
令和２年度 第１回 岡崎市国民健康保険運営協議会議事録

１ 日 時 令和２年７月６日(月) 13 時 30 分～14 時 25 分

２ 場 所 岡崎市役所福祉会館６階 大ホール

３ 出席者

 ⑴ 委員 

ア 被保険者代表

加藤信子 小木曽邦久 佐野章子 川喜田美栄子

イ 保険医・薬剤師代表

小出信澄 若山英雄 田中浩之 高村俊史 小林靖和

ウ 公益代表

新免悠香 杉山智騎 中根武彦 井手瀬絹子 柴田敏光

エ 被用者保険等保険者代表

齋藤隆夫 寺岡庄三

※ 定員の過半数以上出席のため、会議成立

 ⑵ 理事者及び事務局 

岡崎市長 内田康宏

福祉部長 中川英樹

国保年金課長 堤谷文雄

国保年金課副課長 酒井啓滋

主任主査 高木恵美 鈴木幸宏 望月千津子 荒木宏治

永井延之

主査 渡部幸子

４ 会議傍聴者

0 名

５ 議事内容

（事務局）

本日は、お忙しい中 御出席を賜わり、誠にありがとうございます。

少し早いですが出席予定の委員がそろいましたので、ただ今から会議を始めさ

せていただきます。

始めに、内田市長より御挨拶を申しあげます。

（市長）



皆様、こんにちは。市長の内田であります。

本日は、お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

皆様方におかれましては、日頃から、本市の福祉行政に対しまして、格別の

ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

国民健康保険につきましては、都道府県が財政運営の主体となり、今年で３

年目となります。

また、今年は「愛知県国民健康保険運営方針」の見直しの年でもあります。

県の動向を注視しつつ、今後も、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、

確実に事業を推進してまいります。

さて、本日の議題は、県から示されました国民健康保険事業費納付金を基礎

とした算定方法を用いた保険料率についてであります。

また、新型コロナウイルス感染症への対応として、感染拡大防止や市民・事

業者の皆様への支援に取り組んでいるところですが、感染症の影響により、収

入が減少してしまった国保加入世帯への対応状況についても、併せて報告いた

します。

本市においても、できる限りの対策を講じ、万全の体制で臨んでまいります。

ただ今岡崎市としましては国の補助も含め 450憶円の財政支出を精一杯やって

いるところでございます。

最後になりますが、委員の皆様におかれましては、慎重にご審議いただき、

ご意見を賜わりますよう、お願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございました。

（事務局）

ありがとうございました。恐縮でございますが、市長はこの後 他の予定がご

ざいますので、ここで退席させていただきます。

≪市長退席≫

ここで、事務局の体制といたしまして、４月１日付人事異動により、福祉部

長として中川が就任いたしました。よろしくお願いします。

≪部長挨拶≫

４月１日より部長になりました中川でございます。よろしくお願いいたしま

す。

（事務局）

それでは、会議に入ります。

「会議の議長は、会長をもってあてる」という岡崎市国民健康保険運営協議会

規程第４条により、議長を柴田会長にお願いいたします。

（議長）

それでは、ただいまから議長を務めさせていただきますので、よろしく御協



力をお願いいたします。議事に入ります前に、本日の会議に欠席の連絡があり

ました委員の報告をいたします。欠席の委員は、平川委員です。岡崎市国民健

康保険規則第３条第１項による定足数に達していますので、会議は成立します。

では、ただいまから「令和２年度 第１回岡崎市国民健康保険運営協議会」を

開催いたします。本会議の議事録署名者の選出でございますが、前例により私

から指名させていただいてよろしいでしょうか。

≪各委員異議なしの声≫

御異議ないようですので、議事録署名者は 中根委員と加藤委員にお願いい

たします。

それでは、議題１の「令和２年度岡崎市国民健康保険料について」です。事

務局から 説明をお願いします。

（事務局）

それでは、令和２年度の保険料率について御説明いたしますので、資料１ペ

ージをお願いします。

まず、１として国民健康保険料の賦課額の構成でございます。

