
令和2年度 第２回 豊田市国民健康保険運営協議会 議事録（要約表記） 

        日 時  令和２年１１月２６日（木）午後 2時～３時４０分 
会 場  豊田市役所 南５２会議室 

《出席委員》 
１４名 

城戸 よしみ（被保険者代表） 
黒川 照明 （被保険者代表） 
鈴木 みさ子（被保険者代表） 
宇野 忠男 （被保険者代表） 
関口 哲男 （被保険者代表） 
池井 真守 （被用者保険代表） 
近藤 栄治 （保険医薬剤師代表） 
福岡 保芳 （保険医薬剤師代表） 
吉田 哲也 （保険医薬剤師代表） 
幸村 的美 （公益代表）※ 会長
梅村 康子 （公益代表）※ 職務代理者
阪峯 秀明 （公益代表） 
丸山 真  （公益代表） 
藪押 光市 （公益代表）

《欠席委員》 
３名 

笹山 秀彦 （被用者保険代表） 
伊藤 直史 （保険医薬剤師代表） 
髙橋 昌久 （保険医薬剤師代表） 

《事務局》 
１３名   

野田 洋子 （市民部長）
藤井 美彰 （市民部副部長） 
鈴木 稚佳子（地域保健課長）
深尾 友理 （保健部総務課担当長） 
逵本 真弓 （債権管理課長）
杉本 正弘 （国保年金課長）
堀田 厳  （国保年金課副課長） 
神谷 佳代 （国保年金課担当長） 
青井 芳裕 （国保年金課担当長） 
加藤 英昭 （国保年金課担当長） 
中根 紘子 （国保年金課担当長） 
須賀 淳子 （国保年金課主査）

《傍聴者》 
０名 

１ 委員紹介 
２ 会長あいさつ



３ 協議会の成立
４ 議事録署名者の選任 
議長が議事録署名者に関口委員を指名 

５ 議 事
【協議事項１】 「令和３年度豊田市国民健康保険税率等について」
（事務局） 資料に基づき説明
（議長） 平成 29年度までは豊田市の財政状況だけで運営を考えればよかったが

都道府県化以降は、県から示される納付金をもとに考えていかなければ
ならなくなった。かつ、今後は県内市町村の税率を統一していくために、
現在、各市町村が緩やかに調整をしているが、豊田市は負担が増えてく
るという状況にある。令和元年度は８年間で８分の１ずつ緩やかに税率
を上げていくと答申した。 
これから、資料に関して質疑を行った後に、A 案か B 案どちらで進めて
いくか本日決議する。まず資料１ページから９ページについて、質問が
ある方はお願いしたい。

（委員） 資料１ページについて、納付金に医療費水準を反映させているとのこと
だったが、コロナ渦で実際にかかった医療費、病院や診療所では患者が
減っているという状況がある。その分、国保への請求額も減っていると
考えると、医療費はその分減っているように思うが、前年と比べてどれ
くらい減ったという数字があれば教えていただきたい。また、それも考
慮したうえで、納付金が計算されているのかも教えていただきたい。

（事務局） 本市の医療費と県が見込む医療費があり、新型コロナウイルス感染症の
影響により、受診控えがあるのではと報道等で言われているが、本市の
状況としては、令和２年４月から５月の保険給付費が、大きく減少した。
具体的には、前年度比で４月の伸び率が、－4.22％、５月が－10.04％
と大きく減少し、6 月以降は回復傾向にある。６月が＋4.81％、７月が
＋1.57％、８月が＋1.54％、９月が＋0.17％となっている。保険給付費
は、受診月の２～３か月後に市に情報が届くため、現在分かっている範
囲ではこのような推移となっている。 
県の納付金において医療費の伸び率をどのように見ているかというと、
資料１ページの（２）②にあるように、一人当たりの保険給付費の推計
方法は２種類のいずれかを採用することとされている。１つ目は複数年
度の伸び率による推計では＋3.9％、過去２年間の実績の伸び率による推
計では＋0.1％の伸びとなっている。今回県が納付金の算定にあたって、
0.1％と 3.9％どちらをとるかということだが、3.9％では伸びを見すぎ、
0.1％だと新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたときに少し心配
な数字。結果として、変則的に 1.3％という伸び率を使うこととなった。

