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国保財政の現状と広域化問題～社会保障としての国保の健全な運営 
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はじめに 

ご紹介いただきました、神奈川県社保協の佐々木といいます。 

 今日のテーマは「国保財政の現状と広域化問題」ということですが、実は来年から国保

財政はがらっと変わります。都道府県単位化ということを聞いたこともあるかと思います

けれども、そこはしっかり押さえておいてください。来年４月から新しい事業（保険財政

共同安定化事業の１円単位か）が始まるということで、そこに向けてどうするかというこ

とが非常に焦点になっています。８月に学習会で都道府県単位化問題を２時間くらい話し

たことがありますが、本当に難しくて何が何だか分らないということもありまして、国保

財政の個々の現状についてお話はしますけれども、それがどう変わるかというのがこれか

らの焦点になってくるということをよく覚えておいていただきたいと思います。 

Ⅰ 国保財政の現状（全国） 

（１）国保会計はどのように構成されているか。 

  まず、国保財政の全国の現状です。国保会計はどのように構成されているかということ

です。これは皆さんもご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、少し復習も兼ねて、

現状を見てみたいと思います。国保財政は大変厳しいと言われていて、保険料の高さに跳

ね返ってきているということですけれども、本当にそうなのかということを見ていきたい

と思います。 

１）国保の勘定科目と財源 

  国保の勘定科目と財源ということですが、主な勘定科目は、【資料 1】に平成 23 年度と

24年度の市町村国保の収支状況が載っています。単年度収入には、まず「保険料」があり

ます。それから「国庫支出金」があります。国の場合は補助金として交付しているものも

あれば、義務的な負担金として交付しているものもあります。補助金は国の一存で増減す

ることができますが、負担金は決められた額を払わなければいけないわけです。そういう

ものを全部合わせて国が出すお金という意味で「国庫支出金」という名前になっています。

それから、「療養給付費交付金」というのは、医療費を払うために国がお金を出しているも

のです。厚生省時代から医療亡国論というものがありまして、80年代からずっと医療改革

を続けてきていますけれども、要は医療費が増えることそのものが問題ではなくて、それ

に応じた割合で補助金を出さなければいけないので、医療費が増えれば国の支出も増える
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ということが問題にされているわけです。 

 それから「前期高齢者交付金」というのは、70 才から 74 才の皆さんは当然国保に加入

されていますから、各保険者間の遣り取りをしています。「都道府県支出金」についても、

当然財源の投入を図るということで、今回プラス２％で９％の調整交付金になっています

が、そうした都道府県支出金というのもあります。 

 「一般会計繰入金」については、法定分と法定外分というのがあります。これは市町村

が出しているお金です。「共同事業交付金」というのは、保険者の皆さんがいろんな高額な

医療リスクに備えて共同で対応している共同事業というのが幾つかあるんですけれども、

その交付金をまとめて計上しているものです。「直診勘定繰入金」は、直営の診療所を持っ

て運営している沢内村の国保病院だとかですが、現在はほとんど無くなってきていますの

で、数字的にも非常に少なくなっています。 

一方、支出の方です。「総務費」は事務経費等々で必要なものです。次の「保険給付費」

ですが、医療費と保険給付費の関係は皆さんご存知のように、医療費は一般的には３割自

己負担で窓口で払いますから残り７割を保険診療ということで、保険から給付するわけで

す。だから医療費と言い換えても間違いではないんですけれども、その中で医療費の７割

分を保険として払う分が「保険給付費」という名前で計上されています。額的にも圧倒的多

数を占めています。24年度は、９兆２千億円になっています。 

それから「後期高齢者支援金」です。これはお互いに拠出して広域連合の方にお渡しす

るわけです。次に「前期高齢者納付金」というのがあります。収入の方でも前期高齢者か

らの支出金がありましたけれども、お互いに出し合って一定の条件に応じてまた貰うとい

う形を取っています。それから「老人保健拠出金」については、老人保健は廃止されまし

たけれども、まだ支出分が若干残っているということです。「介護納付金」というのは、介

護保険に収める 40才から 65才までの人達の納付金です。それから保険事業に対しても、

一定の支出をしていますので「保険事業費」というのがあります。それから先程申上げま

した共同事業、これは払うものもあれば、貰うものもあるということで、共同事業の拠出

金ですとか直診勘定、病院の方に出すお金とかもあるわけです。 

それで収支を見てみますと、平成 24年度の単年度収支は 574億円の黒字ということにな

っています。ただ、国の補助金の年度末の精算金はマイナス 94億円になっています。そし

て払うものを全部払ってしまった後の「清算後単年度収支差引額」が 480億円の黒字だっ

たということになっています。その下の欄に厚生労働省が大きく枠を設けて書いているの

が「決算補填等のための一般会計繰入金」というもので、3534 億円を差引きなさいといっ

ています。しかし、これは根拠がないんです。これで約 3000億円の赤字なんだといって、

国保は赤字だ赤字だといっているわけです。 

２）国保の収支状況 

以上国保会計の科目を概算の表で見ていただきました。今度は、【資料２】の平成 24 年

度決算書で収支状況を見てみます。保険料は、細かく見ますと一般分と退職分に分かれて

います。その中でもさらに医療費給付分と後期高齢者支援金分、介護納付金分とに分かれ

ています。平成 24年度の保険料は 1人当たり 87,155 円になっています。それから国庫支

出金は 92,015 円、療養給付費等交付金は 22,062 円、前期高齢者交付金は 91,577 円とい
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うことです。ずっと見ていただいて下の方に小計（単年度収入）という欄があります。そ