保険料の構成は３本立てとなっております。

①として被保険者の医療分であります「基礎賦課額」、これは国保加入者が医

療機関等を受診したときの医療費等の保険給付の支払いに充てる部分です。②

として 75 歳以上が対象者となります後期高齢者医療を支援するための「後期

高齢者支援金等賦課額」、これは後期高齢者医療制度の医療費等の保険給付費

の一部を現役世代で支援するものです。③としまして 40 歳から 64 歳の方に係

る介護保険料であります「介護納付金賦課額」、これは介護保険制度を支えるた

めに各保険者が、介護２号保険者数に応じて負担する部分です。

国民健康保険料の計算方法については、保険料は、所得割、均等割、平等割

の３方式で計算するようになっており、保険料の内容構成別に、医療分、後期

分、介護分の保険料を算定して合算することで、世帯保険料が決定されます。

２ページ以降に記載がありますが、割合、賦課割合と申しますが、この割合に

ついては、それぞれ、所得割 52％、均等割 29％、平等割 19％となっています。

次に、今年度の保険料の変更点について説明させていただきます。資料の 10

ページをお願いします。

今年度の保険料につきましては、令和２年３月の条例改正によりまして、国

民健康保険料のうち、医療分基礎賦課額の賦課限度額を 61 万円から 63 万円に

引き上げています。後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額は 19 万円のまま

据え置き、介護納付金賦課額の賦課限度額は 16 万円から 17 万円に引き上げで

す。

また、低所得者に係る保険料の軽減措置の拡大として、２割軽減の対象とな



る所得基準額が「33 万円＋51 万円×被保険者数」から「33 万円＋52 万円×被保

険者数」に、５割軽減の対象となる所得基準額が「33 万円＋28 万円×被保険者

数」から「33 万円＋28 万５千円×被保険者数」に引き上げとなりました。以上が

令和２年度の変更点でございます。

ページをお戻りいただき、1 ページをお願いいたします。

次に、保険料の必要額となる賦課総額及び保険料率を定めるものです。

２、医療分の基礎賦課額の料率を求めるために、条例第９条に規定します、一

般被保険者に係る保険料として必要とする額である、基礎賦課総額を「60 億 477

万６千円」とします。

また、この基礎賦課総額から導き出されます、条例第 12 条に規定する、一般被

保険者に係る基礎賦課額の保険料率につきまして、所得割を 0.058、被保険者均

等割を 24,190 円、世帯別平等割を 26,530 円とします。

保険料の最高限度額、63 万円は前年より２万円増額でございます。

続いて３、後期高齢者支援金等賦課額の料率を求めるために、条例第 18 条に規

定します、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額を「21億 6,076万円」

とします。

また、この賦課総額から導き出されます、条例第 21 条に規定する、一般被保険

者に係る後期高齢者支援金等賦課額の料率につきまして、所得割を 0.0216、被保

険者均等割を 8,700 円、世帯別平等割を 9,540 円とします。

保険料の最高限度額、19 万円は前年と同額でございます。

同様に４、介護納付金賦課額の料率を求めるために、条例第 27 条に規定します

介護納付金賦課総額を「７億 2,228 万９千円」とします。

また、この賦課総額から導き出されます、条例第 30 条に規定する、介護納付金

賦課額の料率につきまして、所得割を 0.0196、被保険者均等割を 9,600 円、世帯

別平等割を 7,420 円とします。

保険料の最高限度額、17 万円は前年より１万円増額でございます。

条例の規定によりまして算出しました、令和２年度の保険料率は以上のとおり

でございます。各賦課総額に関する詳細は次ページ以降で御説明いたします。

資料の２ページへお進みください。

医療分の保険料について、御説明いたします。

５－１は一般被保険者に係る医療分の基礎賦課総額の算出です。

基礎賦課総額は、県から示される国保事業費納付金、特定健診等の保健事業費、

出産育児一時金の３分の１及び葬祭費の４つの合計を支出見込額として算出しま

