
国保運営協議会資料
の主な内容

各委員からのご意見
意見を反映させた
答申内容

別紙
参照
箇所

答申後の国保予算対応等

①

②

賦課
限度
額

・国基準に合わせて、
　医療分賦課限度額を
　５８万円から６１万円
　に引上げ

・これまでどおり国の基準に合わせた方が
よい

・引上げることを了とする ③ ・医療分賦課限度額を
　５８万円から６１万円
　に引上げ

昨年度の審議と答申内容について

保険
料率

・約２.４億円の収支不足

・年度末基金保有額は
　約２５億円

・所得も減少しており、消費税増税もあるこ
とから、据置き。

・引上げは避けるべき。先行きが不透明で
あり、基金の保有額を考えると据置き。

・財政面で問題なければ基金を活用して
据え置き。

・制度の持続性を考え、赤字が出ている以
上は引上げ。

・引上げによる影響を考慮し据置き。やむ
を得ず上げる場合は前回引下げた分程度
の最低限で。

・収支不足は本来、保険料で賄
うべきで、制度の持続性や財政
運営を考えると引上げる状況。
　しかし、加入者の所得状況や、
平成31年10月の消費税増税等
の社会情勢を考慮する必要があ
る。
　このため、基金を活用して据置
く方向での検討が望ましい。

【以下、付帯意見】

・保険料を引上げる場合は、加
入者負担を配慮し、平成３０年
度の引下げ分を超えないよう、最
小限とする。

・国保制度の持続性や社会情勢
を踏まえ、基金の堅実な活用に
努めること。

・料率は据え置き

・令和元年度当初予算で
　基金約２．４億円の取崩し
　を計上
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 新潟市国民健康保険料率の検討について（昨年度 答申書）

