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流山市国民健康保険運営協議会（第 ２回）会議録  

 

１  日  時   平成２４年８月２０日（月）午後１時１５分  

２  場  所   市役所第２庁舎３階  ３０１会議室  

３  招集日   平成２４年８月９日  

４  出席委員   

   武笠委員、沖山委員、吉田委員、小野委員、横田委員  

大塚委員、板津委員、藍川委員、鈴木委員、平井委員  

紅谷委員、若菜委員  

５  欠席委員  

   椎名委員  

６  事務局  

   井上市民生活部長、福島市民生活部次長、  

   根本国保年金課長補佐、石川国保年金課賦課給付係長、  

斉藤国保年金課収納係長  

７  傍聴者    

４名  

８  議題  

（１）平成２３年度流山市国民健康保険特別会計決算について  

（２）その他  

９  配付資料  

（１）平成２４年度第２回流山市国民健康保険運営協議会次第  

（２）平成２３年度流山市国民健康保険特別会計決算資料  

（３）平成２３年度国民健康保険料滞納者分析  

１０  会議時間   開会  午後１時１５分  

         閉会  午後２時３０分  

 

議事内容  

（事務局）ただいまから、平成２４年度第２回流山市国民健康保険運

営協議会を開催いたします。  

開会にあたりまして、会長よりごあいさつをお願いいたします。  

 

（会  長）委員の皆様方には、ご多忙の中、また暑い中お集まり頂き

まして厚くお礼申しあげます。 本日は、平成２３年度流山市国民健康

保険特別会計の決算等について 、ご意見を伺いさせていただきたいと
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思います。宜しくご審議の程お願い申し上げます。  

 

（事務局）続きまして、市民生活部 長からあいさつ申し上げます。  

 

（市民生活部長）皆さんこんにちは、市民生活部長の井上でございま

す。４月から市民生活部長に就任いたしましたので宜しくお願い申し

上げます。委員各位に置かれましては、本市行政の各関係機関に渡り

まして日頃からご支援ご協力を頂いておりますことに感謝申し上げま

す。また、本日は、国民健康保険特別会計の決算についてご審議いた

だきますのでよろしくお願いいたします。  

 

（事務局）協議会の議長は、流山市国民健康保険規則第６条の規定に

より、会長となっております。会長 よろしくお願いいたします。  

 

（議  長）これより議事に入ります。ただいまの出席委員は、１２名

でございます。よって、定足数に達しておりますので、会議は成立し

ていることをご報告します。  

 

（議  長）次に、傍聴者から、傍聴したい旨の申し入れがあり、議長

において、これを許可しましたので ご了承願います。  

 

（議  長）それでは、議題１の平成２３年度流山市国民健康保険特別

会計決算につきまして、事務局の説明をお願いします。  

 

（事務局）宜しくお願いいたします。  

 流山市国民健康保険特別会計平成２３年度決算についてご説明申し

上げます。資料の１ページをご覧ください。１の総括ですが、歳入は、

１４９億９，６６７万１，００４円で、歳出は、１４８億３，２７３

万４，６９２円、実質収支１億６，３９３万６，３１２円で 、内１千

万円は、財政調整積立基金に繰り入れております。残額につきまして

は、療養給付費負担金が実績より多く交付されていることから、国へ

の返還金に充てる予定です。  

 ２の加入者の状況ですが、世帯数２４，７７７世帯で加入率３７．

２％。加入者数は、４３，６９５人 で、加入率２６．２４％、１世帯

当たり１．７７人となっております。（２）の被 保険者の内訳で、総数
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が前年度比４１名の減となっておりますが、４ページをご覧ください。

年間平均被保険者動向では、世帯数で３３８世帯、被保険者数では４

６７人の増となっております。  

 

（議長）傍聴者２名から、傍聴したい旨の申し入れがあり、議長にお

いて、これを許可しましたのでご了承願います。  

 