す。更に 25 年度より実施している独自軽減の経費を加算し、県の補助金等の収入

見込額を減算して決定されます。

その結果、基礎賦課総額を 60 億 477 万６千円とし、前年度の 61 億 7,796 万５



千円より、１億 7,318 万９千円、率にして約 2.8％の減となりました。

実際の保険料ではございませんが、参考としてそれぞれの所得や軽減が加味さ

れていない単純計算での１世帯当たりと、１被保険者当たりでの保険料を計算し

ています。基礎賦課総額が昨年度より減額となりましたので下がっております。

５－２を御覧ください。

ここでは、条例に定められた賦課割合で、基礎賦課総額から、各賦課区分へ賦

課額の配分を行っています。所得割とは前年中の所得金額に応じて負担する金額、

均等割とは世帯あたりの国保加入者の人数に応じて均等に負担する金額、平等割

とは国保に加入する全世帯が平等に負担する金額です。

これらの結果から、５－３では保険料の料率が表のとおり算出されております。

所得割の料率は、５－２で算出された所得割の賦課総額を被保険者の旧ただし

書所得の総額で按分することで計算されます。

また、被保険者均等割の賦課総額を、被保険者数で按分することで、被保険者

均等割を、世帯別平等割は、世帯別平等割の賦課総額を世帯数で按分して算出し

ております。

３ページを御覧ください。

後期分でございます

６－１は一般被保険者に係る後期分の、後期高齢者支援金等賦課総額の算出で

す。後期高齢者支援金等賦課総額は、県から示される国保事業費納付金を支出見

込額とし、25 年度より実施している独自軽減の経費を加算し、保険基盤安定保険

者支援分繰入金の収入見込額を減算して決定されます。

本年度は、21 億 6,076 万円で、前年度の 23 億 377 万６千円より、１億 4,301

万６千円、率にして約 6.2％の減となりました。

平均保険料は、後期高齢者支援金等賦課総額が減額となり前年度より下がって

おります。

６－２の賦課総額の配分と、６－３の料率につきましては、医療分と同様の方

式で算出しております。

次に、４ページを御覧ください。

介護分の保険料でございます。

７－１は、介護納付金賦課総額の算出です。介護納付金賦課総額は、後期高齢

者支援金等賦課総額と同様に決定されます。

本年度は、７億 2,228 万９千円で、前年度の６億 72,50 万１千円より、4,978 万

８千円、率にして約 7.4％の増となりました。

平均保険料は、介護納付金賦課総額が増額となっていますので、前年度よりも

増額となっております。

７－２の賦課総額の配分と、７－３の料率につきましては、医療分と同様の方



式でございます。

５ページを御覧ください。

料率をまとめた比較表でございます。網掛け部分が、前ページまでで説明しま

した、本年度の保険料で使用します料率です。白抜きの「R 元」とある部分は、昨

年度の料率です。全ての世帯に御負担いただく、医療分と後期分を合計した料率

を中段黒枠部分に表示しました。

続きまして、６ページを御覧ください。

「医療分と後期分を合算した、モデル世帯での保険料」です。上の表が２人世帯、

下の表が４人世帯での、保険料を試算しています。

表の中では所得金額に応じ、（Ａ）が昨年度の保険料、（Ｂ）が本年度の算定保

険料となります。昨年度と比較しまして、医療分、後期分の保険料率が減となっ

ておりますので、全体に保険料の総支払額は下がっております。さらに、２割軽

減と５割軽減の該当所得が拡大されておりますので、ここに該当される方は大幅

に下がります。

７ページを御覧ください。

この表は医療分と後期分に介護分を合算した保険料を試算しています。介護分

の賦課総額が増加となりましたので、総支払額は概ね上がります。ただし、２割

軽減と５割軽減の該当所得が拡大されておりますので、ここに該当される方は下

がります。

今回御審議いただきますこの料率で、令和２年度納入通知書を、７月 15 日

（水）に発送する予定をしております。

１年度分を８回に分け、７月から来年２月まででお支払いいただくことになっ

ております。

説明は、以上でございます。

（議長）

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問はありますか。

（委員）

前回の運営協議会での予算説明では、医療分に基金１億円の繰入をして全体