（委員） 本市に割り当てられた納付金が、今年度よりも２億円程度少ないのは良
いことと思う。 
資料２ページの不足額 11.4 億円は基礎控除の見直しによる税収減を加
味した額か。基礎控除額が増えることで税率を引き上げても税収として
は減収となるのではないか。

（事務局） ご質問は、資料３ページ（２）ア（ウ）の令和３年度の部分に「基礎控
除等の見直しにより保険税の収納額に影響が生じる可能性」と記載した
ことにつながる内容と理解した。今回の基礎控除等の見直しは、国によ
る働き方改革の一環として、これまで特別な控除がなかったフリーラン
スなどの人たちにも、基礎控除として＋10万円の控除が適用されるよう



にするもの。令和３年度課税分から見直しが適用され、本市の国保税と
しては影響額を５千万円程度の減収と見込んでいる。不足額はこの税収
減も加味したものである。

（委員） 全体的な状況について。国民健康保険に限ったことではないかもしれな
いが、新型コロナウイルス感染症の影響は前代未聞の事態で、リーマン
ショックを上回る影響と報道されている。本市でも影響を受けて、経営
や暮らしが大変な人たちが多いと思う。このことを踏まえて税率をどう
決めるかということもあると思う。 
報道などで受診控えにより医療費が減少し、医療機関の経営が苦しくな
っていると聞くが、このことは国民健康保険に関係があるか。

（事務局） 医療機関の経営難という課題への対応として、国が診療報酬の改定を検
討していると聞く。国民健康保険に限って言えば、診療報酬の改定によ
り国民健康保険としては負担増になる可能性もある。まだ国での検討段
階であり、（財政運営にあたって）現時点では加味していないが、留意す
る必要があるとは認識している。

（議長） 他に意見がないようなので、７年間で平準化して引き上げるＡ案、令和
３年度は据え置き、残り６年間で引き上げるＢ案、どちらに賛成かの意
見をお聞きする。賛否を明らかにしてご意見をお聞かせいただきたい。
まず、直接関係される被保険者代表の委員に意見をお聞きしたい。

（委員） 基本的にはＡ案に賛成するが、Ｂ案とした場合の令和４年度以降の単年
度の引上げ幅はどのくらい増えるか確認したい。私自身自営業で今年は
間違いなくコロナ禍の影響により減収になると思っているが、令和３年
度に据置きした場合の引上げ幅の増加が気になる。

（事務局） Ｂ案の場合、単純計算で７年分を６年で割った引上げ幅は年間 2,800 円
程度だが、今後も自然増など変動要因が多いので、Ａ案に対して年間で
プラス 400円では足りない可能性もある。加えて一番心配されるのは、
これから議論が加速していく保険税率の県内統一である。先ほど参考と
してお示しした都道府県標準保険料率に移行すると、早い時期から標準
保険料率に近づけるよう引き上げていかなければ急激な引上げになるこ
とが懸念される。

（委員） 先ほども新型コロナウイルスの影響を話題にしたが、これから来年初め
にかけて感染者が増えるのではという状況で、来年もどうなるかわから
ない。このような状況でも少しずつ引き上げていくとのことだったが、
少しであっても引上げがあると被保険者の負担は増えるので、特別な状
況の中ではＢ案が良いと思う。収入が減ればより税を納めるのが大変に
なる。負担増を避けるのがベストと考える。

（委員） 説明を聞いていると税率が上がっていくのは必然と理解している。被保
険者代表委員の意見にもあったように収入が減れば支払うのが大変にな
ることも理解できる。ではどうしたらよいのかというと、例えば歳出面
の削減の中で、生活習慣病予防や保健事業、重症化予防事業などが挙げ
られているが、この中で少しでも医療費を減額していくために人間ドッ
クの積極的な受診などにより予防的な取組ができれば良いと思う。国保
税をどんどん引き上げていかなくてもいいように、こうした取組も考え
ていただきたい。