（事務局）  

 １ページに戻りまして、３の歳入予算現額１５０億９，８８６万４

千円に対し、収入済額１４９億９，６６７万１，００４円で対予算収

入割合９９．３２％となっております。  

（２）の収入済額等をご覧ください。国民健康保険料収入済額４１億

１，０８１万６，３４７円で現年度収納率は 、８９．６４％、前年度

と比較して１．０２％の増となりました。詳細につきましては、右側

のページ（３）国民健康保険料収納率等に記載しております。  

国庫支出金につきましては、療養給付費等負担金２６億１，８０２

万７，４５４円が主なものです。  

 次の療養給付費交付金は、退職被保険者に係る保険者負担分の医療

費の一部を社会保険診療報酬支払基金から交付を受けるものです。  

 次の前期高齢者交付金は、６５歳以上の被保険者の割合応じ各保険

者が社会保険診療報酬支払基金に拠出し、社会保険診療報酬支払基金

から交付を受けるものです。  

次の県支出金は、普通調整交付金４億８，６９１万４千円が主なも

のです。  

 共同事業交付金は、各保険者 が国保連合会に拠出し、一定の金額以

上の療養給付を行った場合、国保連合会から交付を受ける再保険制度

です。  

 繰入金のうち、一般会計からの赤字繰入金は、１億３，７７２万８，

６１７円となりました。  

詳細につきましては、２ページに記載しております。  

４の歳出をご覧ください。  

予算現額が１５０億９，８８６万４千円に対し 、支出済額１４８億

３，２７３万４，６９２円で執行率９８．２４％となりました。  

 （２）支出済額等ですが、保険給付費は、平成２２年度から４億４，

０７７万６，３４２円増の１０１億７，９７２万５，６５７円とな っ
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ております。  

給付の詳細につきましては 、（３）に記載いたしました。  

 後期高齢者支援金は、前年度より１億８，４７３万７，４７３円増

となりました。  

 老人保健拠出金は、老人保健法が平成１９年度で廃止され後期高齢

者医療制度に移行したため、２３年度は清算金の支払いとな り前年度

より約１，８６７万円の減となりました。  

 保健事業につきましては、１３，３８９人分の特定検診委託料が主

なものです。  

 以上で平成２２年度決算より７億１，８７４万７，０３９円増の１

４８億３，２７３万４，６９２円となりました。明細につきましては、

３ページに記載させていただいております。  

 ５ページをご覧ください。年齢階層別被保険者状況をご覧ください。 

この表は３月末の状況を５月に調査 した表で、大変申し訳ございま

せんが、表の表示を５月とあるのを３月末に修正してください。  

この表では、６０歳以上７５歳未満の加入率が５０．７３％で 、２

０歳から５０歳代の加入率が３９．０６％ と就労世代の加入率が低く

なっております。  

 ６ページをご覧ください。外国人の加入状況ですが、２３年度は３

７名の減となっておりますが、 平成２４年７月９日から住民基本台帳

法が改正され、３か月以上の在留期間を取得した外国人は 、住民登録

の対象者となり国民健康保険に加入することから、 今後外国人の加入

が増加するものと思われます。  

７ページをご覧ください。  

一人当たりの調定額ですが、医療合計７３，３４０円で 、近隣市と

保険料率を比較いたしますと当市は低く設定されておりますが、まだ

近隣市の決算は発表されておりませんが、予算で比較致しますと、近

隣市とほぼ同額となっており、当市の被保険者の皆さまの所得が高い

ものと考えております。  

 ただ、次ページの一人当たり医療費をご覧いただきますと、総計で

２８３，９１６円で、調定額７３，３４０円を割りますと、２５．８

３％となっており、国保の安定運営を考えますと医療費の３０％は 、

欲しいと思慮いたしております。  

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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（議  長）事務局からの説明が終わりました。質問等がありましたら

お願いいたします。  

 