１ はじめに

 新潟市国民健康保険運営協議会は、平成３０年１２月２０日に市長

から諮問を受けた新潟市国民健康保険料率の検討について、３回の会

議を開催し、慎重な審議を行った。

２ 審議結果

（１）適正な国民健康保険料率のあり方について

 国の制度改革が実施され、本年度は新しい財政の仕組みのもと、公

費の拡充が図られたことなどにより、保険料率の引き下げを行うこ

とができたものと認識している。

県へ納める納付金は、毎年度算定されるものであり、２０１９年度

においては、納付金が大幅に増額されたことから、新潟市の国民健康

保険事業会計は、約２億４千万円の収支不足が見込まれている。

収支不足については、本来、保険料で賄うべきものであり、制度の

持続性や今後の財政運営を考慮すると、若干の保険料率改定も

やむを得ない状況である。

しかしながら、新制度が施行されて間もないことや、加入者の所得

状況及び本年１０月に予定されている消費税率の引き上げ等の社会

情勢を考慮し、国民健康保険事業財政調整基金の活用により、保険料

率は据え置く方向で検討することが望ましいと考える。

今後も引き続き、保険料収納率の向上等による歳入の確保や、健康

寿命延伸に向けた加入者の健康づくりに努め、国民健康保険事業の

安定的な運営を行うため、保険者としての一層の取組みを望む。

（２）保険料賦課限度額について

 国の改正と同様に、医療分の保険料賦課限度額を５８万円から

６１万円に引き上げることを了とする。

①

③



３ 附帯意見

 なお、附帯意見として以下を添える。

〇 やむを得ず保険料率の改定が必要となる場合は、加入者の負担

に十分配慮し、本年度の引き下げ分を超えることのないよう、可

能な限り最小限の引き上げとすること。

〇 国民健康保険制度の持続性や今後の社会情勢等を踏まえ、国民

健康保険事業財政調整基金の堅実な活用に努めること。

②



（１）令和２年度　本市の納付金額 
（単位：千円）

・仮算定時の納付金額と比べ、本算定における納付金額は約１．５億円減少した。

〇　仮算定から本算定への変動要因

・　県が県全体の保険給付費を再推計した
・　診療報酬改定がマイナス改定となった
・　国から県に入る公費の額が見直された

（２）納付金額の前年度比較 　※本算定比較
（単位：千円）

・令和元年度の納付金額と比べ、約５．５億円減少した。

（１）令和２年度 収支見込み
（単位：千円） 【参考】

○　仮算定に基づく収支見込から、全体で約１．５億円収支が変動した。

○　令和２年度の収支は全体で約２．３億円の赤字となる見込み（令和元年度並み）。

1

２　本算定に基づく国民健康保険事業会計の収支見込み

仮算定 本算定 増減

73,462,281 75,147,523 1,685,242

73,842,051

※現行保険料率、H30実績収納率、R2国基準賦課限度額より算出

△ 379,770

75,381,176

△ 233,653 146,117

1,539,125

※Ｒ１収支不足は基
金取崩対応

19,502,510 18,957,304 △ 545,206

Ｒ１年度

納付金額

令和２年度 国民健康保険料率の検討について

　１　国民健康保険事業費納付金の本算定

仮算定 本算定 増減

納付金額 19,104,940 18,957,304 △ 147,636

Ｒ２年度 増減

歳入

歳出

収支

Ｒ１年度
当初予算

73,252,154

73,490,628

△ 238,474

資料２



（１）料率検討のパターン

（２）検討の視点

①　収支状況
・令和２年度収支は約２．３億円の赤字が見込まれる。

②　国民健康保険の加入者（被保険者）状況
・被保険者数が減少している（人口減少や被用者保険への移行等）。
・一人当たりの所得が減少している。
・約８０％の世帯が、所得２００万円以下となっている。
・一人当たりの医療給付費が増加している。

③　収支均衡への対処

ア）　基金の繰入れ

・令和元年度は約５億円の積立てにより、基金保有額は約３０億円に増加する見込み。

＜参考＞

・収支不足約２．３億円を保険料引上げで対応する場合、
　１世帯当たり、年額159,776円　→　165,049円（5,273円引上げ）となる見込み。

※ 全世帯　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：　　約１，７００円引上げ

＋ ４０～６４歳の被保険者のいる世帯 　：＋ 約３，６００円引上げ

※ 世帯員の構成や所得により、保険料引き上げ額は変わる。

2

引上げ ・収支不足が解消する ・被保険者の負担が増加する

引下げ ・被保険者の負担が減少する
・収支不足が拡大する
・安定的な国保財政の運営が難しくなる

・７０～７４歳では、本人負担３割（保険者負担７割）が、本人負担２割（保険者負担８割）に
　変わる。対象となる被保険者数は、令和７年度まで増加し、保険者の負担が増加する。

３　令和２年度国民健康保険料率の検討

イ）　保険料率の引き上げ

メリット デメリット

新潟市国民健康保険事業財政調整基金条例　抜粋

第6条（処分）
　基金は，国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の不足等国民健康保険事業
  の財政運営に支障を生ずる場合に限り，その全部又は一部を処分することができる。

据置き ・被保険者の負担感に配慮できる ・収支不足が残る

・現時点では、令和７年度まで保険者の負担増に対応するために、毎年度約４億円
　の取崩しが可能と試算している。さらに、急な保険料の収納不足にも対応できる見込み。



（１）令和２年度　本市の納付金額 【詳細】
（単位：千円）

（２）令和２年度 収支見込み　【詳細】
（単位：千円）

（３）過去の料率改定

（４）現行の保険料率等

（単位：円）

【参考資料】
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均等割 17,700 7,200 14,100

3.1% 2.5%所得割 7.6%

納付金額 12,937,616 4,469,013 1,550,675 18,957,304

医療分 支援分 介護分 合　計

歳出 69,353,907 4,474,990 1,552,279 75,381,176

歳入 69,120,817 4,598,945 1,427,761 75,147,523

据置き

医療分 支援分 介護分

見直し結果 引上げ 据置き 据置き 引下げ

平等割 22,200 9,000 －

１世帯当たり年間保険料
（R1確定賦課時）

159,776

賦課限度額 610,000 190,000 170,000

医療分 支援分 介護分 合　計

△ 233,653

年度 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１

収支 △ 233,090 123,955 △ 124,518



（５）本市の加入者状況

加入者世帯の約80％が所得２００万円以下となっている。

（６）国民健康保険事業財政調整基金の活用（推計）

（７）今後の国民健康保険の動向

・令和３年度税制改正により、国保料減収が見込まれる。（改正方法は国が検討中）

・被用者保険制度拡大に伴い、国保加入者の減少が見込まれる。

・社会保障全般にわたる持続可能な改革を政府が検討（全世代型社会保障検討会議）
→　国民健康保険制度を含めた医療保険制度改革も一体的に検討される。

【参考資料】
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被保険者数及び一人当たり所得は減少しているが、一人当たり医療給付費は増加している。