の後に、繰入金や繰越金があって収入の合計が出ています。 

 ここで見ていただきたいのは構成比です。国保会計の中でどういう科目が何パーセント

占めているのかということです。やはり保険料が 21.6％で約５分の１強になっています。

それから、大きいのが国庫支出金で 22.8％です。ですから、国保会計を改善していこうと

思ったら、保険料を徴収するか国の支出金を増やすかということになります。都道府県の

支出金もありますけれども、そんなには多くありません。前期高齢者交付金が増えるのか

減るのかというのも大きな影響を与えてくるということが分ると思います。他の科目はだ

いたい厚生労働省が定めた計算式に基づいて算出していますから、大きく変動するのはそ

ういう科目ではないかと思います。それから額的には少ないですけれども、繰入金の中で

市町村が出している法定内繰入については、決められている分のお金を出さなければいけ

ないということです。保険基盤安定の部分では、出産育児一時金だとか財政安定化支援金

だとか出しています。その他は、法定外の繰入です。これは市町村の意思で出したり出さ

なかったりできるというものです。こういうところを増やしていかないと収入が増えてい

かないということです。 

 支出で大きく占めているのは、当然のことですが約７割の保険給付です。支援金の後期

高齢者支援金や前期高齢者納付金についても、額的には幾らかということもありますけれ

ども、後期高齢者支援金は 12.6％を占めています。このあたりが非常に大きいわけです。

今、情勢的にいうと協会けんぽの方に負担を被せてしまうということで、国保にどうやっ

てお金をまわそうかという財源の一つとして総報酬割を入れています。今でも総報酬割は

半分入っているんですけれども、全部が総報酬割なっているわけではないんです。被保険

者割、つまり頭数で割って納めているということもあります。だから社会保険の方は、自

分のところの加入人数に応じて支援金を納めましょうという形になっています。それを所

得に応じて納めなさいというふうにすると、当然大企業の健保組合等々に入っているとこ

ろは、頭数では変わらないけれども支援金は増えてきます。それから公務員の皆さん、国

公共済に入っている方々の負担も増えます。ただ、健保組合の方は中小業者の皆さんが圧

倒的なので、今賃金は下がっていますから、こちらは減るんです。私も協会けんぽに入っ

ているので、だいたい 2100 億円くらい減るんです。私の保険料は下がるのかなと思ってい

たんですが、その分を減らさないで国が取り上げて国庫に廻そうというとんでもない話を

しているんです。要は肩代わりをさせようということです。 

 それで差引きとして単年度の収支差引額が出てきます。この中で基金積立金は、ご存知

のように基金を積立ています。この基金は、原資は保険料です。だから沢山積もうと思っ

たら保険料を多く徴収しなければならないということで、負担が掛かってしまうというこ

となんです。ですから財政的に安定するのが果たしていいことなのかどうかということで

す。収支がトントンであればいいわけです。その下に、前年度繰上充用金というのがあり

ます。これは、例えば、インフルエンザがどんどん流行ってしまったけれど、今期の予算

は今期の予算として組んだので３月 31 日になったら、出すお金が足りなくなりましたと

いう時に、翌年度の会計から引っ張ってきてお金を出すんです。そうすると、逆に翌年度

は本来あるべきものが無くなっているので、その分を入れなければならなくなるわけです。
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繰上充用金というのは、実際のところは収入として扱われてくる部分になっています。ど

ちらにしても、単年度で足りなくなったときに、多くの自治体がそういうやり方をしてい

るようです。全国の半数以上を占めているのが大阪ですけども。大阪の国保というのは、

大変な状況になっていまして、ここでいうと 1190億の半分以上が大阪です。だから自転車

操業みたいな感じです。法定外繰入金というのは、予算を立てるときに計上するわけです

が、繰上充用金というのは、年度末になったときに足りなくなったということで、翌年度

から借りてくるというものなので、当然支出の扱いなってきますから、差引きをするとい

うことで収支の差引額が 2618億 5９百万円になっています。 

３）国保会計を見る留意点  

  国保は 3500 億円の赤字だと厚生労働省は盛んに言っていて、今度の都道府県単位化の

論拠として厚生労働省が使っているわけですが、ほんとにそうかということを見てみたい

と思います。 

・国保は全国的には黒字－平成 24年度は 2618億円 

 今見ていいただいたとおり、平成 24年度は全国の国保会計は 2618億円の黒字でした。

ただ国保会計を考えるときに、単年度で赤字か黒字かということはあまり意味がありませ

ん。例えば保険料を高くすれば、幾らでも黒字にできてしまうわけです。保険料を少なく

すれば赤字なってしまいます。だから黒字だから良いとか、赤字だから悪いということで

はないんです。医療費の推計は大体３年間見積もってするんですが、それを過大に推計す

れば、当然支出はそこまでいかないわけですから黒字になるんです。保険料だけがボーン

と賦課されてきて、被保険者の皆さんが大変な思いをするんです。だから、単年度で赤字

か黒字かということはあまり意味がないと思っています。 

【資料３】は、平成 20年度から 23年度の全国市町村国保の決算状況を都道府県毎に並

べたものです。平成 20 年度は次期繰越金があります。平成 21 年度の収支から平成 20 年

度の繰越分を引けば 21 年度の単年度収支になるわけです。これは次期繰越金も含めての

収支ですから、次期繰越金を引けばその年度としてはどうだったのかということが出てき

ます。単年度でいうと当然黒字になっています。次の【資料４】では、表の上段は収入で、

下段が支出分です。平成 17 年度からずっと何並べてみると、毎年全部黒字になっていま

す。だから国全体でいうと国保は黒字なんです。だから厚生労働省は赤字だから大変だ大

変だといっているんですけれども、そんなに高い保険料を掛ける必要はないわけです。 

・各都道府県の会計状況 

 それでは実際に各都道府県の会計状況を見ていきたいと思います。【資料５】は、平成 22

年度の都道府県別の市町村国保会計の収支状況です。それぞれの項目に順位が書いてあり

ます。最初に全国的な話をして、それから栃木県の市町村の話に触れたいと思います。収

支は圧倒的に黒字ですけれども、ただ神奈川県なんかで見ると赤字になっています。それ

から福井県も赤字です。京都、大阪、それから高知、福岡、佐賀、熊本、沖縄が赤字にな

っています。こういうところは確かに赤字になっていますが、他の県はみんな黒字です。  

栃木県はというと、黒字ですが、一人当たりの黒字が 13,551円で全国順位が８位です。

保険料を集めすぎたんではないかということですが、それは勿論ありえます。真ん中の一

般会計法定外繰入は栃木県は 1 人当たり 1,676 円しか出していないので 40 位です。私の
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神奈川県なんかは全国２位の 16,858円です。それから、基金の残高は、栃木県は 18位で

高い方です。1 人当たり 15,046 円積んでいます。だから、県平均で保険料を 15,000 円下

げても問題ないわけです。赤字にもっていこうと思えばもっと下げられるわけです。 

平成 23年度はどうでしょうか【資料６】。赤字になっている自治体は確かにありますけ

れども、全国的には黒字になっています。全国平均の収支でいうと、1人当たり 6,571円の黒

字です。この年栃木県は 11位でした。一般会計法定外繰入は 34位、基金残高は 18位で、1人

当たり 14,110円です。 

平成 24年度【資料７】は、圧倒的多くの自治体が黒字になっています。栃木県は、順位

を上げて 10位になっています。法定外繰入は 39位で、市町村はあまりお金を出していな

いということです。ところが基金の積立額は 16位に上昇しています。 

こういうふうに見ると、栃木県だけではないんですが、収支でも黒字だし、基金も積ん

でいますということです。これが数値的に見ておかなければいけない点だと思います。で

すからこの法定外繰入のところと基金の残高のところを、市町村の中で国保会計を考える

ときには、医療費等々と併せて焦点になる部分の一つではないかと思います。 

 