（委員） Ａ案に賛成。令和元年度にこの協議会で決めたとおり、毎年少しずつ引
き上げて行く方が、被保険者の負担の急増を避ける意味で良いと思う。
滞納ということも心配されるが、低所得者に関しては、今年の収入が減
ると来年度の課税額も減るので、対応できるのでないか。



（委員） Ａ案に賛成。新型コロナウイルスの状況は、来年も再来年もどうなるか
分からない。となると、やはり一気に引き上げられる方が同じような引
上げ幅でいくよりも怖い。主婦の立場であれば、毎年これくらいずつス
ライドして上がっていくという予測が立つという意味で、Ａ案に賛成す
る。

（議長） 被保険者代表の委員は影響が大きいのでそれぞれご意見を伺ったが、他
の委員はいかがか。

（委員） Ａ案かＢ案かでいけばＡ案しかないのかなと思う。先ほどの説明で、基
金残高が 11.8 億円、ここからＡ案の場合の 9.8 億円を取り崩すとのこ
りは２億円程度となる。資料４ページの（４）に「基金積立のための一
般会計法定外繰入については、赤字補てんとみなされない」とあるが、
基金積立で多くの繰入をしてしまえば税で賄う分が抑えられるように読
み取れるが、基金積立の制約はあるか。一般会計繰入による基金積立の
額は、どこで決まるものなのか。この協議会で決まるのか、それとも市
議会か。

（事務局） 基金の積立額については、予算編成の関係なので、議会で決まるもの。
年度途中で予算が不足する事態になれば、補正予算で基金積立分の繰入
を計上することになる。無制限にというのはいけないので、市の財政状
況を勘案し、段階的に税率を引き上げていくために必要な額に限って基
金が不足する分を積立していくものと考えている。

（委員） そのようにしていただければと思う。被用者保険の被保険者については、
市の住民税を払い、加えて国民健康保険に対して前期高齢者納付金も支
払っている。国民健康保険に二重にお金を払っていることになるため、
一般会計からの繰入はやめていただきたいということはある。もちろん
絶対に繰入や積立をするなとは言わないが、最終的に議会で決まるもの
であっても、この協議会でどれくらい繰り入れるかは示していただきた
い。

（議長） 一般会計からの繰入については、市や議会が考えることになるが、協議
会としても必要があるということであれば、答申の付帯意見で記載して
いくことも考えられる。次回議論させていいただく。 
続いて、保険医薬剤師代表の委員に意見を伺う。

（委員） 先ほどの質疑で豊田市の医療費の動向を聞いたところだが、全国平均で
は全科で４～６月が－15％程度、小児科・耳鼻科が－40％と聞いている。
比べると、豊田市はまだ良い状況なのかと思った。来年度以降も分から
ないので、Ｂ案で据え置いた方がよいのではないかと考える。保険税が
上がればその分税収が増え、医療・福祉・健康に使えるが、今回は据え
置いた方が良いのではないかと考える。

（委員） 医療機関側からすると、いろいろなことがあって本当に大変な時期であ
る。さまざまな場で「今年は会費や参加費をもらわない」という動きが
ある。ただ、長い目で見たときに、市民の方々が安心して国保の安定を
ということであれば、A案をとらざるを得ないと考える。

（委員） 特に小児科、耳鼻科の医療費収入が減っているという現実がある。診療
所の経営が苦しいところがあるという話も聞いている。かといって状況
はみなさん一緒だと思う。飲食店もどこもかしこも大変な中で据え置き
が本当はいいのかもしれないが、今後の負担増の幅を考えると、やはり
A案で徐々に税率を上げていった方がいいのではと考える。

（議長） 続いて公益代表の委員からご意見を伺う。



（委員） 私もＡ案と考えている。直近の状況を考えるとＢ案というのもあるのか
なと思うが、先の見通しを考えたときに自然増分が下ぶれよりも上ぶれ
する要素の方が大きいのではないかと考える。先々のことを考えると、
今回もこれまで決めたとおりに進めていくのが良いと思っていたが。被
保険者代表の方からもＡ案でという意見が出たので意を強くした。

