
２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

―

市町村が運営する国民健康保険（以下「国保」という。）は、被用者保険に加入する人等を除く
全ての人を被保険者とする公的医療保険制度であり、国民皆保険の最後の砦とも言えるもので
す。
しかし、国保は、高齢者や低所得者の加入割合が高く、医療費水準も高いことから、財政基盤が
脆弱であり、また、市町村単位で運営されていることから、小規模な市町村では財政運営が不安
定になるリスクがあるなど、構造的な課題を抱えています。
このような中、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険を堅持するため、国
民健康保険法の一部改正が行われ、国保に対する公費による財政支援の拡充が行われるととも
に、平成30年度からは、県と市町村が共同して国保の運営を行うこととなりました。
県は、国保の財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営
の中心的な役割を担い、制度の安定化を図る一方、市町村は、資格管理、保険給付、保険料(税)
の賦課徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かな事業を引き続き担うこととなります。
新制度において、県と県内市町村が一体となって、国保の事業運営を共通認識の下で実施すると
ともに、市町村の事務の広域化や効率化を推進することができるよう、県と市町村が国保を共同
運営するための統一的な方針として、「熊本県国民健康保険運営方針」（以下「運営方針」とい
う。）を定めるものです。

１部会 ○

（合志市）
現在も、国民健康保険の構造的な課題
はあるものの、小規模な市町村での財
政運営の不安定になるリスクがあった
ため都道府県化になったので、「構造
的な課題を抱えています。」を過去形
にしてはいかがでしょうか。

（合志市）
構造的な課題を抱えていまし
た。

国保の財政運営の責任主体が県に
なったものの、依然として構造的な
課題は解消させていないため、過去
形ではないと考える。

現行どおり

２　策定の根拠規定

―

この運営方針は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改
正する法律（平成27年法律第31号）附則第７条の規定に基づき、同法第４条による改正後
の国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条の２の規定の例により、県が定めま
す。

１部会
この運営方針は、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条の２の規定に基
づき、県が定めます。

―
平成30年4月1日から平成33年3月31日までとします。
また、運営方針は３年ごとに検証、見直しを行います。

１部会
県で
見直し

令和3年（2021年）4月1日から令和6年（2024年）3月31日までとします。
また、運営方針は3年ごとに検証、見直しを行います。

―

「熊本県保健医療計画」、「熊本県における医療費の見通しに関する計画」、「くまもと
２１ヘルスプラン(熊本県健康増進計画)」、「熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業支援
計画」、「医療介護総合確保促進法に基づく県計画」及び「熊本県障がい福祉計画」との
整合を図ります。

１部会
３部会
４部会

現行どおり

(1) 医療費の動向

本県の国保における平成27年度の医療費総額は約1,887億円となっており、平成20年度と
比較すると、約190億円増加しています。
一人当たり医療費は、平成27年度は386,757円で、平成20年度の303,070円から27.6%の伸
びとなっており、全国平均を上回っている状況です。
【図１　国保における医療費の推移】
【図２　国保における一人当たり医療費の推移】
【図３　国保における保険給付費の推移】

１部会
３部会

○

（熊本市）
「一人当たり医療費」が全国平均を上回って
いる要因について記述。
※前提として「分析情報」も記述。
⇒（当該要因次第とはなるが、）「要因に対
する取組み」について、
　後述の「医療費の適正化に向けた取組み」
内に記載。

（八代市）
医療費が伸びている要因の分析は、ないので
しょうか。
５章　２　医療費の適正化に向けた取組みの
根拠になると思います

（熊本市）
本県の国保における平成○年度の医
療費総額は約○億円となっており、
平成○年度と比較すると、約○億円
増加しています。
一人当たり医療費は、平成○年度は
○円で、平成○年度の○円から○%
の伸びとなっており、全国平均を上
回っている状況です。
本県の一人当たり医療費が全国平均
を上回っている点については、○○
等（＝「分析情報」）の結果から、
「○○であること」が要因であると
考えられます。
【図１　国保における医療費の推
移】
【図２　国保における一人当たり医
療費の推移】
【図３　国保における保険給付費の
推移】

現行の条文をベースにどの程度記述できるか
検討する。例えば、「第３期熊本県における
医療費の見通しに関する計画」を参考に、入
院・入院外医療費の構成割合や疾患別の割合
等の現状、又は当該現状＋県全体の大まかな
傾向を追記する方法も考えられる。