（２）国保会計の分析はどんな視点で行うべきか 

 1）自治体の一般会計などの場合 

  それではこういう数値をどういうふうに見るかということですが、あくまでも私の私見

で、皆さんにこういうふうに考えなさいというわけではありません。どういう視点が良い

のかというのは、皆さんのところで考えていただきたいと思います。 

自治体の一般会計の場合、支出でいえば、払った税金が自治体の住民サービスの向上に

生かされているのかどうなのかという大きな視点がまず基礎になります。それから、無駄

な支出や不要な支出、不急な支出はないかということです。神奈川県なんかひどいです。

大型の大水深バース（注：大型コンテナ船が接岸できるような水深（15m 以上）をもったコン

テナ埠頭のこと）という物凄い海の底を掘ったものを整備しています。そんな大型船なん

か来ないんです。たまに客船が入ってくるぐらいです。川崎とかでどんどんやっています。

世界のハブ港にしようといったって、上海や香港に勝てるわけがないんです。昔、福井県

の巨大な釣り堀と言われたものもありました。それからリニアが走るということで、神奈

川も架かるんですけれども、何兆円かかるか分らないという中で、今医療や介護が大変な

時にやることなのかということです。神奈川県からリニア新幹線に乗ろうと思ったら、横

浜線というのに乗って橋本というところまで 40 分くらいかけて行かなければならないん

です。だったら新横浜から新幹線に乗った方が早く名古屋に着いてしまうので、そうする

とお客さんの奪い合いでしかないんです。リニアが増えれば、在来線の新幹線が減るしと

いうことです。そんな事に何兆円もかけるのということですが、規模の大小は別として、

市町村でもそういうような話が多分あると思うんです。昔は企業誘致企業誘致といって、

どんどんどん工業団地のようなところを造ったところもありました。一般会計を見る時に

はそういう考え方は当然必要です。 

 地方自治法を改めて見てみると、第一条に地方自治とは何かということが書いてありま

す。「地方自治の本旨に基づいて」ということで、地方公共団体の健全な発達を保障するこ
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とを目的とするということで地方自治体が存立しているわけです。第 1 条の２のところに

も「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として」と書いてあります。地

方自治体は何をするのかというのは、住民の福祉を図るというのが最大の任務、仕事とい

うことですから、当然予算もそういう方向で使われているのかどうかという角度から見る

ということが必要になってきていると思います。 

２）国保会計を見る留意点 ～ 一つ一つの数字の裏に「住民の生命と健康」がある 

  では国保会計の場合はどうでしょうか。今ずっといろいろな数字を見ていただきました

けれども、国保会計を見る留意点は、『一つ一つの数字の裏に「住民の生命と健康」がある』

ということです。保険料が 1 万円上がったという時に、これはただの 1 万円ではないんで

す。それを払う人がいる。払えなくなる人がいるということなんです。収入を上げようと

思えば、いくつかの項目を上げることができますけれども、保険料を上げるということは、

住民に負担を強いるということです。医療からの排除に繋がるということになってきます。

支出を削減するといったら、７割近くは保険給付ですから、そこを削減しなかったら効果

はないわけです。では、保険給付を削減するということはどういうことかというと、それ

は命を脅かされるということです。だから、国保会計の場合は、一般の市町村の財政等と

は別に一つ一つの数字に住民のいのちと健康があるというところがあって、そういう角度

からこの数字を削っていいのか悪いのか、どこを減らさなければいけないのかということ

を考えていく必要があるのではないかということです。 

 皆さんご存知のとおり、日本の医療費は本当は高くないんです。先進資本主義国 OECD

内では日本の医療費は低いんです。それは何故かというと、国民皆保険が果たしてきて役

割というのがあって、保険証 1 枚で何時でも何処でも誰でも医療にかかれる、横文字でい

うと「フリーアクセス」ですが、やはり早く受診するから早く治るということです。早期

発見・早期治療、癌なんかは特にそうですけれども、そういうところに位置してきたわけ

です。アメリカではなかなか皆保険制度が作れないわけですが、そこが日本とは大きく違

うんです。そこにＴＰＰが入ってくれば、これが壊されてとんでもないことになってきま

す。そういうことで、それが数字として反映されているのが国保会計なわけですから、そ

ういう視点でものを見ていく必要があると思います。 

 【資料８】は、組合国保が作ったパンフレットの写しです。このグラフでは、縦軸が年

間の医療費の額で、横軸が年齢区分になっています。30代は全体として医療費は少ないで

す。年代別に４つの棒が並んでいますが、一番左側がこの 10 年間 1 度も健康診断を受け

なかった人の医療費です。それから 1 回から 3 回という人、4 回から 6 回の人、そして一

番右側が 7回から 10回の人です。実は、これは建設の国保組合ですけども、昔 10割給付

をやっていたんです。国保法の本則上は３割自己負担ということになっています。それを

組合が補填して 10割給付でやっていました。だからずっと医療に対する関心が高くて、今

は厚生労働省からいろいろと責められて 10 割給付は撤退しているんですけれども、一部

償還払いということにしてなるべく 10割近い形でやっています。 

厚生労働省は、病院に罹りやすくなると医療費は増えるということでペナルティーを課

しています。例えば、子ども医療費の助成制度だとか重度障害者の助成制度、一人親家庭

の助成制度などみなさんの住んでいる市町村でも必ずやっていると思うんです。これをや
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っていると、それは余力があるということで、厚生労働省はペナルティーをかけて調整交

付金を削ってくるんです。医療費波及増調整といいます。医療費がどんどん波及していく

のでそれを調整するんだということで、補助金を削ってくるんです。それは、10割給付な

んてやっていれば、直ぐに病院に行きやすくなる。子ども医療費が無料なら、ちょっと風

邪を引けば直ぐ病院に連れて行く。だからペナルティーをかけるということなんです。 

本当にそうなのかというと、そうではないんです。グラフを見ていただくと、70代の人

は全体として 1人当たり 70万円から 80 万円くらいかかっています。一番右側の棒グラフ

は、ほぼ毎年健康診断を受けている人ですが、上昇率は低いです。健康診断を受けたり、

病院に掛かったりすることができればできる程医療費は安くなるんです。これはデータで

証明されています。厚生労働省は、病院に行き易くなれば医療費が上がるということを 1

回でも証明した事があるかというと、残念ながらありません。勝手に言っているだけです。 

皆さん東京の日の出町を知っていますか。ここは老人医療費の無料化制度をやっていま

す。ここは医療費が下がっています。年寄りがサロンで病院に行っているなどと言われて

きましたが、そうじゃないんです。実態の数字としてはちゃんと医療のアクセスが良けれ

ば良い程医療費が下がるというデータです。この国保組合の各支部ごとの受診率の平均は

43.7％で、皆さんの市町村の受診率よりもはるかに良いと思います。だから、本当に今や

るとすれば、３割自己負担を止めて、お年寄りになったら少なくとも無料で医療にかかれ

るというふうにすれば、むしろ医療費は下がってくるんです。それが本来の意味の医療費

の適正化なんです。アクセスを阻害して病院に行かせないとかベットを削って入院させな

いようにするだとか、保険診療を狭めてしまうとか、そういうことをやると、逆に重症化

してしまって医療費がどんどん高くなってしまうんです。国保の会計で何故医療費との関

係をお話したかというと、都道府県単位化と関わる話なので少し触れてみました。 

 