（委員） 豊田市で事業を営んでいる商工会議所の会員数は約 6,400 だが、うち 9
割程が小規模事業者である。コロナ禍の影響で売り上げが下がり生活が
非常に苦しいが、国や市の無担保、無保証、無利息の融資制度を受けて
凌いでいる。これは３年間の猶予であり３年経つと元金は返さなければ
ならない。そこで国保税が上がり融資の返済もとなると厳しいので、少
しずつ税率を上げていくのが自然だと考える。

（委員） 私は、昨年度、激変緩和のために８年間かけて税率を上げていくという
方針を議決した一人である。Ｂ案の据え置きという気持ちは分かるが、
被保険者代表委員が言われたとおり、新型コロナウイルスはまた第３波
でどうなるかわからない。今回は据え置いたとしても、その後はまたど
うなるか分からない。最終的な税率の水準をみて、そこに向かって引き
上げていくラインをなだらかにしようというのが 8年間かけた引上げを
決めたときの狙いだった。この期間が縮めば縮むほど、このラインが急
角度になり、まとまった負担増につながるのではないかと危惧する。（8
年間を決めた）昨年度から一年しか経っていないので、今年度は何とか
昨年度の案をもう一年やってみる。そのうえで、どうしても払えないと
いうことになれば、もう一度考える余地があるかもしれない。新型コロ
ナウイルスの影響が見通せない以上は、一旦決めた方針を一年では覆し
たくない、それが私の意見であるのでＡ案にしたい。それからもう１点。
被用者保険代表委員が言われたことだが、基金繰入金は赤字補填に見な
されない。これは法の抜け穴のようであるが、昨年度も同じ議論をした。
本来なら赤字補填はやめようとやっていくところが、このように赤字補
填に相当するものを何らかの理由をつけてできるようにする。基金積立
金の新制度については、積むべき額は、この協議会の中で、しっかり詰
めていく必要があると考える。それで納得したうえで積み立てていくべ
きだと思う。全体的には昨年度決めた方針は、なだらかにやっていくべ
きだという方針のもとにやっているのでＡ案がいいのではないか。

（委員） 新型コロナウイルスの状況が分からず、今後の見通しも立たない中で据
え置きにするのは難しいと思うので、Ａ案に賛成したい。

（議長） Ａ案、Ｂ案それぞれについて意見をいただいた。どちらもそれなりに理
由があっての話だが、今日この場で決める必要があるため、挙手で採決
を取る。 

（採決）
（議長） 事務局案のＡ案に賛成が１２人、Ｂ案に賛成が１人。よって、協議会と

して令和 3年度国保税率案については、Ａ案で進めることとする。
他に意見があればお願いしたい。委員からの意見については答申案の付
帯事項に加えることも考える。

（委員） 被保険者代表委員から意見があったが、税率は県から示された方法で決
めるということだが、やはり被保険者の健康づくりや健康年齢を上げて
いくことが医療費の抑制につながる。来年度、コロナ禍の中で健康づく
りや健診事業は難しいところがあり、私たちも苦労している。令和３年
度どうやっていくのか考えて効果がある方法をお願いしたい。私たちも



各市町と連携して事業もやっているので、そういった取組も一緒に進め
られると良いと思う。 

（議長） 基金積立の件や医療費を減らすための市の努力も答申の中に追加できれ
ば追加し、市の考え方を示していけたら良い。

【報告事項】 各種制度改正等について
（事務局） 資料に基づき説明
（議長） 報告事項について、質問はあるか。
（委員） 資料 10ページの２ 減免の状況については、国の新型コロナウイルス対

策費が入っているか。また、令和元年度と令和２年度を比較すると、件
数の増え方に対して令和２年度の減免額が多いようだが、なぜか。

（事務局） 減免制度は、国が示した減免基準に従って本市が実施しているものであ
る。令和 2 年度と元年度の差だが、令和２年度は４月から翌年３月まで
の 12か月分の税額に対して減免を適用しているが、令和元年度は、2・
3 月の２か月分の税額に対して減免を適用しているので、対象月の差に
よる減免額の差が出る。

（議長） これをもって本日の運営協議会に提出された案件はすべて終了した。
以上

〈議事終了により、会長議長を降りる〉