本県の国保における○年度の医療費総額は約○億円となっており、○年度と比較すると、約○億円
増加しています。
一人当たり医療費は、○年度は○円で、○年度の○円から○%の伸びとなっており、全国平均を上
回っている状況です。
＋α（例：入院・入院外医療費の構成割合、疾患別の割合等の現状、又は当該現状＋県全体として
の大まかな傾向）
【図１　国保における医療費の推移】
【図２　国保における一人当たり医療費の推移】
【図３　国保における保険給付費の推移】

(2) 被保険者数の状況

国保の被保険者の総数は減少傾向にありますが、年齢構成の推移を見てみると、65歳から
74歳の前期高齢者の割合が年々増加し、平成27年度には全体の約37％に達しています。
【図４　熊本県の国保被保険者数の推移】
【図５　熊本県の国保被保険者の年齢構成の推移】

１部会
３部会

○

（益城町）
図４、図５は同じ内容ではないでしょう
か？表を一つにして人数と割合を書くと
いうことではどうでしょうか？

（益城町）
２ページにまたがっているし、
ページをめくる必要があり見づ
らいので１ページに図を拡大さ
せて載せるのはどうですか？

全く同じ内容ではない。
分かりやすさ、見やすさ等の観点か
ら現行どおりがよいと考える。な
お、ページの体裁については検討し
たい。

国保の被保険者の総数は減少傾向にあります。なお、年齢構成の推移を見てみる
と、65歳から74歳の前期高齢者が、○年度は全体の約○％を占めます。
【図４　熊本県の国保被保険者数の推移】
【図５　熊本県の国保被保険者の年齢構成の推移】

(3) 国民健康保険財政の現状

県内市町村の国保事業の平成27年度決算額の合計は、収入2,718億円、支出2,707億円と
なっており、収支差は11億円の黒字となっています。この収支差の市町村内訳を見てみる
と、41市町村が黒字（+56億円）で、４市町村が赤字（▲45億円）となっています。
しかし、単年度収支差では▲17億円となっていることと併せ、決算補填等を目的とした一
般会計からの繰入れ（24億円(14市町村)）や繰上充用(３市町村)を行っている市町村があ
る状況を考慮すると、国民健康保険の財政は厳しい状況にあると言えます。
【表１　市町村の国保事業の決算状況】

１部会
H28～R元年度決算に基づき記載。そ
の際、都道府県移行前後の比較や、
赤字の状況について記載する。

【イメージ】県内市町村の国保事業の令和元年度決算額の合計は、収入○億円、支
出○億円となっており、収支差は○億円の黒字となっています。この収支差の市町
村内訳を見てみると、○市町村が黒字（+○億円）で、○市町村が赤字（▲○億
円）となっています。
しかし、決算補填等を目的とした一般会計からの繰入れ（○億円(○市町村)）や繰
上充用(○市町村)を行っている市町村がある状況を考慮すると、国民健康保険の財
政は厳しい状況にあると言えます。
なお、平成29年度から平成30年度にかけて、県内市町村の決算額の合計が約○％縮
減している理由は、平成30年度からの国保の財政運営責任等の都道府県移行に伴
い、保険財政安定化共同事業が廃止された影響等によるものです。
【表１　市町村の国保事業の決算状況】

(4) 将来の見通し

今後の医療費については、被保険者総数は減少していくものの、前期高齢者（65歳～74
歳）数の増加等により医療費総額は増加する見込みです。平成32年度以降、75歳を迎えた
団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行することで、前期高齢者数は減少に転じますが、
一人当たり医療費の増加により、医療費総額は横ばいで推移する見込みです。
【図６　被保険者数・医療費の実績及び見通し】

１部会
３部会

○

（長洲町）
将来の見通しについては、5ヶ年ごと
推計で作成しているが。可能ならば単
年度ごとの見通しで作成できないで
しょうか。町で5ヶ年先までの見込を
作成する場合の参考としたいです。

運営方針策定要領（ガイドライン）
を参考に、R7（H37）までの推計を
行っており、中長期推計のスパンと
しては、5年ごと程度が妥当と考え現
行の内容となった。よって、引き続
き、現行の内容をベースに検討した
い。

今後の医療費については、被保険者総数が減少する中で、医療費総額も減少する見
込みです。なお、一人当たり医療費は増加で推移する見込みです。
【図６　被保険者数・医療費の実績及び見通し】
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「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