（３）国保は社会保障 

  今お話ししたことは、国と都道府県は国保の健全な運営に責任を負うんだよということ

です。国保は社会保障だということです。皆さん何故国保は社会保障だと思いますか。何

となく医療や介護や年金などは社会保障だと思っているのではないでしょうか。それは正

しいです。社会保障です。ところが、医療保険というのはタイプ別で幾つくらいあると思

いますか。社会保険、それから共済、国民健康保険、後期高齢者、大きくいえばそういも

のです。保険者ごとにいえば、船員保険だとかいろいろあります。国民健康保険を運営す

る根拠は国民健康保険法という法律です。社会保険は、健康保険法という法律に基づいて

運営しています。後期高齢者は高齢者の医療の確保に関する法律に基づいています。 

 法律の条文を見てみます。国民健康保険法第 1 条は、この法律の目的で「この法律は、

国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与する

ことを目的とする」と書いてあります。国保は社会保障に寄与する制度、寄与しなければ

ならない制度だと、つまり国保は社会保障ですよと明確に書いてあるわけです。 

 同じく国保法第４条では国及び都道府県の義務を規定していて「国は、国民健康保険事

業の運営が健全に行われるように努めなければならない。」とかいてあります。だから赤字

で遣り繰りができなくなるようなことをしてはいけないわけです。第２項では「都道府県
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は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければいけない」

と、指導責任も含めて書いてあります。だから明確に国保の運営や指導については、国や

都道府県が責任をもってやらなければならないということです。当然、背景として財政投

入も含めてということになってきます。法律にそう書いてあるわけです。 

 今よく「助け合いの制度」といいます。市町村国保のホームページを開けると、横浜市

などは「国保は助け合いの制度です」と堂々と書いてあります。助け合いというと、一般

の国民からすると、良いことだと思うんです。普通一般では、助け合いというのは良い概

念だと捉えますけれども、国保は助け合いの制度ではありませんということをこれからお

話したいと思います。 

 「国保は社会保障」だという意味は、「助け合いの制度」（＝国民同士が負担し合う制度）

などではなく、「給付と負担の公平」（＝給付に見合う負担を求める給付と負担の均衡論）

との概念でとらえることは誤りであり、国が財政的責任を負いお金のある無しで差別され

ない制度ということです。数ある医療保険制度の中で、社会保障だと規定しているのは国

保だけです。 

 健康保険を運営している健康保険法では、第 1 条の目的に「国民生活の安定と福祉の向

上に寄与する」と、これ自体は良いことが書いてあります。第２条の基本理念では「運営

の効率化、給付内容と費用負担の適正化、受ける医療の質の向上を総合的に図り」と書い

てあります。給付をしますから社会保険なんだけれども、加入者、保険者の皆さんが、ど

ういう医療を受けさせるのかということによって「効率化、適正化、質の向上」というの

が文言としてあるんです。社会保険は社会保障だと書いてある文言はありません。 

それでもまだ社会保険は良い方です。極めつけは、2008 年から施行された後期高齢者医

療制度です。高齢者の医療の確保に関する法律の第 1 条目的では「この法律は、･･･医療費

の適正化を推進するための計画の作成、･･･国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者

に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために

必要な制度を設け、･･･」ということで、高齢者の医療費の適正化を図るのが目的ですよと、

つまり医療費抑制の制度ですよと書いてあるわけです。 

小泉構造改革の時に、医療費抑制で何をやったか思い出してください。三本柱が出まし

た。一つは、75才以上だけを区分して独立の保険にして自分達がどれくらい医療費を使っ

たか、どれ位負担しているのかを明らかにさせるということで、後期高齢者医療制度を作

りました。二つ目は、メタボ健診です。それまでは自治体の一般検診をやっていたわけで

す。国民の健康を考えてくれるなら、あの健診項目にメタボ健診を加えるだけで良いのに、

それを止めてしまって、腹囲がどうしたとかに特化したわけです。確かにこれで糖尿病に

なったりとかということがありますが、厚生労働省は１件 4 百万円という高額なレセプト

を分析して、何だといったら、生活習慣病だと、その原因はメタボだということで医療費

抑制のために特定健診をやっているんです。三つ目は、療養病床の削減です。介護病床全

廃、医療病床を 23 万床削減だとか出しました。だから、後期高齢者医療制度は高齢者の医

療費抑制のために作ったということを露骨に法律に書いてあるわけです。それで、費用負

担も国民が連帯して負担しろなんです。第２条の基本理念では、「国民は、自助と連帯の精

神に基づき、･･･高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする」と、費用負担は
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国民同士ですべきだと規定しています。ふざけんじゃないよと言いたいですね。国の責任

はどこにいったという話です。 

・社会保保障とは何か 

  それでは社会保障とは何んなのかということです。 

 憲法 25 条は皆さん読まなくても分ると思います。憲法原則というのは、必要・充足・応

能負担です。負担は能力に応じてする。給付は必要に応じて行う。これが憲法原則ですね。

戦後日本国憲法が作られましたが、それを受けて当時の厚生省が日本の社会保障制度は何

だということを勧告したんです。通称「50 年勧告」と言われているものです。それは『い

わゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮

の原因に対して、保険的方法または直接の公の負担において経済的保障の途を講じ、生活

困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛

生および社会福祉の向上を図り、もって、すべての国民が文化的社会の成員たるに値する

生活を営むことができるようにすることをいう。』ここに出てくる言葉、アンダーラインが

引いてありますけれども、ちゃんと国の責任、財政責任も含めてやるんですよと書いてあ

ります。何故こういうものを作ったかということです。日本国憲法を公布したということ

は、それまでの野蛮な天皇制軍国主義だった日本が近代国家の仲間入りをするということ

を世界に宣言したわけです。これから日本は文明国として生きますよということで、高ら

かに日本国憲法として世界に発信したわけです。では、少なくとも文明国の成員たる国民

の生活水準というのは、どのくらいなのということです。バラックに住んでヤミ米を食べ

てというのが健全な水準ですかということになるわけです。お風呂にも入れない。それで

文明国の国民といえますかということです。だから少なくとも、日本が文明国というので

あれば、文化的社会の成員に値する生活を保障しなければなりません。それを保障するの

が国の責任で、当然お金も投じてやるんですよと。それが社会保障ですと書いてあるわけ

です。 

朝日訴訟については皆さんご存知かと思いますけれども、朝日茂さんが僅かな仕送りを

貰ったというので生活保護を切られたということで裁判に訴えました。その時の東京地裁

の判決文では、『最低限度の生活水準を判定するについて注意すべきことの一は、現実の国

内における最低所得層、例えば低賃金の日雇い労働者、零細農漁業者等いわゆるボーダー

ラインに位する人々が現実に維持している生活水準をもって直ちに生活保護法の保障する

「健康で文化的な生活水準」に当たると解してはならないということである。』といってい

ます。今生活保護基準をだんだん下げていますけれども、これも十分位階級を一番下の階

層とみて、消費動向を調べて何か生活保護基準が上じゃないかといって切っちゃったわけ

です。一番下の層をもって、それが健康で文化的な水準に当たると解してはなりませんと

いっているんです。次に、『その二はその時々の国の予算の配分によって左右されるべきも

のではないということである。予算を潤沢にすることによって最低限度以上の水準を保障

日本国憲法第 25条 

一、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

  二、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及   

   び増進に努めなければならない。 
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することは立法政府としては自由であるが、最低限度の水準は決して予算の有無によって