保険料の上昇を前年度比の 103.5％に抑えるという説明であった思います。基

金繰入額は予算の通りの繰入額であったのか、また全体の平均保険料の上昇率

についてどうなったかお聞かせください。

（事務局）

財政調整基金投入額は当初予算通り１億円としました。その結果単純計算で

1 人あたりの保険料は前年度対比 101.5％程度の上昇となりました。前回の運

営協議会にてお示ししました予算時である試算では基金を１億円投入した場

合で 103.5％程度の伸びと説明しております。また、今回基金投入しなかった



場合の試算は 102.5％程度の上昇となる見込みでした。

（委員）

基金投入が無い場合だと保険料上昇率は 102.5%ということでした。以前上昇

率を何％で収めたいか聞いたところ２％から４％で収めるように基金を繰入

れしているということでした。今回基金投入前でも２％から４％範囲内であっ

たにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響を加味し予算どおりの基

金を繰入したことで保険料の伸びを抑えた事は評価し感謝します。しかしなが

ら新型コロナウイルス感染症といういわゆる災害のなかでは保険料引き下げ、

せめて維持をしていくことをいつも以上に求めるところです。下がるところも

あるが介護分も合わせ全体平均したときに上がるということで本議題に賛成

はできません。

そもそも高すぎる国民健康保険料が生活を苦しめるだけでは無く、構造的な

危機となって国民皆保険制度の根幹をゆるがしていると考えます。全国知事会

が１兆円の公費負担増で保険料を引き下げることの要望もあることから、保険

料そのものの引き下げを国に求めていただきたいです。

特別会計だけでは限界があり、前回の協議会で倉敷市が一般会計からの法定

外繰入により６年間保険料を据え置いている事例を紹介しました。そうしたこ

とも視野にいれて検討していただきたいです。

（議長）

他に、質問はありませんか。質問はないようですので、意見がある方は発言

をお願いします。

他に意見がなければ、採決をとります。御承認の方は、挙手をお願いいたし

ます。

≪挙手多数≫

ありがとうございました。

挙手多数 、議題１の「令和２年度 岡崎市国民健康保険料について」は、「原

案のとおり承認する」ことといたします。

次に報告案件「新型コロナウイルス感染症への対応について」です。

事務局より報告お願いします。

（事務局）

それでは、新型コロナウイルス感染症への対応について御説明いたします。

資料11ページをご覧ください。

はじめに１保険料の減免についてですが、概要として当該減免は、現行制度

に加え新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に係る保険料の減免制

度を、国民健康保険条例に基づき要綱を制定し納入通知書の発送に先駆け、７

月１日より受付を開始しております。



減免基準として、新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者

原則世帯主が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯については全額を免除します。

また、感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が３割

以上見込まれる等の条件を満たす世帯については、前年の合計所得金額により

段階的に減免割合を設定しています。

対象保険料は、原則、令和２年２月１日から令和３年３月31日までの間に普

通徴収の納期限が設定されている保険料となります。

また、保険料の減免に要する費用については、国からの財政支援の対象とな

っています。

なお、市民への周知方法については、６月１日号の市政だよりには（新型コ

ロナウイルス感染症支援策特集）にて制度を準備している旨の内容を掲載し、

７月１日号の市政だより及び市ホームページへは本日の資料と同様の内容を

掲載しております。また、７月15日発送予定の納入通知書にも概要を載せたチ

ラシを同封する予定です。

次に資料12ページをご覧ください。

２保険料の徴収猶予についてですが概要として当該徴収猶予は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった世帯に係る保険料の