(1) 保険料(税)の賦課の考え方
市町村は、本来保険料(税)として徴収すべき額を徴収できるよう、保険料(税)の賦課を行
うことを基本とします。

１部会 現行どおり

(2) 赤字解消・削減の取組み、目標
年度等

国保財政を安定的に運営していくためには、国保が一会計年度単位で行う短期保険であることに鑑み、原則
として国民健康保険特別会計において収支が均衡していることが重要です。赤字が発生した市町村において
は、赤字発生年度の翌年度には解消することを基本としますが、赤字の早急な解消・削減が、被保険者の保
険料(税)負担の急激な増加につながる場合もあることから、次のとおり計画的・段階的に赤字の解消を進め
ることとします。
①　解消・削減すべき赤字の定義
解消・削減すべき赤字とは、「決算補填等目的の法定外一般会計繰入れ」及び「繰上充用金（平成28年度以
降の増加額）」とします。
②　赤字解消基本計画の策定が必要な市町村
次のいずれかに該当する市町村は、赤字解消基本計画を策定することとします。
ア　平成28年度決算で、解消・削減すべき赤字が発生した市町村で、平成30年度に赤字の解消・削減が見込
まれない市町村
イ　平成29年度以降、解消・削減すべき赤字が発生した場合であって、翌々年度に赤字の解消・削減が見込
まれない市町村
③　赤字解消基本計画の内容、目標年度の設定等
②に該当する市町村は、医療費の動向、保険料(税)率の設定、保険料(税)収納率等について要因分析を行う
とともに、赤字の解消・削減に向け実効性のある取組みを定めた計画を策定することとします。
ただし、早急な赤字の解消・削減が被保険者の保険料(税)負担の急激な増加につながるおそれもあるため、
目標年度の設定に当たっては、５年以内の解消を目指すなど、適切な目標を定めて、計画的かつ段階的に取
組みを進めることとします。
また、県は計画に基づき赤字の解消・削減を進める市町村に対し、必要な助言等を行います。

１部会

　国保財政を安定的に運営していくためには、国保が一会計年度単位で行う短期保険であることに
鑑み、原則として国民健康保険特別会計において収支が均衡していることが重要です。赤字が発生
した市町村においては、赤字発生年度の翌年度には解消することを基本としますが、赤字の早急な
解消・削減が、被保険者の保険料(税)負担の急激な増加につながる場合もあることから、既に、赤
字削減・解消計画実行中の市町村は、計画どおりの赤字の解消に努めることとし、新たに赤字が発
生した場合は、次のとおり計画的・段階的に赤字の解消を進めることとします。
①　解消・削減すべき赤字の定義
　解消・削減すべき赤字とは、「決算補填等目的の法定外一般会計繰入れ」及び「繰上充用金」と
します。
②　赤字解消基本計画の策定が必要な市町村
　解消・削減すべき赤字が発生した場合であって、翌々年度に赤字の解消・削減が見込まれない市
町村
③　赤字解消基本計画の内容、目標年度の設定等
　②に該当する市町村は、医療費の動向、保険料(税)率の設定、保険料(税)収納率等について要因
分析を行うとともに、赤字の解消・削減に向け実効性のある取組みを定めた計画を策定することと
します。
　ただし、早急な赤字の解消・削減が被保険者の保険料(税)負担の急激な増加につながるおそれも
あるため、目標年度の設定に当たっては、６年以内の解消を目指すなど、適切な目標を定めて、計
画的かつ段階的に取組みを進めることとします。
　また、県は計画に基づき赤字の解消・削減を進める市町村に対し、必要な助言等を行います。

(3) 国保財政安定化支援事業の取扱
い

国保財政安定化支援事業については、総務省が示す繰入れ基準額どおりに一般会計から国
民健康保険特別会計に繰り入れるよう努めることとします。

１部会 ○ 現行どおり

―

国保財政の安定化を図るため、通常の努力を行ってもなお生じる保険料(税)の収納不足
や、見込みを上回る保険給付費の増等による財源不足に対応するため、財政安定化基金に
より、資金手当てを行います。
市町村に対する貸付・交付事業、県に対する貸付事業を行うこととし、それぞれの要件等
は次のとおりとします。

１部会 現行どおり

(1) 市町村に対する貸付け

①　貸付要件
保険料(税)収納額の減少（被保険者数の減少等によるものを含む。）により財源不足が生
じると見込まれる場合とします。
②　貸付額
ア　貸付けを受けようとする市町村からの申請額を基本に、県が決定します。
イ　無利子とします。
③　償還
貸付年度の翌々年度以降の国民健康保険事業費納付金（以下「納付金」という。）に含め
て、原則３年間で償還することとします。