決定されるものではなく、むしろこれを指導支配すべきものである。その意味では決して

相対的ではない。』つまり、予算があるからこれだけの給付水準をあげましょうとかという

ことではなくて、逆に、これだけの給付水準を確保しなければならないからこれだけの予

算を確保しなければならないよと。つまり、生活保護の水準つまり社会保障の水準が自治

体、国の予算を規定するんですよということです。 

３番目です。『その三は「健康で文化的な生活水準」は国民の何人にも全的に保障されね

ばならないものとして観念しなければならないことである。国が生活保護の種類として医

療扶助、教育扶助を規定し、この両者の制度があるからといって健康で文化的な生活を保

障したと解するのは無意味であり、いかなる生活形態をとるにせよ、その生活自体が健康

で文化的な生活といい得る要素をもたねばならないことは明らかである。』 

当時の行政の判断と司法の判断、これが社会保障に対する判断なんです。これが戦後日

本が出発した時の社会保障の原点といわれています。理念としては、現在はもっと発展し

ていまして、人権としての社会保障とか権利としての社会保障と私たちは言っています。   

国民健康保険は、法律に社会保障だと書いてある唯一の医療保険制度です。だから先程

言った通り、国保の会計を分析したり見たりするときに、どういう立場で見なければいけ

ないかというところは、是非皆さんに考えていただきたいなと思います。 

Ⅱ 栃木県内の市町村国保の現状 

（１）国保の収支状況 

１）市町村国保の収支状況  

 栃木県内の市町村国保の現状ということですが、国保の分析をするときには、地域の利

用実態だとかが分らないと判断しかねる部分があります。例えば、神奈川の場合は 11の二

次医療圏がありますが、その中の５つが県の病床基準を満たしていません。だから病床数

が足りないわけです。それから救急車なんかも、多摩川を越えて東京に搬送するという実

態もあります。医師・看護師数は全国最低です。千葉、埼玉といつも最下位争いしている

んです。去年対県交渉したときに、県の担当課は看護師数が下から２番目に上がりました

と堂々と言っていました。医療保険というのはそういうところと関わるため数字の上での

説明に留まることになりますので、皆さんはこの数字を見て栃木の医療実態に即して実際

に分析してみてください。 

 最初に、国保の収支の状況のところを見ていきたいと思います。【資料９】は、平成 22

年度の栃木県内市町村国保会計収支です。栃木市と西方町がこの後合併するので小計欄に

合計を出しておきました。加入世帯数や被保険者数でだいたい自治体の規模が推計できま

す。収支でみますと、１人当たりの黒字額が１番大きいのは野木町の 43,087 円です。２番

目は那須塩原市、３番目が市貝町というように収支の状況がわかると思います。1 人当た

りにするとこれだけの黒字になっているのが実態だというごとです。一見すると、神奈川

などと比べると、運営自体はある程度健全ではないかという実感を受けるんですけれども、

栃木は一般会計の法定外繰入が余りされていません。皆無の自治体が多く半分以上やって

いないということです。やっているところも僅かです。栃木市は１人当たり 121円ですし、

さくら市も 143円です。繰り入れといえる程の額ではないですね。年度末にお金が足りな
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くなって繰上充用をやっているところはありません。だから基金をどんどん積んでいます。

栃木県平均で 1人当たり 15,782円です。１番積んでいるのが塩谷町の 57,000円です。合

併前の西方町が 78,995円、下野市でも 50,386円です。基金を積むなら保険料を下げろよと言

いたいです。 

 【資料 10】が平成 23 年度です。やはり市町村単位で見ると健全運営です。収支は全部

黒字ですし、法定外の繰り入れをしなくても黒字になっています。それから基金の残高も

栃木県平均で 14,000 円台になっています。ただ、壬生町は取り崩しかなんかしたようで、

1人当たり６円になっています。取り崩すなら全額取り崩してやればいいとも思いますが、

自治体の姿勢やいろんな状況があるんだろうと思います。ここでも基金残高が１人当たり

５万円を超えているところがあります。塩谷町は 9万２千円にまで上がっています。前年は５

万円台でした。どうしてこんなに積むんだろうか不思議です。 

 【資料 11】が平成 24 年度です。総じてこの年もやっぱり黒字です。毎年毎年黒字で運

営されているんです。だから法定外繰入も余り必要がないんですね。で、基金もしっかり

と積んでいる。全国平均でいえば、10位～11位レベルの積立をやっているわけです。これ

だけでも栃木県内の自治体のあり方というのが見えてくる気がします。 

２）市町村国保の保険 

 【資料 12】は行政側で作った資料ですが、平成 24 年度の 1 世帯当たり保険料の調停額

と 1人当たりの調停額、収納額です。世帯でも個人でもいいんですけれども、対前年比が

100％を超えるようなところが佐野市や上三川町など結構多くあります。対前年度比で減

っているのは、保険料が減っているということではなくて収入として減っているというこ

とです。 

【資料 13】は、県内の代表的な３市町の保険料を計算してみたものです。宇都宮市は県

庁所在地ですから被保険者数が 1番大きな自治体です。市の中で小さい市を一つというこ

とで大田原市を選びました。もう一つは、町の規模で平均的な被保険者数で上三川町を選

びました。上三川町は、実は規模だけではなくて問題だというところがあったので数値を

計算しました。ホームページの資料では、本年度と前年度しか出ていませんでしたが、デ

ータがあれば何年分でも追うことができます。それぞれの市町には減免制度があるんです

けれども、それを度外視して保険料規模を比較するということで見てもらいたいと思いま

す。 

所得が 200万円あるいは 300万円、単身世帯と４人家族でのケースです。この場合はお

そらく減免はかからないはずです。税率は上の方で「保険税率」と書いてあるところです。

「医療分」と「支援分」と「介護分」で計算して合計したのが保険税として請求されるも

のです。皆さんが自治体と交渉して、医療分を下げましょうと言ったとしても、国の計算

式で介護支援金が上がってしまう、後期高齢者の支援金が上がってしまうということにな

ると、保険料は上がらざるを得ないんです。ですから、保険料を下げるためには単純に医

療分だけではなくて、この支援分、介護分がどうなるかというのも見ておく必要がありま

す。作年、逗子市というところが、頑張って 500円医療分を下げたんですが、支援分の額

が計算上で上がってしまいトータルでは引き上げになってしまいました。だから、保険料

を見るときには、実際の医療に対応する分だけではなくて、後期高齢者医療制度に収める
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支援の部分と介護の方に納める部分を加えた保険料として請求されているということを見