徴収猶予を、国民健康保険条例に基づき要綱を制定し、５月31日より運用を開

始し、受付も開始しております。

徴収猶予の基準として、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付義務

者の事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少し、且つ、一時に

納付を行うことが困難である場合に、納付することができないと認められる金

額を限度に、６ヶ月以内の期間に限って、延滞金がかからず、徴収を猶予する

ものです。

対象保険料は、令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限が到来

する保険料となります。

なお、市民への周知方法については、６月１日号の市政だより（新型コロナ

ウイルス感染症支援策特集）にて制度を準備している旨の内容を掲載し、７月

１日号の市政だより及び市ホームページへは本日の資料と同様の内容を掲載

しております。また、督促状等にも概要を載せたチラシを同封しています。

続きまして、３傷病手当金についてですが、概要としては、令和２年３月 10

日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した緊急対応策第２弾に、

被用者に傷病手当金を支給する内容が盛り込まれたことから、支給することに

より休みやすい環境を整備し、感染拡大を防止しようとするものです。

支給基準としては、資料のとおりとなりますが、傷病手当金を受けられる方

は勤務先から休業手当や補償を受けていないこと。ただし、勤務先から受けた



手当等が傷病手当金を下回っている場合は差額を支給することができます。ま

た、帰国者接触者外来を受診しなかった場合は、事業主が休業を証明すること、

及び直近の継続した３ヵ月間の給与収入についても事業主に証明していただ

くことになります。

支給額は、直近の継続した３ヵ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した

金額×2/3×日数で計算されます。

対象期間として、本制度は５月の市議会臨時会にて可決されましたので、令

和２年１月１日まで遡及し、同年９月30日まで受付しております。

なお、市民への周知方法については、６月１日号の市政だより（新型コロナ

ウイルス感染症支援策特集）及び市ホームページへ同様の内容を掲載し、周知

を図っております。

国からの財政支援につきましては、特例的に特別調整交付金として財政支援

の対象となっております。

説明は、以上でございます。

（議長）

説明は終わりました。ただいまの説明について、御質問はありますか。

（委員）

新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免ですが、７月１日から受け付

けを開始し今日まで数日ですが何件くらい申請がありましたか、また減免の割

合で何件くらいになるのかお聞かせください。

（事務局）

７月１日からの３日間の受付件数で４件の申請がありました。

減免割合の内容は審査段階ですので見込みの数字となりますが、10 割減免の

対象が２件、８割減免の対象が１件、６割減免の対象が１件となっています。

減免額は、納入通知書の発送前ですので現段階では未定となります。

（委員）

新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予について６カ月以内は延滞金無

しということですが、この６カ月超えて納付が出来ない場合はどのような対応

となりますか。また新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当について支給事

例はあるかお聞かせください。

（事務局）

徴収猶予について６カ月を超えても支払困難な場合の対応ですが、その時点

での収支等をお伺いし、納付資力など確認しながら可能な範囲内で分納をして

いただくなど、一時的な負担の軽減に努めてまいります。また、国や各自治体

の動向を注視して必要に応じて対応を検討して参ります。

傷病手金については、本日までに支給申請はございません。問合せにおいて



も、新型コロナウイルス感染症に関係なく、傷病手当がどういうものかといっ

た問い合わせは数件程度ありました。岡崎市においては４月 11 日以降に新規

の陽性患者も出ていないことから、申請対象となっている方の申請漏れなどな

いのではないかと考えています。

（委員）

健康保険組合を代表して出ております。我々も同じように減免だとか猶予だ

とか行っている中で、判断に迷うのが「新型コロナウイルス感染症の影響によ

り」の判断基準です。「新型コロナウイルス感染症の影響により」の判断基準、

たとえば新型コロナウイルス感染症により景気が全般的に落ちていること、そ

れをもって影響があるとみなすのかお聞かせください。