１部会 現行どおり

(2) 市町村に対する交付

①　交付要件
「災害その他の事情により多数の被保険者の生活が著しい影響を受けたことによる保険料(税)の収納額が低
下したと知事が認める場合」としますが、具体的には次のいずれかに該当するとして、知事が認める場合と
します。
ア　災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受けた市町村において、災害の発生により多数の被保険者
の生活が著しい影響を受けたことが、保険料(税)の収納額の低下につながったこと
イ　地域企業の破綻、主要産物価格の大幅下落その他の要因により、多数の被保険者の生活が著しい影響を
受けたことが保険料(税)の収納額の低下につながったこと
②　交付額
交付要件に定める内容や、保険料(税)の収納状況、財政状況等に応じて、収納不足額の２分の１以内で県が
決定します。
③　基金への補填
国・県・市町村がそれぞれ３分の１ずつを補填し、このうち、市町村補填分については、当該交付を受けた
市町村が補填することを基本とします。ただし、当該市町村が希望し、連携会議で了承された場合は、全市
町村で按分して負担することとします。
また、市町村補填分については、交付年度の翌々年度以降の納付金に含めて、原則３年間で徴収することと
します。

１部会 現行どおり

(3) 県に対する貸付け（県による基
金の取崩し）

①　貸付要件
保険給付費等の増や公費等の減により財源不足が生じると見込まれる場合とします。
②　貸付額
財源不足額を基本とします。
③　償還
貸付年度の翌々年度以降の納付金に含めて市町村から徴収し、原則３年間で償還すること
とします。

１部会 現行どおり

(4) 特例基金
平成30年度から平成35年度までの間、制度改革に伴う保険料水準の激変緩和措置等に充て
るため、基金の一部（以下「特例基金」という。）を活用します。

１部会 元号修正
平成30年度から令和5年度までの間、制度改革に伴う保険料水準の激変緩和措置等
に充てるため、基金の一部（以下「特例基金」という。）を活用します。

―

県が担う財政運営の安定性の確保のためには、市町村が担う事業の効率的な実施等に向け
た取組みを継続的に改善していく必要があります。
県と市町村は、運営方針（Plan）に基づいて国保事業を実施（Do）していき、事業の実施
状況を定期的に把握し、分析を行います。（Check）
県と市町村は、改善策を検討し、改善を行い、県は、市町村に対し必要な助言を行いま
す。（Act）
このように、ＰＤＣＡサイクルを循環させて、財政運営の安定性の確保を図ります。

１部会 現行どおり

２　財政収支の考え方

３　財政安定化基金の運用

４　ＰＤＣＡサイクルの実施
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

(1) 保険料(税)算定方式

・医療給付費分（以下「医療分」という。）は、３方式が26市町村、４方式が19市町村と
なっています。
・後期高齢者支援金分（以下「後期分」という。）は、２方式が１市、３方式が26市町
村、４方式が18市町村となっています。
・介護納付金分（以下「介護分」という。）は、２方式が11市町村、３方式が19市町村、
４方式が15市町村となっています。
【表２　市町村の保険料(税)算定方式(平成29年度)】

１部会

・医療給付費分（以下「医療分」という。）は、３方式が○市町村、４方式が○市
町村となっています。
・後期高齢者支援金分（以下「後期分」という。）は、３方式が○市町村、４方式
が○市町村となっています。
・介護納付金分（以下「介護分」という。）は、２方式が○市町村、３方式が○市
町村、４方式が○市町村となっています。
【表２　市町村の保険料(税)算定方式(令和2年度)】

(2) 賦課割合

現行の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)
において、保険料(税)の応能割と応益割の標準割合が規定されており、いずれの算定方式
でも、50:50とされています。
また、３方式又は４方式の場合、応益割の均等割と平等割の標準割合は70:30、４方式の
場合、応能割の所得割と資産割の標準割合は80:20とされています。
県内市町村全体で見ると、賦課限度額を考慮した応能割と応益割の賦課割合は、ほぼ
50:50となっています。
【表３　県内市町村の保険料(税)の賦課割合(平成27年度)】
【表４　現行の国民健康保険法施行令及び地方税法で規定されている標準割合】

１部会
国保制度改革により、政令上標準割
合は示されなくなったため、表４は
削除。

県内市町村全体で見ると、賦課限度額を考慮した応能割と応益割の賦課割合は、ほ
ぼ50:50となっています。
【表３　県内市町村の保険料(税)の賦課割合(平成30年度)】