（委員）２つほど質問がありまして、１つは、６ページの外国人加入

状況で先程の説明のなかで、３か月 在留で住所届出をして同時に国保

に加入ということで、今後、外国人が増えるだろうということは、新

聞記事にありました。昨年も質問したのですが、昨年の場合は、滞納

者の内１人が２５０万円の高額医療があったという報告を受けました。

昨年の質問ですから２２年度です。２３年度の滞納者の内、高額医療

があったかどうかその辺が分かりましたらご報告いただきたいという

ことと、もう１点は、前回の委員会で事務局から柔整師の費用が３４％

アップしているという話がありました。この決算資料から みて給付金

自体がやっぱり４％強上がっている訳ですが、あくまで保険ですので

給付と収入の関係が上がっていく訳ですが、給付を抑えるというのも

重要な要点だろうと思います。ということで柔整師 の費用がわかれば

ご報告頂きたいと思います。  

 

（議長）高額療養費、柔整師の費用の２点の質問です。事務局の答弁

をお願いします。  

 

（事務局）委員の質問にお答えします。まず１点目の外国人の状況で

ございますが、外国人の高額療養費 については、手元に資料がござい

ませんが、平成２３年度の外国人加入者数６４９人に対し、２７３人

滞納しており、滞納率は、４２．０６％です。滞納金額は、３，１１

７万９千円となっております。２点目の前回の運協で平成２０年度か

ら２３年度の４年間で、療養給付費が１６．６１％に対し、療養費、

いわゆる整骨院での施術の伸びが３４．６１％と大きい伸びがあると

申しておりましたが、決算においても同様で、資料の８ページの 通り、

平成２０年度から２３年度の４年間で、療養給付費の保険者負担分が

１６．４５％に対し、療養費の保険者負担分が３３．６９％の伸びを

示しています。療養費の内、あんま・マッサージの療養費が１５１．

５５％の伸びを示しております。金額としては、平成２０年度の４４

５万９千円が平成２３年度には、１，１２１万７千円に増加している

状況です。  
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（議長）只今、事務局から答弁がありましたけど委員 よろしいでしょ

うか。  

 

（委員）柔整師ですが、前回もお話ししたのですが、基本的には慢性

的な肩こりなどは、健保の対象とならないという規定があるわけです

が、今あんまと言われたのですが、別だと思います。柔整師が行って

いるあんまということですか。それとも他の資格を持っているあんま

ですか。それからもう１つ、五十肩で整形外科に通っているのですが、

たまたまその整形外科の医院長に柔整師の関係をご説明したのですが、

そこの院長は、整形外科と柔整師との共存について何回も要請の文書

を出しているというお話でした。これについて国から何ら一向に回答

がないということで、整形外科学会でも困っているという実態があり

ました。したがって柔整師との 共存は、基本的には出来ないはずなの

ですが、重複について柔整師側で何 もチェックしないで治療行為をし

ているのではないかと。その辺のチェックをどのようにしていくのか。

難しいかとは思いますが、具体策はあるのかどうか伺いたい。  

 

（議長）事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）療養費の中に、柔道整復師、あんま・マッサージ、はり・

きゅう等が含まれておりまして 、そのなかでもあんま・マッサージの

療養費の伸びが大きい伸びを示しておりま す。柔道整復師については、

１６．９９％の伸びを示しておりまして別 なものであります。それか

ら市の対策でありますが、その他の議題としまして、前回の協議会で

もアンケートを実施すると言いました。今日アンケート調査の用紙が

出来ましたので、皆さんに報告したいと思います。  

 

（議長）柔道整復師へのアンケート調査用紙をお配りしますので尐し

お待ちください。  

 

（議長）それでは事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）今お配りいたしましたアンケート用紙ですが、今年３月に

国の方から通知がありまして、柔道整復師に係る施術について、給付

が拡大しているという傾向が顕著になっており、これについて適正化
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を図っていくという目的から指示がありました。この 中で負傷の部位