ておいていただきたいと思います。 

「40 歳単身者、所得 200 円」です。40 歳は介護保険料が入ってくる年齢です。所得が

200 万円というのは給与収入でいうと 311 万 6,000 円というところです。月額でいうと、

26 万円くらいです。こういうレベルです。宇都宮市の税額を計算すると、平成 26 年度で

は、262,166 円になります。25 年度は、247,280 円です。一番上の表にこの料率が計数で

書いてあります。宇都宮市の場合は所得割と均等割、平等割の３方式で保険料を計算して

います。資産割を入れていません。これで見ると、所得割を 25年度の６％から 26年度は

6.36％に上げています。支援分も 2.35％だったのが 2.55％に上げています。介護分も

2.05％から 2.07％になっています。均等割は 1人当たり 23,300 円から 25,900 円に上がっ

ています。平等割（世帯割）は、医療分は 20,000円から 19,000 円にこちらは下がってい

ます。ところが支援分のところを見ると、均等割も平等割も上がっています。介護のとこ

ろも上がっているわけです。それで全体として保険料を上げています。 

同じく大田原市では、25 年度で 294,000 円だったのが 25 年度には 257,000 円に４万円

くらい下がっています。皆さんの運動で市町村が動いたということでしょうか。それから

上三川町は、所得が 200 万円、年収で 311万円くらいの人が、26年度で 319,420 円の保険

料を払うんです。これはひどいです。これに所得税や住民税が課税されるということにな

ってくるわけです。とんでもないですね。 

負担率を右側に出しておきました。「旧ただし書き」というのは、総所得金額から住民税

の基礎控除分の 33 万円を引いて保険料を計算したものです。この場合は所得 200 万円で

すから、33万円を引けば 167万円になります。この 167万円に、例えば宇都宮市だったら

0.0636を掛けると所得割の金額 106,212円がでてきます。均等割というのは加入者 1人当

たりですから、夫婦で入っていれば２倍になります。子どもさんなど４人いれば４倍にな

ります。平等割というのは、世帯単位ですから必ずプラスされます。それから、上三川町

は資産割を入れています。資産割というのは、固定資産税の税額にこの率を掛けたもので

す。都市計画税だけというところもありますけども、保険料を計算するためにここでは固

定資産税額を年額 10万円としました。 

そういう計算式で、こういう金額になるわけです。旧ただし書き所得に対する負担率は、

上三川町は平成 26 年度で 19.13％と２割近く、平成 25 年度は２割を超えていました。総

所得 200 万円に対しての負担率も高いですね。 

では所得が 300 万円だったらどうか、年収でいうと 423 万円くらいです。月額 25 万円

で夏冬ボーナスが出ますという感じです。その場合、上三川町では年間の保険税額が 50万

円近くになっています。 

夫婦とも 40 歳以上で奥さんが働いていない場合で所得が 200 万円の場合、先程の単身

の人が家族４人を抱えて暮らしていると思ってもらえばいいんですけれども、そうすると、

この表のような金額（26 年度、宇都宮市 379,766 円、大田原市 422,050円、上三川町 442,420

円）になってきます。所得 200万円というのは年収で 31１万 6,000円ですよといいました

が、宇都宮市でも保険税でこれだけ取られたら生活するのは大変じゃないですか。今非正

規労働者がどんどん増えていますから、所得が 200万円というのは全国的にはザラです。
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ですからありえない話をしているわけではないんです。同じく所得が 300万円の場合も計

算しておきました。 

この表を見ると総じて保険料が非常に高いです。ちなみに神奈川県では、市町村の保険

料格差はどこでもあるんですけども、40 歳単身の所得 200 万円の場合、逗子市では 15 万

数千円です。湯河原町は 35万円です。ひどい格差です。これは栃木県全体としても問題に

していく必要があるし、これから都道府県単位化で正に県単位でということになるので、

そこを考えていかなければなりません。 

【資料 14】は 1人当たり保険料の所得に対する比率は全国的に見るとどうなのかという

ものです。栃木県は、全県的な所得でいうと 983,000 円です。ここから 33万円を引いた旧

ただし書き所得は 653,000 円になります。栃木県の平均保険料は 89,203 円です。総所得に

対する比率は、9.07％になります。全国で 14位です。東京都は 1人当たり所得が 1,224,000

円で保険料は 84,866 円です。絶対額としては高いですけれども、所得比率は 6．82％です

から栃木県より安いということができます。ですから栃木県の 9.07％というのは、すごく

高いというのが分るかと思います。ちなみに一番悪いところというか高いところ、47位は

徳島県です。平均所得が 752,000 円で保険料が 80,743 円、絶対額は栃木県よりも低いです

けれども、所得比率は 10.74％と 10％を超えています。 

3）保険者別・地域別指数 

 【資料 15】は「年度別・保険者別地域差指数」です。これは医療費の指数ですけれども、

表の下に注記がありますが、「実績給付費を基準給付費で除した数値のことで、年齢構成に

よる市町村間の違いを除き、全国平均 1.000 に対し、当該市町村が高いか低いかを表すも

の」ということです。１より低ければ医療費が低く、１より高ければ当然高くなります。

表を見てもらえば分るように、平成 19年度から平成 24年度までだいたいどこの市町村も

1より低くなっています。矢板市や岩舟町が 1を超えている年がありますが、23年度、24

年度は全市町村が 1より低くなっています。これは、医療費が掛らない県ということです

が、余りよいことではありません。つまり、医療機関がないとか、入院とか通院ができな

いかということが背景にあるということになってしまいます。そういう意味で、逆に病院

が足りないとか本当は病院に行きたいんだけれども我慢しているとか、そういう人たちが

大勢いるんではないかと思われるところです。 

 こういう数値を見るときに、地域の医療実態とかを知っていないとこの数字が良いのか

悪いのかということの分析はできません。栃木県の人はみんな健康で幾つになっても元気

溌剌でやっているということなら良いことなんですが、そうではないんではないかという

感じがします。ですから医療費が低い安いということが、決していいことではないという

ことです。きちんと病院に掛れるようになっていれば高くなるのは当たり前です。高いと

いうのは、命を守るということに繋がってきます。 

 

（２）栃木県国保の特徴 

 私の感想ということで栃木県国保の特徴を挙げてみます。一つは、医療水準が非常に低

いということです。これは関東６県共通のことです。ただ栃木県は全国 44位という非常に

低い県です。二つ目としては、法定外繰入が少ないということです。これは関東６県中最
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低です。全国で 28位で、真ん中より下です。ちなみに神奈川県は全国２位です。三つ目は、

普通調整交付金が少ない、全国 36位です。ですけれども基金を積んで黒字になっているわ

けです。ということで四つ目の特徴は、1 人当たりの保険料が非常に高いということです。

関東６県中２位です。全国的に見ても６位です。神奈川県は平均保険料が関東で１番、全

国で 3 位です。五つ目は、保険料水準が高いということもありますけれども、収納率が悪

いということです。2012年度で 87.88％と全国 44位です。つまり、収納率が悪いけれども

やっていける、黒字になっていて、基金までちゃんと積んでいけるということは、保険料

が相当高いということです。 

 以上のことをまとめると、栃木県国保の特徴としては、「医療費が低く、保険料が高く、

収納率が悪い」県だということがいえると思います。 

 私の話はあくまでも参考で、皆さんのそれぞれの地域の医療実態に合わせてこの数字は

どういう結果でこうなったのかということをそれぞれ分析していただくのが一番適切だろ

うと思います。 

Ⅲ 2015 年度の予算編成に向けた主な留意点 

 財政構造が来年からガラッと変わるという話をしましたけれども、次に 2015 年度の予

算編成に向けての主な留意点についてお話したいと思います。 

（１）支出に関して 

 支出に関しては、３年間の医療費の動向から推計する医療費の伸びを適正に見ているか

どうかということです。これには計算式があるんですけれども、それを過大に見込んでい

たら当然保険料を下げることができるわけです。保険料を決める前に開かれる運営協議会

などにも出ていって傍聴するなり、委員になっている方はどんどんやっていただければと

思います。この推計の度合いで、保険料が大きく変わってきます。 

二つ目としては、支出に大きな影響を与える項目が正しく推計されているかということ

です。具体的には、後期高齢者支援基金、介護納付金、前期高齢者支援金です。こういう

ところも計算がちゃんとされているのかどうかということです。国の方でデータをシミュ

レーションするようになってきていまして、以前は各市町村の担当課がやっていたんです

が、だいたいその係数を使うことになっています。ただ先程申上げたような実態があるの

で、自分のところはもう少し下げるべきだということで運動ができると思いますので、そ

ういうところにも注意を向けていただければと思います。 

それから基金の積立ですが、３年間の保険給付水準の３～５％とされているわけですけ

れども、本当にこれだけの基金が必要かどうかということです。原資は保険料です。そんな

ところに注意して次年度予算についてやり取りをされてはどうかと思います。 

 