(3) 賦課限度額
県内の全市町村が、国民健康保険法施行令又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の
上限額と同じ額を設定しています。
【表５　賦課限度額(平成29年度)】

１部会
県内の全市町村が、国民健康保険法施行令又は地方税法施行令(昭和25年政令第245
号)の上限額と同じ額を設定しています。
【表５　賦課限度額(令和2年度)】

(1) 納付金の算定方式

①　算定方式
医療分及び後期分は３方式、介護分は２方式とします。
②　賦課割合
ア　応能割と応益割の割合
所得係数β：１とします。
※所得係数β＝県平均の１人当たり所得／全国平均の１人当たり所得（例えば、平成30年度所得推計であれ
ば、β＝約0.77（医療分））
イ　応益割の均等割と平等割の割合
医療分及び後期分における応益割の均等割と平等割の割合は、70：30とします。
③　賦課限度額
国民健康保険法施行令又は地方税法に定める上限額とします。
④　納付金の算定における医療費水準の反映
市町村間で医療費水準に差異がある場合、年齢調整後の医療費指数（医療費水準）を保険料(税)率に反映さ
せることが原則とされています。
本県の平成27年度の１人当たり医療費は、最も高い市町村と最も低い市町村の格差が約1.9倍と全国的に見て
も格差が大きい状況であるため、当面、各市町村の医療費水準を全て反映することとし、医療費指数反映係
数α＝１とします。

１部会

①　算定方式
医療分及び後期分は３方式、介護分は２方式とします。
②　賦課割合
ア　応能割と応益割の割合
所得係数β：１とします。
※所得係数β＝県平均の１人当たり所得／全国平均の１人当たり所得（例えば、○年度所得推計で
あれば、β＝約○（医療分））
イ　応益割の均等割と平等割の割合
医療分及び後期分における応益割の均等割と平等割の割合は、70：30とします。
③　賦課限度額
国民健康保険法施行令又は地方税法に定める上限額とします。
④　納付金の算定における医療費水準の反映
市町村間で医療費水準に差異がある場合、年齢調整後の医療費指数（医療費水準）を保険料(税)率
に反映させることが原則とされています。
本県の○年度の１人当たり医療費は、最も高い市町村と最も低い市町村の格差が約○倍と全国的に
見ても格差が大きい状況であるため、当面、各市町村の医療費水準を全て反映することとし、医療
費指数反映係数α＝１とします。

(2) 市町村標準保険料率の算定方式

①　算定方式
医療分及び後期分は３方式、介護分は２方式とします。
②　賦課割合
ア　応能割と応益割の割合
所得係数β：１とします。ただし、低所得者層の負担増に配慮するため、当面１：１とし
ます。
イ　応益割の均等割と平等割の割合
医療分及び後期分における応益割の均等割と平等割の割合は、70：30とします。
③　賦課限度額
国民健康保険法施行令又は地方税法施行令に定める上限額とします。
④　標準的な収納率
算定年度の直近３年の収納率実績の平均値を基本とします。

１部会 ○
（上天草市）
１．「５　保険料水準の統一の考え
方」と統合

（上天草市）
２　保険料水準の統一の考え方 （標準
的な保険料(税)算定方式）

県では、将来的な保険料水準の統一を
目指していますが、現時点では市町村
間の医療費水準（１人当たり医療費）
の格差は、約２倍と大きいため、明確
な達成時期を示すことは難しい状況に
あります。
保険料水準の激変緩和措置への特例基
金の活用終了後の令和６年度時点にお
いて、医療費や保険料の水準などの状
況を踏まえ、統一に向けた達成時期に
ついて改めて検討を行います。
①　算定方式
医療分及び後期分は３方式、介護分は
２方式とします。
現状の賦課方式が異なる市町村は、令
和６年度までに賦課方式を見直すこと
とします。

保険料水準の統一については検討段
階であるため、保険料率の算定方式
等とは分けて記載した方がよいと考
える。

現行どおり

（上天草市）
県単位化を見込みＨ27
税率改正において資産
割を廃止したところ。
県の方針が、医療分及
び後期分は３方式、介
護分は２方式であれ
ば、保険料統一に向け
て改正しておく必要が
あると考える。