が３か所以上など多部位あった り、施術が３か月超などと長期に継続

していたり、１か月に１０回から１５回以上など 、頻回傾向があると

いうことがございました。これが不正請求であるかという件もござい

ます関係から、施術を受けた方に対して調査を行うようにと厚生労働

省の方から通知が来ております。これに基づき 、流山市におきまして

も柔道整復の施術を受けられた方への調査を実施する予定でございま

す。アンケート調査にもありますように、施術につきまして基本情報

を記載いたしまして回答される方に送付いたします。回答をいただき

その後その相手に疑義が生じている場合、場合に よっては、施術所に

対して照会をしまして、内容について答えられるのであれば県に報告

する。また、内容に不正請求があったと いうことについては、返還請

求するために当該請求を取り下げていただくような措置を取って行く

ことを検討しております。対象は、３部位以上負傷している方、それ

から長期にわたる３か月超など継続して治療している方、それから１

か月に１５日を超えて受診されている方 、それぞれ二つ以上該当して

いる方に対しましてアンケートを取っていく予定であります。実際の

ところ月平均しまして、今柔整の件数が１、２００件平均あるのです

が、このなかで長期に渡る受診者が、１割程度いらっしゃいます。 ま

た、月１５日以上超えている方もかなりの頻度でいらっしゃいますの

で、多い方で２０日の方もいらっしゃいまして、こういった方に対し

て調査を行いたいと思います。また、医療費通知 は、流山市の場合年

４回実施しておりますが、こういったことも通じて把握したいという

こともやっていきたいと思っています。また、実施された方に対して

も啓発活動としまして、リーフレットを作製中でございま す。また、

完成しましたら次の協議会でご覧いただければと思います。そういっ

たものを受診された方に配布していきまして、正しい柔整師の受け方

を被保険者の方に広げていきたいと思っております。  

 

（議長）委員よろしいでしょうか。  

 

（委員）柔整が非常に伸びているという要因は、一つには整骨院が増

えている。流山市の場合は、そういう実態を把握したことがあるので

すか。たとえば２３年度と２２年度を比較した数字とか、結局整骨院

が増えれば必ず療養費が増えます。医科でも歯科で もそうですが増え
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れば結局そうなってくると思います。こういう点に調査をしてもらっ

て、今のアンケートの結果を踏まえて市当局で対応する。たとえば保

健師の活用をして被保険者の方を訪問することをやっていかないと一

向に抑えることが出来ないのではないかと思います。それが一つです。

それからもう一つは、交通事故、第三者行為これが発生した場合には、

とりあえず市に申請すれば健康保険に罹れますけど本来は加害者です。

これが整形外科で罹っておりまして、それが今度は整骨院の方に罹っ

ているケースがなかにはあります。この辺にも十分留意してかからな

いといけないと思います。とりあえずこの二つお願いします。  

 

（議長）２点につきまして、事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）整骨院の数でございますが、マッサージ券を使える指定施

術所の数が４３か所になりますが、指定されていないところも含めま

すと、かなりの数整骨院となると思います。交通事故に関係につきま

しては、国保連合会に委託しておりまして、国保連合会の方で 給償に

ついてはやっていただいております。整形外科と整骨院 を受診してい

るということが把握できしだい国保連に請求させていただいておりま

す。  

 

（委員）あんま、はり、きゅうの施設利用券を助成していますが、ど

のようになっておりますか。  

 

（議長）委員の質問に対して、事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）保険がきかない場合利用して頂く助成で、保険と併用はで

きないことになっております。 申請件数が７２２件、交付が１３、７

３４枚。これは１か月２枚、５００円券２枚となりますので、使用枚

数が５、０５７枚となっております。  

 

（議長）委員よろしいですか。  

 

（委員）先程、柔整師の数が把握できないというお話でしたが、施術

所を開業するには、県の認可が必要なはずです。柔整師の資格は国で

すが、施術所は、県の許可になっていますので、そこに照会すれば市
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内の数がわかるはずだと思います。  

 

（議長）事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）委員ご指摘のとおり、そこに照会すればわかると思います。

次回までに確認したいと思います。  

 

（議長）次回までに確認をお願いします。委員。  

 

