共同電算処理手数料等の経費  

 ④ 諸支出金 

   医療費概算交付金、国・道負担金の償還です。概算交付金なので、精算したときにもらい過

ぎなのでお返ししますという形を償還金で見ています。それが諸支出金です。 

 ⑤ 繰上充用金 

   先ほども国保のほうで、ご説明があったと思うのですけれども、会計年度経過後に当該会計

が赤字となった場合に、翌年度の歳入を繰り上げて補填すると、その年度は収支トントンに

なるという決算を行わなくてはならないということなのですね。これに基づいて歳出で、い

ろいろ支出しているのですけれども、これに対して老保会計は自主財源がありませんので、

支払基金だとか、国庫だとか、道だとか、町の繰入に基づいて運営されているということに

なります。 

この歳入につきましては、支払基金・国庫支出金・道支出金・繰入金のルールに基づいたという

のか、法律上老人保健法で言っているのですけれでも、資料の１、費用負担は平成１４年の１０月

１日から、受給者の自己負担の定率負担割合というのが出たのですけれども、その前までは定額負

担だったんですよ。 

それで、平成１４年１０月から５年間かけて、公費負担割合を３割から５割に段階的に引き上げ

ますということで、資料１のほうで毎年毎年、公費負担が段階的に引き上げられているという内容

になっています。これらに基づいて、支出されたものをすべて補填されているというか、収入とし

て受けているということになります。  
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公費負担が、だんだんだんだん段階的に引き上げられているというのは、昭和５７年、老人医療