（２）収入に関して 

 まず、国の定率補助 32％が正しく推計されているかどうか、過小評価されていないかど

うかということです。収入を低く見積もれば、当然保険料を高く設定しなければならなく

なってきます。 

 次に、保険財政共同安定化事業の１円単位化が 2015年４月１日から始まります。全ての

医療費を共同事業としてやろうということです。大きく二つの共同事業があります。一つ
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は、高額医療費共同事業で、一件当たり 80万円を超えるようなレセプトなど、高額医療費

が突然出てしまったようなとき、払うお金がなくなりますので、市町村がお金を出し合っ

て高額医療費に備えるように共同で対処している事業です。お互いに県に対して拠出金を

出し合って、自分のところで高額の医療費が必要になったときに、そのお金で対応すると

いうことです。もう一つは、保険財政共同安定化事業で、30 万円を超えて 80 万円までの

医療費についてです。これは既にやっている事業ですが、主旨は同じです。この 30万円の

下限を切ってしまって１円から全てを共同事業にしましょうということになると、全てが

青天井で全部の医療費が共同事業になります。そうすると、各市町村は自分のところで例

えば100万円の医療費が掛かったから 100万円を払いましょうということにはなりません。

県に対して 90 万円を拠出すると、県が 100 万円を払ってくれるわけです。都道府県から

調整交付金がきますが、拠出金が 90万円で調整交付金が 100万円だと 10万円のプラスで

す。でも、拠出金が 90万円で調整交付金が 80万円だと 10 万円の赤字になるわけです。こ

れによって保険料が大きく変わります。 

 この点に関しては、平成 24年に国民健康保険法が一部改正されています【資料 16】。問

題は、施行期日です。（1）財政基盤強化策の恒久化及び(2)財政運営の都道府県単位化の推

進は平成 27(2015 年)年 4月 1日から実施ですけれども、(3)都道府県調整交付金の割合の

引き上げと(4)その他は平成 24(2012 年)年 4 月 1 日から施行されています。(3)は都道府

県調整交付金の割合を引き上げるということと共同事業を実施するということです。 

神奈川県で、その時々の医療費を国がいうような形で調整した場合にどうなるかという

のを調べてみたんですが、平成 24年度のデータでは、33 自治体のうち 22の自治体が拠出

超過になりました。保険料がドーンと上がるわけです。2015年４月からこれが始まります。

ですから今のうちに、いろんな対策を打っておかなければならない話なんです。 

 既に県と市町村とはやり取りをしています。厚生労働省は、保険財政共同安定化事業に

対して調整をかけなさいと言っているんです。高額医療費共同化事業も同じように拠出金

を出してやっているわけです。それで、神奈川県はその事業も一緒に調整したときにどう

なるというのをやりました。  

この図で、「交付金」は市町村が受け取

る交付金です。「拠出金」というのは「都

道府県調整交付金による支援」と書いてあ

るところまでの高さの部分です。拠出金の

ほうがずっと高いわけです。つまりこの交

付金より高い部分が赤字になるわけです。

こういう場合、厚生労働省が今案として出

しているのは、交付金の１％を超えた部分

は都道府県が調整交付金による支援をし

ていいですよといっています。それによっ

て赤字を１％に押さえられるわけです。と

ころが、今調整交付金は９％になっていま

す。国の定率負担を 34％から 32％に下げて、その代り都道府県のところを７％から９％に
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上げたわけです。９％のうちのだいたい７％は定率補助に使い、残りの２％が財政調整と

いうことです。つまり、言うことを聞いたところに沢山出しましょうということをやって

るんです。これについて大阪の橋本市長は対応がひどく、法定外繰入を無くしたりしたとこ

ろには沢山出しているんです。都道府県単位化をどんどん進めようということです。赤字補填

なんかをしているところは、駄目だということをやっているんです。 

国はこういう案を示しているんですけども、実は今は３％が都道府県の裁量としてやれ

る分として自由に使える金があるはずなんです。だからそれを使えば、交付金の範囲を押

さえられるんです。９％というのは凄い額ですから、その中の３％分、３分の１を使える

わけです。これを来年までに市町村にどういうふうに（配分）していくかという話になっ

ているんです。 

 先程、神奈川県では 22市町村が拠出超過といいましたが、神奈川県の場合は、高額医療

費共同化事業も一緒に全部まとめて調整の対象にしましょうということでやっています。

そうすると２自治体くらいが拠出超過で、あとは現行どおりトントンになります。今そう

いうことで、市町村とやり取りをしています。だから栃木県も今やっているはずです。 

神奈川県では「保険財政共同安定化事業における交付金は、超高度医療費共同事業費分

を抜き、被保険者数割 50、実績報酬割 50 で算出」としています。50％は被保険者数、頭

割ですね。残り 50％が医療費に応じてということです。ところが厚生労働省はそうではな

くて、所得割りを入れなさいと、所得に応じて按分していいですよといっているんです。

財政力があるところは払えるわけですが、低所得者しかいないようなところは、拠出でき

なくなるので、そこには沢山調整交付金をあげようということで所得割を入れてもいいで

すよということになっています。これは都道府県の判断でやっていいことです。例えば被

保険者数割 50、実績報酬割 25、所得割 25というような形だとか、そういうことをやるこ

とによって調整交付金が多く来るのか拠出金が多くなるのかが決まってくるわけです。こ

れを市町村とよく詰めていかないと４月１日からとんでもないよという話になってしまう

かもしれません。 

 そういうことで、2015 年４月１日から医療費の給付部分が完全に都道府県単位化、つま

り全県 1本で医療費を払う、それは拠出金として各市町村が分担するという仕組みが始ま

ります。2017年度からは、拠出金だけではなくて県が財政責任を負い、市町村がどんな任

務を負うかといのは現在議論の最中ですけれども、ただ栃木県の福田知事さんは全国知事

会のこの問題の責任者ですが、私と同じ考え方を持っていて、国の財政投入がなければ実

施できないと頑張ってもらっています。非常にいい方向なんですが、国はなかなかお金を

出そうとしないんです。本当は消費税絡みなんですが 2200 億円まず投入しますといって

いるんですが、まだ 500 億円しか出していません。残り 1700 億円をどうするんだというこ

とで、みんな怒っているんです。それで知事会と厚生労働省で協議しているんですけれど

も、目処が立たないんだったら知事会は協議から離脱するというところまで来ていて、そ

の先頭に立っているのが福田知事さんです。本当に頑張ってもらいたいです。 

Ⅳ 国保の国庫負担削減の経過と根本的解決への道 
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（１）1984年における国保への定率国庫負担 の削減 