（事務局）

新型コロナウイルス感染症の影響についての考え方としては、「新型コロナ

ウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合」を除いては本人の自己申

告になりますが、「影響であるだろう」ということで受けざるを得ないと考えて

います。

（委員）

それでは、景気全体が落ちていてそのために売り上げ全体が落ちた場合も認

めるという理解でいいでしょうか。

（事務局）

そうした取扱いになります。

（委員）

傷病手当金については対象者が被用者となっており、国の基準に合わせてい

ると思いますが、県内では東海市が事業主まで対象を広げています。全国では

岐阜県飛騨市、埼玉県朝霞、鳥取県岩美町が自治体独自で被用者だけでなく上

乗せを行っているようです。東海市は事業主と農業者数の該当者数を出してそ

の１％が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける想定し 22 人分の予算計上

をしているとのことです。独自の上乗せ分については一般会計からの繰入で行

われるということのようですが、岡崎市において減免、傷病手当について国の

基準以上の自治体独自の上乗せをする考えはあるかお聞かせください。

（事務局）

県内で独自の上乗せをしている市町村があるという情報はありましたが、ど

この市町村かまでは承知はしていませんでした。

減免、傷病手当については、対象者や支給金額が国財政支援基準を超えて支

援することは可能とされておりますが、基準を超える部分は国による財政支援

の対象とならず保険者負担、一般会計の負担となるとされており、本市におい

ては国の基準に基づいた範囲の支援までと考えています。



今回の新型コロナウイルス感染症対応の対象拡大等については、国の責任に

おいて対応するべきものであるとの考えから、繰り返しにはなりますが本市単

独での対応は今のところ考えておりません。

（委員）

考え方はわかりました。

国保加入者の中での被用者は限られた方だと考えています。国保の傷病手当

がなかなか突破口を開けずにいた中、今回新型コロナウイルス感染症で傷病手

当が支給されることになったのは前進であると考えていますが、国保加入者の

中には個人事業主が多く、そこをなんとか対応していただくよう是非がんばっ

ていただきたいです。意見として申し上げます。

（議長）

他に質問はありますでしょうか。

（委員）

これは国からの指導でしょうか。岡崎市独自のものでしょうか。

（事務局）

国の基準、財政支援の範囲内で行っております。

（委員）

新型コロナウイルス感染症の影響で所得が下がったとの証明は誰にもでき

なく、新型コロナウイルス感染症でなくても所得が下がった人に保険料を支払

う事は酷な話なので新型コロナウイルス感染症でなくても減免はすべきだと

考えますが国の方針なので仕方ないと思います。

世帯内の主たる収入者ですが、昔のように父親のみが働いているという時代

ではなく、たとえば、共働きで両方の収入が下がることもあると考えられます。

父親が公務員、母親がパートで母親の収入が減る場合等の世帯にとっては問題

が解消されないと思います。

傷病手当について、新型コロナウイルス感染症の証明が出せない状況であり、

厚生労働省は熱が出たら家にいなさいと指示を出している状況でどのような

人に支払がされるのかお聞かせください。

（事務局）

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金については感染した、もしく

は感染の疑いがある方が対象となります。もちろん接触者外来にかかられた方

で症状がある方も対象の範囲ですが、高熱等で休まれた方についても対象とな

ります。高熱等の症状で休まれた方については事業主より熱が出て仕事を相当

期間休んでいたという証明を提出していただくことになります。

（委員）

熱が出て５日休んだ場合、インフルエンザであったとしても検査してなけれ



ば新型コロナウイルス感染症疑いとみなすことでいいでしょうか。

（事務局）

インフルエンザの可能性はあったとしても、新型コロナウイルス感染症の疑

いである発熱等により相当期間休み、事業主が証明したものは傷病手当金の対

象となります。

（委員）

今は「熱がある人は隔離する」というのが厚生労働省の指導であるためイン

フルエンザの検査はできない状況です。この状況で熱が出て４日会社を休み、

雇用主が証明すれば手当は出るのでしょうか。

（事務局）

雇用主の証明があれば対象となります。

（委員）

本当にそれでいいのでしょうか。

（事務局）

国は新型コロナウイルス感染症の疑いのある方も対象となるとしています。

（委員）

新型コロナウイルスに感染しているかどうかはだれにもわからないと考え

ますが、ＰＣＲ陽性の証明は要らないとの理解でいいでしょうか。

（事務局）

要りません。

（委員）