制度が創設されたのですが、そのときより高齢化が予想以上に進行してしまったと。それで、保険

料を主として担う若い世代が、負担に耐え切れなくなってきていると。それで、大きな会社は組合

健保とかがあるのですけれども、そういったところも結局は拠出しているわけですから、それらの

運営が非常に厳しいと。あと、国民健康保険も赤字運営が続いているということで、拠出負担金を

軽減しようということで、逆に公費負担が段階的に増えていくということになっています。 

あと、老人保健特別会計の現状なんですけれども、受給者数１８年３月３１日現在で、３，３５

９人です。保険者別に言いますと、町の国民健康保険に２，６９９人（８０．４％）、あと国保以

外の方、社保と言っているのですけれども、総体的に６６０人（１９．６％）となっております。 

この受給者数については、１４年１０月１日から受給対象者というのですかね、７５歳になった

ということで、７０歳～７５歳の間の方は、国保、例えば保険者ですね、前期高齢者という扱いに

なっていますので、平成１４年をピークにどんどんどんどん受給者数は減っていくのですね。前期

高齢者という制度が始まったので、平成１４年度の３，７０４人いるのですが、平成１５年、１６

年、１７年度と受給者数は減っています。 

ところが、前期高齢者になっている方が平成１９年１０月から、老人保健受給者にくら替えされ

ていくのです｡ですから、１９年１０月以降は対象年齢を考えると年間３００人くらいが、毎年毎

年増えていくのだということになります。 

資料２では、平成１１年度から１７年度までの受給者数の保険の加入状況ということですので、

ずっと国保加入者は７６～８０くらいの間で推移しています。ほぼ老人保険の方は、国民健康保険

加入者が８０％くらいという形にはなっています。  

老保会計の１７年度の決算状況ということで、歳入総額が３，０５２，３７９，０００円、歳出

３，０７７，１４１，０００円、結局は２４，７６２，０００円の赤字決算となりまして、繰上充

用して６月の定例会で専決処分の承認をいただいております。  

支払基金は、９，４８５，０００円ほど多くもらったということで返さなければならない。一般

会計からも８，２７７，０００円多くもらったので、補正でお返しすると。それは１８年度で整理

すると。 

逆に国庫負担金ですね､３８，５７５，０００円ほど少なくもらっていました。道支出金も４，

００７，０００円少なくもらっていましたので、これらについては精算追加交付ということで１８

年度にいただけると。老保会計は２年間で精査されていくということになります。  

過去７年間の決算推移ということで、資料３を見ていただきたいのですけれども､歳入・歳出で

１１年度で赤字決算ですね｡３６，７０３，０００円、これを２年間で精算するということで、１

２年度に歳出の繰上充用金３６，７０３，０００円を見ています。これは黒の場合も赤の場合も、

１２年度の場合黒なのですけれども、１１，７５９，０００円。これは１３年度の歳入の繰越金で

見ています。こういうふうに赤・黒・持ち出しに決算がなったとしても、翌年度で全部精算すると

いうことになります。  

資料４につきましては、医療費について老保会計の約９８％ほどこれらの支出なり、これに伴う



 19

歳入が示されています。一応１１年度から１７年度までの入院・入院外・歯科、科別の件数と医療

費を出しています。下のほうに１人当たりの医療費を出しています。平成１６年度は１人当たりの

医療費が９１９，０００円ということになっているのですが、全道の各市町村の中を見ると、全道

平均でも４％くらい上がっているのですね。だから、なぜか１６年度は他の市町村も１５年度と比

較して、増長しているという状況です。実は受給者数は減っていると思うのですけれども。医療費

の入院の部分ですね、これがかなり１人当たりの医療費に影響するのですけれども、なぜか１６年

度は増えています。白老町だけではないのですね。  

ちなみに、白老町は１６年度道内で１人の医療費が何番目なのかといいますと、３２番目、当時

２０８市町村｡合併してちょっと変わるかもしれないのですけれども、実績では２０８町村のうち

３２番目ですね。胆振管内１５市町村のうち７番目と、どちらかというと西胆振のほうが１人当た

りの医療費が高いのです。桁が違うのですけれども、全道２位に壮瞥町さんが入っています。金額

は１，１４５，０００円ほどいっています。一番低いのが、中川町で５７６，０００円です。こう

いう状況になっております。 

あと、老人保健事業の今後の取り組みということで、先ほどらいから医療制度の改正、平成２０

年４月に抜本的な改正があります。それにあわせて、前倒しというのか、今年の１０月１日に制度

改正があります。平成２０年４月の制度改正については、今老人の方は、国保なり、社会保険の被

保険者・被扶養者なのですけれども、これらを全部抜けるのですよね。そういう保険の加入者には

ならないのです。老人保険のそういう制度の中の保険者というのですかね、被保険者になってしま

うと。だから、法改正があったときにそれは明記されているのですね。７５歳以上の人は各保険の

被保険者・被扶養者からすべて抜きなさいと。  

これから抜かれた人はどうするのということで、後期高齢者医療広域連合のなかで、後期高齢者

医療広域連合というのが北海道をひとつの団体として、各市町村が加入する。広域事務的なことに

なるかと思うのですけれども、それらは、どういうふうに進んでいくかというのは、資料の６にな

るのですけれども、今実際に設立の準備がなされています。今後のスケジュールは、資料６の裏面

に入っています。これらについては、まだ示されたばかりですので、詳細については通知が全然な

いものですから、情報が得られる状況じゃないのですね。はっきり明快なことが出ていないです。

それで、１番大きく変わるのは、医療制度の７ページのほうにですね、  

（１）平成１８年１０月１日施行の主な改正内容  

①自己負担割合   ２割 → ３割（現役並所得のある方）  

②高額医療費の自己負担限度額の引き上げ  

③療養病院に入院時の食費・居住費の負担額の引き上げ 

＜資料５（平成１８年８月１日町内全戸配付パンフレット）広報と同時配付＞ 

 （２）平成２０年４月１日施行の主な改正内容  

  ①「後期高齢者医療広域連合」を平成１８年度末までに設置  

  ②対象者・医療給付・一部負担金等は、平成１８年１０月１日改正内容と同じ  

③高齢者（被保険者）から保険料徴収  
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④費用負担 

・ 公費負担 約５割（国：都道府県：市町村＝４：１：１）  

・ 後期高齢者支援金 約４割（各保険者）  

・ 高齢者の保険料  １割 

＜資料６：｢後期高齢者医療広域連合｣設立について＞  

国保会計の縮小版というのか、単純に言えば自主財源が出てくるような、高齢者には負担がかか

るようなことにはなろうかと思います。  

○委員長（吉田和子君） 五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君）  保険料の負担の話ですけれども、税という表現なのかどうかは別に

