
令和２年度 第３回 岡崎市国民健康保険運営協議会議事録

１ 日 時 令和３年２月 12 日(金)

（新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し書面により開催）

２ 意見・質問書提出委員

委員

ア 被保険者代表

平川賢次 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

鈴木雅子 前田麗子 野々山雄一郎 杉浦久直 加藤学

エ 被用者保険等保険者代表

齋藤隆夫 寺岡庄三

※ 定員の過半数以上提出のため、会議成立

３ 議事内容

議題１ データヘルス計画の中間評価について

平成 30年３月に策定したデータヘルス計画（平成 30年度～令和５年度）の中

間年であるため中間評価報告書（案）を提出し意見等を伺う。

議題２ 令和３年度国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算概要について

令和３年度国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算概要を提出し意見等を

伺う。

議題３ 岡崎市国民健康保険条例の一部改正について

岡崎市国民健康保険条例の一部改正の概要を提出し意見等を伺う。

４ 意見・質問について

別紙のとおり



別紙

質問・意見について





議題１ データヘルス計画の中間評価について（資料１）

（意見・質問１）

令和元年度までと令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響で変わ

ってくる可能性がある。特に糖尿病やメタボリックシンドローム、高齢者におけ

る筋・骨格疾患の増加が予想される。令和２年度以降の分析方法をしっかり決め

る必要があると考えるがどうか。

（回答１）

糖尿病やメタボリックシンドロームなど、本計画で目標を掲出している指標

に関しては、毎年把握・評価を行うため、コロナ禍の影響について随時分析し、

必要に応じ、計画に反映させていきます。筋・骨格疾患については、現行の第２

期計画の目標にはありませんが、医療費の割合等を他の指標ととともに把握し

評価を行うこととします。

（意見・質問２）

過去のデータは示されているが、コロナ禍に入り外出制限等による運動不足

や病院へ行くことを控えることの影響で令和２年度以降のデータは変化してく

るように思う。今後のデータを注視していきたいと考えるがどうか。

（回答２）

令和２年度のデータが出揃っていないが、健診会場などにおいて、「コロナ禍

で運動しなくなった」、「医療機関へ行かなくなった」などの声を聞いています。

本計画の評価指標については、毎年数値を確認していきますが、今後の新型コロ

ナウイルス感染症の影響等も視野に入れてデータを注視し、必要に応じて計画

の見直し等を行います。

（意見・質問３）

目標値そのものが低いのではないか。

（回答３）

計画策定時に、現状値等を踏まえ目標設定しており、評価指標によっては

100％を目指すもの、最終評価までに１割改善を目指すもの、などとしています。

今回の中間評価時に、最終目標値に達している指標については、目標値の修正等

をしております。
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（意見・質問４）

働き方等の調査も必要ではないか。食事の摂り方、長時間労働、深夜労働等働

き方の調査を行い生活改善面での分析も必要ではないか。

（回答４）

本市国民健康保険被保険者の現状把握や計画策定・評価のためのアンケート

調査は実施しておらず、働き方等の調査は実施しておりません。計画の評価指標

については、継続して把握が可能な数値とするため、特定健康診査の結果や健診

時の質問票、医療費の状況、事業の実績等から毎年数値を把握しております。

集団での調査や分析は実施しておりませんが、特定保健指導や生活習慣病の

重症化予防事業の対象者への個別支援にあたっては、そのかたの食事や運動状

況、仕事（働き方）や生活環境等を詳しく聞き取り、そのかたにあわせ、実行可

能な生活改善方法を提案しています。

（意見・質問５）

Ｐ12 のフィットネスはどのような事業か。

（回答５）

健診受診者のうちメタボ予備群などの運動が必要と思われるかたに対して、

フィットネス施設利用体験クーポン券を送付し、協定を結んだ市内協力フィッ

トネス施設において、運動体験の場を提供するものです。

運動実践の場を提供することで、生活習慣の改善を促し生活習慣病の予防を

図ることを目的としています。

（意見・質問６）

Ｐ12 の目標値設定を維持・改善者率と併せ実数も示すべきではないか。

（回答６）

事業の対象者数や保健指導参加者数は、実施年度により変動するため、「指導

終了時の糖代謝指標の維持・改善者数」という実数での目標は評価が困難と考え、

率のみとしております。また中間評価の目標値のうち率であるものに対し、全て

これらの分母、分子を併せて示すことで評価がわかりにくくなると考え、記載し

ておりません。
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（意見・質問７）

Ｐ13 に令和２年度より対象を糖尿病重症化予防から糖尿病性腎症重症化予防

へと的を絞ったという事であるが対象を変更することとなった分析内容はどの

ようなものか。

（回答７）

令和２年度から対象を糖尿病重症化予防から糖尿病性腎症重症化予防へと的

を絞り、対象者の選定基準を変更しております。これは、令和２年度の事業実施

に向けて、平成 30 年度や令和元年度の実施状況等を踏まえ、地域医師会や市民

病院の専門医と協議し、決定しています。

本市国民健康保険の健診結果から、健診受診者の 14％以上が血糖に関して医

療受診が必要と判定される値に該当し、そのうち腎機能低下が疑われる者が３

割以上を占めること等から、糖尿病性腎症が疑われる人に対するアプローチの

強化が必要であるとの共通認識となりました。それを受けて、協議の中で、必要

な者が医療に結びつくことを目指しタイムリーな受診勧奨を行うこと、対象者

の重症度に応じ優先順位をつけ合併症や人工透析導入等の重症化リスクの高い

かたにより重点的に取り組む必要があること等が話し合われ、令和２年度の対

象者の選定基準等の決定に至りました。

（意見・質問８）

Ｐ19 のフィットネス無料クーポンの利用率はどれだけか。

（回答８）

無料クーポン利用率については、平成 30 年度 5.9％、令和元年度は 5.6％で