熱があって仕事を休んだ場合、証明があれば対象となることでいいでしょう

か。

（事務局）

対象となります。

（委員）

すごい数になると思います。私たちはそのようにアナウンスしていきます。

（事務局）

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合も対象となる運用になっていま

す。発熱した場合などは新型コロナウイルス感染症が疑われるので対象となり

ます。その他、新型コロナウイルス感染症の疑いがない症状は対象となりませ

ん。国の示すＱ＆Ａにもそのように示されています。

（委員）

ＰＣＲ検査で陽性の場合は対象でしょうか。

（事務局）

新型コロナウイルス感染症の疑いではなく確定しているので当然対象とな



りますが、ただし３日間の待機期間を超えて４日目以降給与の支給がない場合

や基準額以下の場合など条件はあります。

（委員）

ＰＣＲ検査で陽性であればいいが、疑いはだれもわかりません。何をもって

疑いというのでしょうか。

（事務局）

主に発熱、倦怠感、味覚障害などが考えられます。

（委員）

現時点でＰＣＲ検査を受けることはこの地域ではハードルが高く、そういっ

た状況の中で発熱があった場合は新型コロナウイルス感染症を疑って対処し

ています。この先インフルエンザの流行時期と重なった場合でも、感染のリス

クを考えるとインフルエンザの検査もしにくく、この状況のなかで発熱患者は

新型コロナウイルス感染症を念頭において対処することになるので、ものすご

い数が傷病手当に該当となると思います。インフルエンザであったとしても解

熱後数日は休まないといけないとなった時に初めの段階では新型コロナウイ

ルス感染症疑いで対処していた訳で、前に質問した委員は市としてどの辺まで

の対象とするつもりがあるのかを聞きたかったと理解しています。医療機関と

しては発熱患者を新型コロナウイルス感染症の疑いで対応する訳であり、我々

の医療機関が疑いと考えればそれでよいのでしょうか。

（事務局）

インフルエンザの検査も思うようにできないということは承知していると

ころです。国の考え方の趣旨としては、新型コロナウイルスの疑いがある方が

休みやすい環境を整えることにより感染の拡大を防止するというものであり

ますので、疑いがあれば対象範囲であり支給せざるを得ないと考えます。件数

が多くなる可能性はあるが、件数が多くなることだけで対象を否定することは

できないと考えています。

（委員）

であれば皆さん大変ですが是非受けていただければと思います。

（議長）

他に質問はありますでしょうか。

質問はないので議題は全て終了しました。

（委員）

議長に質問しますが、事務局が議案として提示したもの以外で私が提案した

い内容があった場合、議案対象となりますか。

（事務局）

今回の議題については以上ですが、審議の対象ではありませんがここからは



御提案を意見としていただき協議会の中で揉んでもらうことは可能です。

（委員）

前回がん検診の一部有料化の話をし、がんの早期発見の必要性を議論したと

思います。保健所の所管であるため国保年金課には関係ないことは承知してい

ますが、医療費にも関わってくることなので保健所と議論すべきだと提案し賛

同を得たと理解していますが、それ以降何の話もなく、議事録への記載も全く

ありませんでした。議論に値しないということでしょうか。

（事務局）

がん検診の費用負担については国保運営協議会で議論をするものではない

と考えています。

（委員）

保健所に対し申し入れをしましょうと会長に申し上げ、その際他の委員から

の賛同もあったはずです。

（事務局）

委員から頂いた意見は前回協議会の当日か近い時期に担当である健康増進

課へ報告はしてあります。

（委員）

報告したという事実はどこに記載されていますか。口頭だけでしょうか。

（事務局）

健康増進課へ報告したことは議事録への記載はありませんが、頂いた意見と

しては伝えています。

（委員）

なぜ私の意見が議事録から削除されているのでしょうか。

（事務局）

繰り返しになりますが、がん検診の費用負担については国民健康保険運営協

議会の所管の部分ではないので記載しませんでした。

（委員）

意見として議事録に記載すべきではないでしょうか。

（事務局）

以降、御意見いただいたものについては極力記載をしていきます。

（議長）

がん検診の件については事務局より担当課へ伝え、質問委員へ報告するよう

にしてください。

本日は、御多忙の中を岡崎市国民健康保険運営協議会の議事につきまして、

慎重に御審議を賜わり、誠にありがとうございました。

以上をもちまして、「令和２年度 第１回岡崎市国民健康保険運営協議会」を閉



会いたします。

６ 閉会の日時

令和２年７月６日(月) 14 時 25 分 閉会

上記議事録の正確を記すためここに署名する。

令和２年７月６日

岡崎市国民健康保険運営協議会 会長

委員

委員