 1984 年に国保への定率国庫負担の削減が行

われました。1984 年までは、真ん中の棒グラ

フのように医療費全体の 45％補助が出ていま

した。左が医療費 100％とした場合です。そし

て 1984 年に国保法の改悪が行われ、その結果

として医療費の 45％ではなくて保険給付費の

50％補助となりました。保険給付費というの

は自己負担が３割ありますから医療費の 7 割

です。それの 50％ですから医療費の 35％にな

るわけです。つまり 10％下げたということで

す。これで各市町村国保の財政が大変になったんです。 

 

（２）市町村国保に対する連続した国庫負担の削減 

 その後、1980年代には医療費の定率国庫負担が、高額医療費の部分はお金が出てくる部

分があるので 35％を少し上回り、実態としては 45％から 38.5％になってしまいました。

それから退職者に対する医療給付の補助金も国庫負担をゼロにして被用者保険に負担を転

嫁しました。そして、臨時財政調整交付金

を廃止しました。 

1990年代は、事務費に対する国庫負担

の廃止、保険料軽減への国庫負担 10分の

10を廃止して市町村４分の１都道府県４

分の３としました。それから助産費補助

の国庫負担３分の１を廃止して定額負担

にしています。 

2000年代には、医療費の定率国庫負担

を 38.5％から 33％に下げました。現在は

これが 32％まで下がっています。どんど

んどんどん国の補助金を下げてきていま

す。そして国保総会計に占める国庫負担

の割合は、1984 年度の 49.8％から 25％

まで下がってきています。 

・市町村国保の総収入に占める国庫支出金の割合の推移 

グラフにあるように国庫負担率が、左上から右下にドーンと下がっていることが分りま

す。逆に左下から右上にドーンと上がっているのが 1人当たりの保険料です。要するに国

の補助金を下げた分だけ保険料がどんどん上がってきているということです。 

 

（３）厳しい国保財政の根本的な解決には、国庫負担の増額が必要 

 それで、私たち社会保障推進協議会としては、この 1984年の水準に戻せといっているん
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です。国庫負担を 1984年以前の「医療費の 45％」に戻せば、1.2兆円の財源確保が可能に

なります。全国ベースで法定外繰入れが 3500億円ありましたが、国は市町村が出している

ものを出してはいけないものとして位置付けて、それを差し引くので 3500 億円赤字だと

なるわけですけども、実際は赤字ではないわけです。社会保障ですから市町村が出すのは

良いことなんです。それを止めろといっているので、逆にいうと、3500億円あれば、市町

村が負担しなくてもいいわけです。保険料を 1 万円引き下げるためには 4000 億円かかり

ます。後期高齢者支援金は過大になっていますので、これも社会保険だけではなくて、市

町村国保も分担しているわけですから、これも引き下げるとだいたい 2500 億円ぐらい引

き下げれるといいのではないかと思います。それで、だいたい 1.2兆円くらいあれば間に

合うことになります。この表は「法定外一般会計繰入（決算補填目的等）に関する保険者

の状況【平成 24年度】」です。①の加入者 1人当たり平均保険料は、国保が 8.3万円、協

会けんぽの方は 10.5万円、組合健保 10.6 万円となっています。ただこれは、折半分が入

っていますので、実際には事業主負担込で協会けんぽが 20.9万円、組合健保は 23.4万円

です。②の加入者 1人当たり平均所得は、国保は平均 83万円です。法定外繰入をやってい

る自治体では 86万円、繰入のないところは 69万円です。そういう違いがあるにもかかわ

らず、上の①の保険料は、繰入れをやっているところは平均 8.3万円、やっていないとこ

ろも 8 万円払っています。これを負担率として見てみると、一番下の欄の保険料負担率は、

国保は 9.9％です。栃木県の 10何％というのはすごく高いと思うんです。法定外繰入を厚

生労働省は敵視していますが、実際は法定外繰入をやっているところもやっていないとこ

ろも 9.7％と 11.5％と余り違いはありません。しかし、健保の方は協会けんぽが 7.6％、

組合健保は 5.3％です。これでは、低所得者が多いのに高い保険料を負担するのは余りに

もひどすぎる、だから国は １兆円出しなさいと栃木県の福田知事が先頭に立って全国知

事会が言っているんです。理由はちょっと違いますけれども、私たちの要求している額と

一致しているわけです。 

Ⅴ 都道府県単位化で国保はどう変わるか、全県的な運動を 

 まさにこういう状況にありながら、国は、財源問題に一切触れずに市町村の赤字分だけ

を問題にしています。2017 年度から全体を県が保険者ということで財政責任を負うことに

なるんでけれども、今度は「分賦金」という名前に変わります。拠出金と同じ考え方です。
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神奈川県とか栃木県が県内の医療費を賄うためにはこれだけの保険料が必要だという算出

をして、宇都宮市が幾らとかの計算をして賦課を掛けるのを分賦金といいます。宇都宮市

はその請求された額を各被保険者に保険料、保険税として賦課するわけです。ただその時、

県内同一の保険料にするのか地域差を設けるのかということでいうと、これもまだ審議中

です。ただ、今は地域の医療費の実態が違うので、違う保険料でいいのではないかという

ことになっています。私もそれでいいと思っています。神奈川県は来年(2015 年)４月から

始まるので、各保険者の皆さんがなるべく今と収支の差がないように組もうということで、

１自治体か２自治体だけ拠出超過になるような組み方をしようとしています。 

国保制度が大きく変わってしまうわけですけれども、財源のあり方も全然変わってしま

います。市町村からすれば、今までどおり過不足なければ良いかというとことですが、そ

ういう調整の仕方をした場合に、保険料の格差が残ったままになってしまいます。神奈川

県でいうと逗子と湯河原では同じ所得で２倍もの保険料の差があります。栃木県の中でも

保険料の差があると思うんです。国が示したとおりの調整をすると、当然保険料が高くな

る自治体もあるし安くなる自治体もあるということです。憲法原則からすれば、同一所得

なら同一保険料であるべきではないですかということです。本来払うべき保険料より安い

ところは、 もっと多く負担するのは当たり前ではないかという考え方ができるわけです。

そこをどう考えるかです。高いのは高いままでいいのですかということです。過不足分も

含めて栃木県とやり取りをしながらどういう制度にしていくのかということを考えていか

なければならないということです。 

本当にもう時間がありません。今年度、来年度のところで、全県で頑張った運動をしな

いと、自分のところの町だけでどうのこうのというレベルで済む話ではなくなってきてい

ますから、対策会議なんなりを全県で開いて方針をもって闘かっていかなければという状

況になっていますので、そのことを強調して今日の話を終わりにしたいと思います。ご清聴あ

りがとうございました。 

 

（本稿は、当日の講演録をもとに事務局で作成したものに講演者が一部修正を加えたもので、

文責は事務局にあります。） 