しても、まず１割程度は負担してもらいますよと。負担の仕方もいわゆる公的年金から控除して、

広域連合に納めてもらうという方法になるのかなと思いますけれども、ただ、年金をもらっていな

い方、もらえない方もおられると思うのですよね。その人たちはどうなのかというと、普通徴収と

いうか、要するに天引きするものがないわけですから、市町村が課税して徴収するということにな

るのかなという気がします。そこら辺はどうするのか、あるいは減免とか、軽減だとか、そういう

のは出てくるのかなと思いますけど。  

○委員長（吉田和子君） 家族に収入があったら、家族の所得も関係してくる可能性もある。  

○町民課長（五十嵐則夫君）  そこまでは、ちょっと分からないのです。  

 先ほど言ったように、基本的には今度家族とは別になるよという、７５歳以上になると国保から

離れるよと。例えば、息子さんの社会保険の扶養に入っていても、そっちも切れるよと。今で言う

老保のほうに入りなさいということになっちゃうと。そういう仕分けの仕方になる。  

 あと、負担の関係ですよね、ここに書いてありますが公費で約 5 割ですよ。国：都道府県：市町

村で４：１：１、これを足すと 5 割ではなくなり６になるのだけれども、５／６ですか。そんなこ

とになるのではないかと思います。今老保で持っている、いわゆる一般会計から８．何％くらいも

らっていますよね。割合はそれとたいした変わらないのかなという気はします。  

 下のほうにある後期高齢者支援金、これは各保険者、例えば、うちでいうと国保。国保から老保

に対する拠出金を出していますよね。拠出金という表現ではないけれども、多分同じシステムだと

思うのです。これで約４割まかなうよと言うことになっていますから、社会保険からもくるよ、国

保からもくるよ、というふうになるのではないかと思うのです。この４割が果たして、今国保が出

している金で間に合うのかどうか。率的には多分、そんなに変わらないのかなと思いますけれども、

先ほど話したように、後期高齢者が増えますよね。どんどんどんどん人数が増えます。だから、割

合そのものは変わらないにしても、分母が増えますから金額は上がっていく可能性はあります。  

 今のところ、我々のほうにも、２０年４月の関係はこんな情報しかないのです。  

 スケジュールのほうで、７月に市町村老人担当課長会議というのがあるのですが、まだそれの通

知も何もないので、７月はあと１週間もないですよね。ですから、この辺まだ推しているのではな

いかと思うのです。最後に来て、ぎりぎりみたいな話しでバタバタするのかなという気がしますけ

れども。 
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 説明はとりあえず終わります。  

○委員長（吉田和子君）  一応、国民保険事業と老人保健事業についての説明がありましたけれど

も、説明を聞いたばかりですので、先ほど言いましたように２８日にいろんな質問等を受けたいと

思いますけれども、今忘れないうちに聞いておきたいことがあれば、確認とかがあれば聞いてそれ

で終わりたいと思いますけれども、何かありますか。確認しておきたいこととか。２８日で良いで

すか。根本委員。 

○委員（根本道明君）  ちょっと調べて来て欲しいのですけれども、国民健康保健事業の６ページ

の第三者行為における医療費の件についてなんですけれども、今年度、何件くらいの立て替えがあ

ったか、それからそれの総計金額がどれくらいになっていたのか、それの始末というか、追跡調査

を実施していたと思うが、どれくらいの返納というのは、加害者から戻った金額がどれくらいにな

ったか、その点だけ。  

○委員長（吉田和子君） 今ありましたけれども、データとか資料の要求があれば。  

それでは、２８日に質疑・応答を含めてやりますので、それまでに何か必要なことがありました

ら、前もって言っていただければお願いすることもあるかもしれません。  

ちょっと早いのですけれども、本日の所管事務調査は、以上で終了いたしまして、２８日にまた

お願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。 

 

（午前１１時４５分）  