（委員）療養給付費の動向ですが、 平成２４年の４月に診療報酬が改

正され、実際に市当局へ連合会から状況が来ていると思いますが、、先

程外国人が３か月在留で加入ができ、しかも収納率が４２％であると

いう実態もありまして、これが増えてきますと 医療費が押し上げまし

て大変なことになります。医療費動向を見ま すと上がってきています。

年末に保険料率の改正がまた出てき ます。先行きの見通しはどうです

か。  

 

（議長）事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）医療費の関係でございますけど、毎年５億円 位上がってい

ます。これをすべて保険料に転嫁しようとしますと、１人５，０００

円で約１億円ですから、２５，０００円上げないと追いつけなくなっ

てしまいます。そのような状況でございます。平成２１年度に３，０

００円引き上げてから引き上げていません。ただ税と社会保障の一体

改革で、約１，７００億円だったと思いますけど、国民健康保険にお

金が出るということを聞いております。これを踏まえまして、平成２

７年になりますけど、その辺の見通しを見ながら保険料については、

考えていきたいと思っております。平成２１年から平成２４年まで同

じ料率で行っております。１回上げただけでも、何年か同じ料率でい

けるようなものを考えていかなくてはならないと思っておりますので、

税と社会保障の一体改革を見つめながら検討 せざるをえない事頄だと

思っております。  

 

（議長）次にご質問がある方は。委員。  
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（委員）外国人が日本の保険に入るとなると、保険制度のない国の人

が日本の保険に入る訳ですから、もともと理解力が低い訳ですから、

未納者に督促を出しても理解されないのではないかと思います。皆で

支える保険の意味からすると、支えるのは、一般の国保の人達が支え

るような、そうすると理念と実態が随分 掛け離れてくる現実があると

思われる。私が言いたいのは国保に入る人達は、こういう義務と責任

があるという誓書をどうするかだと思いますが、自動的に入れるので

あれば入ろうと、それでもって督促は、無理だから払えないという現

実が迫ってきている。これが５年も１０年も 経つと未納金が増える訳

です。その場合どうするのか。未納金を見ますと年に約１１億円ある

訳ですけど、督促をしたとしても５ 年、１０年経れば５０億が ,何１０

億と未納になる訳です。ということは、さっき言われたように保険料

を上げるしかない訳です。その率が増えそうな心配がある訳ですけど、

なかなか解決するアイデアが見つからない。支えようというのは分か

るのですが、現実に外国の人も義務と権利というのを徹底 してほしい

と思うのですが。どうでしょうか。  

 

（議長）委員の大きな問題で外国人が増えてくることで、良く理解さ

れないと未納につながるということから、よく認識したうえで加入し

てもらうというのが大事でないかと 思うのです。その辺の考え方をど

う説明するかということですが、事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）委員のご質問については、私共も心配していることです。  

海外に帰ってしまうと滞納処分が出来なくなってしまう。出産を国で

しますということで帰ってしまう。３か月の滞在で保険 証をもらうこ

とが出来ます。そのとき出産は本国でしますと、帰られ た場合でも私

共は、４２万円を払わなければなりません。保険料は 払っていただけ

ない。４２万円は受給してしまう。という状態もあります。非常に３

か月となったことは、私共は心配しております。どのようにして収納

率を確保していくかということが問題であります。一様パンフレット

等は国から示されまして、英語、中国語、韓国語、スペイン語のパン

フレットは頂戴しまして、それを渡すようになっておりますけれども、

非常にパンフレットだけで理解されるのか疑問であります。これから

も県、国に働きかけていこうと思っております。  
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（委員）外国人は、３．１１のために日本を逃げ出す人が多い。 外国

人の加入状況をみると、平成２２年度に６８６人が６４９人になって、

そういうことで非常に敏感だと考えられまして、先程の出産の補助金

の４２万円や、以前の子供手当の申請が非常に多かった。そういう動

作は、外国人はみているのです。１．２年でなく、２、３年でいいか

ら国として、地方行政として姿勢を見せないとやっていけなくなる。

私らの税金が上がるだけです。消費税も上が り保険料も上がれば一般

の人は、苦しいです。それをもっと切実に考えてほしいです。 目に見

えて怖いものがある。もっと違う財源がないかと思っている。 財源を

真面目な国民の血税でやろうというのは、違うのではないか思います。

行政が悩むのは、私もわかります。  

 