団塊の世代が後期高齢者医療制度へ移行

（年度）

取崩目安額　

積立　

基金残高　 （年度末時点）

※取崩目安額は，今後の納付金額の変動や国保の収支状況により変わる。基金積立金（決算剰余金）は考慮しない。

△4億

＋7.4億

25.5億 30.5億 28億 24億 20億 16億 12億 8億

△2.4億 △2.3億 △4億 △4億 △4億 △4億

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

※33万円控除後



（８）国民健康保険制度の仕組み（納付金・交付金の流れ）

①　県が県全体の保険給付費を見込み、 各市町村の納付金を決定
②　本市はその納付金を賄うため保険料率を設定する。

※　県による納付金算定イメージ（上記①）

・県が保険給付費（医療費等）の支払い総額から公費（国からの交付金等）を差し引いて、
   必要な納付金総額を決め、市町村に納付金を割り当てる。

【参考資料】
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Ｄ町　納付金

Ｅ村　納付金

（支出） （収入）

県全体の
保険給付費
（医療費等）

公費
（国からの交付金等）

Ａ市　納付金

Ｂ市　納付金

県で必要な
納付金総額

Ｃ市　納付金

各市町村の被保険者数
や所得総額等から按分
し、納付金を算出



◎賦課限度額＝１年間に負担する国民健康保険料の上限額

　　被保険者の納付意欲に与える影響や制度の円滑な運営を確保する観点から，被保険者

　の保険料負担に一定の限度を設けることとしている。

○　被用者保険におけるルールとのバランスを考慮し，当面は賦課限度額の超過世帯割合が

　　　1.5％に近づくように段階的に引き上げる。

○　高齢化の進展等による医療給付費等の増加が見込まれる中で，保険料負担の公平を

　 　図る観点から，医療分を2万円，介護分を1万円引き上げる。

○　賦課限度額を引き上げることにより，高所得層により多くの負担を求めることになるが，

　   中間所得層に配慮した保険料率の設定が可能となる。

○　令和２年度については，税制改正大綱に記載されているが，国民健康保険法施行令の

　　 改正により確定となる。

本市は国の基準に併せて，賦課限度額を同額に引き上げてきた。

＜他都市の状況＞

・県内市町村（30市町村）は，すべて国基準どおりとしている。

・政令市では17市が国基準どおりとし，3市が翌年に国基準どおりとしている。

63万円

　３　改定の経緯

　２　国の方向性

賦課限度額の改定について

　１　賦課限度額とは

改定日
賦課限度額

医療分 支援分 介護分

10万円
H23年度

51万円
14万円H24年度

14万円H25年度

H26年度 16万円

H22年度 50万円 13万円

19万円 17万円
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H27年度 52万円 17万円

16万円

H28年度
54万円

19万円
H29年度

H30年度 58万円

R01年度 61万円

R02年度（案）



（１）賦課限度額改定による影響のイメージ図（医療分）

低 高 ・・・保険料

※賦課限度額を引き上げた場合　→　高所得層の負担 が増加する

（２）令和２年度の影響額等見込み

（３）賦課限度額改定により影響を受ける世帯（年間所得）

＜医療分＞　改定前の金額以上の世帯で最大２万円増額となる。

約740万円

約786万円

（給与収入：約980万円） （給与収入：約1,006万円）

単身世帯
（１人）

約783万円 約810万円

（給与収入：約1,000万円） （給与収入：約1,030万円）

（給与収入：約930万円） （給与収入：約950万円）

7

　【参考資料】

約3,000万円　 約1,300世帯　影響のある世帯数影響額

夫婦+子２人
（４人）

世帯構成
賦課限度額に到達する年間所得（世帯所得）

改定前 改定後

夫婦
（２人）

約760万円

約713万円

応能分

（所得割）

（
保
険
料
額
）

（年間所得額）

の金額分，保険料収入が増える

応益分

（均等割・平等割）

…上限額 医療分61万円

…上限額 医療分63万円



新潟市国民健康保険料率の検討について

１ はじめに

 新潟市国民健康保険運営協議会は、令和元年１２月１９日に市長か

ら諮問を受けた新潟市国民健康保険料率等の検討について、２回の会

議を開催し、慎重な審議を行った。

２ 審議結果

（１）適正な国民健康保険料率のあり方について

 本市の国民健康保険事業会計は、令和２年度における納付金が前

年度に比べ減少した一方、加入者の減少等から、約２億３千万円の収

支不足が見込まれている。

収支不足については、本来、保険料で賄うべきものであるが、加入

者の所得状況や、昨年実施された消費税引上げ等の社会情勢を考慮

し、昨年度同様、国民健康保険事業財政調整基金の活用により、保険

料率は据え置く方向で検討することが望ましいと考える。

今後も引き続き、保険料収納率の向上等による歳入の確保に努め

るとともに、当該基金の堅実な活用を行うなど、国民健康保険事業の

安定的な運営を行うための一層の取組みを望む。

（２）保険料賦課限度額について

 国の改正と同様に、医療分の保険料賦課限度額を６１万円から

６３万円に、介護納付金分の保険料賦課限度額を１６万円から１７

万円に引き上げることを了とする。

答申書（案）