す。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、利用できない施設や教

室があり、利用率は下がる見込みです。

（意見・質問９）

Ｐ20「身体活動を１日１時間以上実施」の年齢区分を５歳ずつくらいにできな

いか。またデータ抽出はどのようにしているか。

（回答９）

この数値は、保険者に義務づけられている 40 歳～74 歳対象の特定健康診査及

び市独自で実施している30歳代の健康診査の際に使用する質問票から現状把握

をしています。40 歳～74 歳では法定報告や KDB システムから数値を把握し、30

歳代では市独自で集計しており、算出方法が異なるため、２区分としています。

また、計画策定時には、身体活動を１日１時間以上実施している者の割合は、

40 歳～74 歳のどの年齢区分においても、国・県と比較し大幅に低かったため、

年齢区分に関係なく、重点事業として設定しました。
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年齢区分を５歳ずつにして集計することは可能ですが、上記理由により策定

時には２区分で設定していること、さらに、中間評価報告書案に記載したとおり、

問診の記載方法を変更した平成 30 年度から数値に大きな変化がみられ、国・県

と比較しても大きな差異はみられない状況となったことから、中間評価時にお

いても、より細分化しての目標設定及びそれに対する事業計画は記載しません

でした。

（次期データヘルス計画において、年齢区分を細分化して目標設定が必要と考

えられた場合、その記載について検討することになると考えます。）

データの算出方法については、以下のとおりです。

【30 歳代】健診の質問票を自庁システムにより集計したもので、当該年度の国

保被保険者のうち 30 歳～39 歳で健診を受診したかたを分母とし、そのうち前述

質問に対し「はい」と回答したかたを分子としています。

【40 歳～74 歳】特定健診の質問票を集計した法定報告によるもので、分母は当

該年度の国保被保険者のうち 40 歳～74 歳で健診を受診したかたを分母とし、そ

のうち前述質問に対し「はい」と回答したかたを分子としています。
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議題２ 令和３年度国民健康保険事業（事業勘定）特別会計予算概要について

（資料２）

（意見・質問 10）

国の方針では「法定外繰入」の解消が求められている。今後の計画やこれまで

の状況についてはどのようなものか。

市民から納付された税金が国保特会に充てられていることや、国民健康保険の

被保険者の保険料と税金の二重払い等が指摘されている。

（回答 10）

平成30年度の制度改正に伴い国民健康保険の決算補填等を目的とした法定外

繰入の計画的な削減・解消を目指すよう国により示されました。

本市における直近の令和元年度決算状況では決算補填等を目的とした法定外

繰入は一旦解消されましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による収納率

の低下等も懸念され、現状における令和２年度以降の見通しも困難な状況にあ

ると考えています。環境変化がある中ではありますが、引き続き国の方針を注視

し、決算補填等を目的とした法定外繰入について解消していくよう努めていき

たいと考えています。

（意見・質問 11）

国民健康保険料の収納率の見込みが減となっているが新型コロナウイルス感

染症の影響により収入が減少して支払いが困難になる世帯が増えると見込んで

いるからか。

（回答 11）

新型コロナウイルス感染症の影響により被保険者からの納付相談も多く今後

もいつ終息するかが見込めない状況であるため、平年より収納率を低く見込ん

でいます。

（意見・質問 12）

基金繰入金２億円による保険料激変緩和の効果はどれだけか。

（回答 12）

基金活用により一人当たり 2,839 円の減額効果となります。

この試算は予算編成時の県推計による被保険者数等で算定したものです。
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（意見・質問 13）

国民健康保険事業費納付金が減少したことによる所得階層別、世帯人数別の

影響はどのようなものか。

（回答 13）

予算編成の時点では、保険料算定時の所得及び世帯の状況を推計することが

困難なため、所得階層別、世帯人数別でお示しすることはできません。

例年７月の保険料率算定時に開催する国民健康保険運営協議会にて所得階層

別、世帯人数別の保険料モデルケースを資料として提出しております。

（意見・質問 14）

令和元年度、令和２年度、令和３年度のそれぞれの決算剰余金の金額と活用額、

繰越額はどれだけか。

（回答 14）

令和元年度の決算剰余金は 79,834 千円、このうち令和元年度に概算交付を受

けた県交付金等の精算財源とするため 27,345 千円を令和２年度に繰越し、残り

52,489 千円を基金へ積立てました。

剰余金は年度ごとの決算時における【歳入－歳出】によって算出されるため、

令和２年度と令和３年度については現段階で算出できません。

（意見・質問 15）

保険給付費が減額となっているが、新型コロナウイルス感染症による受診控

えが起きておりその影響が約１割（前年比）でよいか。

（回答 15）

保険給付費については過去の医療費・被保険者数等により算定しており、コロ

ナ禍による受診控えの影響も一部考慮し見込んでいます。結果として前年比

8.76％の減となりました。
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議題３ 岡崎市国民建国保険条例の一部改正について（資料２）

（意見・質問 16）

「国民健康保険料の所得割額の算定の改正について」過去の対象者数はどれだ

けか。

（回答 16）

令和２年度の税制改正により新たに追加されたものです。

国保側では確定申告等の結果の所得のみを利用するため、対象者を把握する

ことはできません。

（意見・質問 17）

「未婚のひとり親に対する税制上の措置に伴う改正」について国民健康保険条

例では用語の改正のみか。

（回答 17）

用語のみの改正となります。

（意見・質問 18）

「未婚のひとり親に対する税制上の措置に伴う改正」について改正に伴い新た

に減免対象となる世帯はあるのか。ある場合の想定件数はどれだけか。

（回答 18）

減免対象となる世帯に変更はありません。
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