（委員）３か月にしたのは、今の民主党です。質問したいのですが、

外国人の未納者に対し、資格証の発行を何らかの理由を付けてストッ

プすることができるのかどうか。また、資格証を使って実際の療養を

受けて帰ってしまう方がかなり多いのではないかと思いますが。何か

市で手当ができるのか伺いたい。  

 

（議長）如何でしょうか。事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）収納係といたしても非常に頭が痛いところです。 私共も公

平な負担として、外国人も払ってもらうものは払ってもらうのですが、

先程委員の言葉で日本は、皆保険ということで皆さんご理解いただい

ているところですが、外国人は、未納相談すると国で皆保険でないと

ころがほとんどです。そうしますと 、私は入りたくないけど強制的に

入らされていると言う話をされる外国人は多いです。 外国人との納付

相談は、困難なところがあります。そんな場合には、日本に来たのだ

から日本の法律に従うように指導しております。私達も外国人に対し

て差押え、滞納処分をやっていきますよと、繰り返し言っているので

すが、先程事務局が言ったように３か月で帰られてしまうと、財産調

査をするのに３か月から４か月かかります。ですから、まったく出来

なくて帰られてしまうと欠損となってしまう。海外転出した場合には 、

執行停止できることが法律で決まっております。非常に難しい問題だ

と思っております。外国人が理解されないで加入されている 方が多い

です。それから、資格証をストップすることは法律で決まっておりま
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すのでそれはできません。それから、外国人は職を転々とする方が多

いです。収納から考えましても非常に困難な状態です。  

 

（議長）非常に厳しいということが、良く理解できました。他にご質

問がございますか。委員。  

 

（委員）特定健診が今月末までですが、この委員になってからずっと

特定健診を受けていたのですが、今年は止めます。入院すれば 健診出

来ます。あえてまた特定健診をやって市の負担を掛けるよりか、自分

の健診で中を見れば全部分かるということであれば 、特定健診を市の

負担掛けてやる必要はない。健診率は、今でも生きているのですか。

民主党は、気が付いているのか気が付いていないのか わかりませんが

国会でも論議が上がってもいないです。その辺は 如何でしょうか。  

 

（議長）事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）健診率につきまして は、平成２４年度までに６５％まで引

き上げないとペナルティが加算され、後期高齢者支援金の１０％、流

山市で言えば１７億から１８億ですから１億７千万から１億８千 万の

ペナルティが付きますということでございました。 私共は、約４４％

の受診率で千葉県でも上位の成績であります。 国のペナルティのハー

ドルが下がりまして、特定健診を実施していない市町村がペナルティ

されることになりまして、流山市は上位でありますからペナルティは

されないと思います。  

 

（議長）委員よろしいですか。それでは如何でしょうか。お諮りした

いと思います。平成２３年度流山市国民健康保険特別会計決算につき

ましては、事務局の説明のとおり運営協議会といたしまして承認する

ことご異議ありませんか。  

 

〈異議なし〉  

 

（議長）ご異議なしと認めます。よって平成２３年度流山市国民健康

保険特別会計決算につきましては、承認することに決したいと存じま

す。  
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 次に、議題２その他について、事務局からございましたら お願いい

たします。  

 

（事務局）その他として、平成２３年度国民健康保険料滞納者分析に

ついて、説明したいと思います。  

 

（事務局）平成２３年度国民健康保険料滞納者分析資料をご覧くださ

い。１ページをご覧ください。所得の低い階層の人達が収納率 が低く、

所得が高くなればなるほど収納率が高くなっています。５ページをご

覧いただきますと、年齢別にな っておりまして、年齢が低いほど収納

率が低くなっております。所得の低い若年層の方が 、収納率が低くな

っております。若年層の方は、保険を使わないから払わないという考

え方をもっております。こちらの方については、納付相談会や滞納処

分などで納付の理解を深めることで、収納率を上げていきたいと思っ

ております。２ページの職業別でございます。未申告者の収納率が低

くなっておりまが、申告することで軽減が適用されて納付が容易にな

るケースが多くみられます。申告の勧奨、これに努めて未申告者を減

らすことによりまして、この未申告の部分の収納 率を向上させたいと

考えております。３ページをご覧ください。収納指導員区域別でござ

います。当初８つの地区に分けまして、８人の収納指導員が臨戸訪問

して、保険料の収納を行っていく訳でございます。 地区分けにつきま

しては、次の後ろのページに記載してございます。これによりますと、

６地区区域名を申し上げますと、南流山 地区になりまして、アパート

やワンルームマンションが多い地域であることから、収納率が低くな

っていると考えられます。それから９ページの下の方になりますけど、

収納率対策上の重点対象者・対応策でございますけど、口座 勧奨やき

め細かな訪問指導を講じまして、収納率の向上を図っていきたいと考

えております。以上でございます。  

 

（議長）今、事務局方から、滞納者の分析ということで説明がありま

したが、これについて何か質問がございますか。 委員。  

 

（委員）未申告者と言われましたが、記憶違いかも知 れませんけど、

３月までに確定申告する場合、前年度に所得がなければ申告しなくて

よい、というものがあったような気がしま す。独自に未申告者であっ
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ても前年度並み保険料を請求したら、成立することができないですか。

申告義務はあくまでも個人でありますから、申 告しないからと言って

こちらで請求できないということには結びつかないと思いますが、そ

れと併せてお伺いしたい。  

 

（議長）事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）申告は、前年度所得が無いから申告しなくてよいというこ

とではなくて、必ず申告して頂きたいと考えております。所得税につ

きましては、所得がない場合申告しなくてよいことになっております

が、市民税申告をしていただきまして、所得が無いという申告をして

いただきます。そうしませんと所得があったかどうか確認がとれませ

んので、あくまで均等割、平等割につきましては、満額請 求いたしま

す。申告で所得が無いと申告していただきますと、７割軽減、５割軽

減、２割軽減と軽減がつき支払うのも楽になります 。去年やりまして

今年やりませんと、保険料が３倍位上がります 。  

 

（議長）委員。  

 

（委員）国保の収納率が低い年代は、年金の収納率も低い。私が極端

のことを言わせてもらいますと、生活保護の人は、年金や医療費がい

らない。そこで一番収入が低い人達の現実はどうかと言うとぎりぎり

のところで保護を受けるかどうか迷っている年齢が非常に多いと思い

ます。そうするとモラルの問題なのか、精神的に 相互扶助で支えると

いう意識が薄れている。現実は今非常に厳しいものですから、６割を

上げるというのは、至難な業だと思います。行政としてはどうですか。  

 

（議長）ただいまの委員に対しまして、事務局の答弁をお願いします。  

 

（事務局）収納に関しましては、やはり公平で公正な負担となります

ので、私達は、払うものは払ってもらう。低所得者に関しましては、

先程言いましたように、７割、５割、２割の軽減があります。 払いや

すくなったこともありまして、現年度の収納率も上がってきておりま

す。繰越分の低所得者に関しましては、執行停止を実施 しております

し、財産調査をしっかりやっております。あくまでも私達は、公平に
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実施しております。納付相談で払えないという方が多いですけれども、

そういうときには、公的援助、先程言われましたように生活保護等を

含めて考え直したらどうかと助言しております。また 、多重債務者に

関しましては、消費生活センターに相談するようにということで対応

しておりますので、私達は、公平な負担と言うことでやらせていただ

いております。  

 

（委員）それしかないですね。良く解りました。  

 

（議長）公正、公平にやって頂くということだと思います。  

それでは、如何でしょうか。  

この件については、終了させていただきたいと思います。  

 以上をもちまして、平成２４年度第２回 国民健康保険運営協議会を

閉会したいと思います。  

 

 

この会議録は真正であることを認め署名する。  

 

  流山市国民健康保険運営協議会会長  