―
納付金の仕組みの導入等に伴う保険料水準の急激な上昇を抑えるため、次の方法により適
切に保険料水準の激変緩和措置を行います。

１部会 現行どおり

(1) 国の調整交付金（暫定措置分）
及び県繰入金の活用

納付金の算定に際し、激変緩和措置の財源として国から措置される調整交付金（暫定措置
分）及び県繰入金を重点配分することにより、激変緩和措置を行います。
激変緩和措置は、保険料水準が一定割合を超えて増加した分を対象とします。この一定割
合は、平成30年度は自然増分としますが、平成31年度以降は、激変緩和措置の段階的な縮
小のため、自然増分に一定の率（＋χ）を加算した自然増＋χとし、＋χは１％としま
す。

１部会

納付金の算定に際し、激変緩和措置の財源として国から措置される調整交付金（暫
定措置分）及び県繰入金を重点配分することにより、激変緩和措置を行います。
激変緩和措置は、保険料水準が一定割合を超えて増加した分を対象とします。この
一定割合は、自然増分に一定の率（＋χ）を加算した自然増＋χとし、＋χは１％
とします。

(2) 特例基金の活用（平成30～35年
度）（再掲）

平成30年度から平成35年度までの間において、国の調整交付金（暫定措置分）及び県繰入
金に加え、特例基金を激変緩和措置に活用します。

１部会 ○

（長洲町）
保険料水準の統一がまだ先になるならば、特
例基金の活用による激変緩和もR6年度以降も
必要となると考えられるため、R6年度以降の
活用も示したらどうでしょうか

法律上、特例基金はR5年度までの時
限措置とされている。

令和5年度までの間において、国の調整交付金（暫定措置分）及び県繰入金に加
え、特例基金を激変緩和措置に活用します。

(3) 納付金の算定方法の設定（係数
α、βの調整）

必要に応じて、医療費指数や所得のシェアを市町村ごとの納付金の配分にどの程度反映さ
せるかを調整する医療費指数反映係数α及び所得係数βの数値の調整による激変緩和措置
を行います。

１部会 現行どおり

運営方針　第２章　市町村における保険料（税）の標準的な算定方法等

２　標準的な保険料(税)算定方式

３　保険料水準の激変緩和措置

１　現状
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

―

将来の保険料水準の統一を見据え、市町村間の保険料水準の平準化を図る観点から、納付
金の仕組みの導入等に伴い、保険料水準が現行の保険料水準に比べ一定の減少率以上に低
下する場合、現行の保険料水準からの減少率を一定の減少率までとする財政調整を行いま
す。
減少率は激変緩和措置の一定割合と同じ率とし、市町村の医療費適正化のインセンティブ
を確保する観点から、当該市町村の保険者努力支援制度（市町村交付分）による１人当た
り保険料引下げ効果分を、減少率に上乗せすることとします。

１部会 現行どおり

―

県では、将来的な保険料水準の統一を目指していますが、現時点では市町村間の医療費水
準（１人当たり医療費）の格差は、約２倍と大きいため、明確な達成時期を示すことは難
しい状況にあります。
保険料水準の激変緩和措置への特例基金の活用終了後の平成36年度時点において、医療費
や保険料の水準などの状況を踏まえ、統一に向けた達成時期について改めて検討を行いま
す。

１部会 ○

（長洲町）
保険料水準の統一時期の目標を明確に記載したらどうでしょう
か。明確な目標年度がある方が、各市町村動きやすい思います。

（菊陽町）
・前期高齢者の増加等が医療費総額を増加させている。
・団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行し前期高齢者が減少し
ても「１人当たり医療費の増加」により、医療費総額は横ばいに
なる。
以上を踏まえ、本県は薬価が低い後発医薬品の使用割合が全国平
均を上回っているにもかかわらず、今後も１人当たり医療費が増
加していくということですが、県は保険料の水準の統一について
どのように分析しているのでしょうか。令和６年度に再検討とい
うことですが、市町村間の医療費の格差は広がる一方だと思いま
す。他県の動向等を分析・検証し、具体的な見通しを立てるべき
ではないでしょうか。

（南小国町）
検討は早い時期から始めて差し支えないと思う。
また、検討部会は1部会とするのではなく、全市町村対象とすべ
きかと思う。

（上天草市）
「２　標準的な保険料(税)算定方式」と統合し、冒頭に記載す
る。

（山都町）
医療費水準の求め方が、総医療費から被保険者数で除しての場合
は、市町村間の格差は仕方ないと思われます。被保険者が少数の
中では、医療費の高い被保険者の影響を強く受けやすく、また年
齢構成の割合や保険者の特別な事情等もあります。保険料水準の
統一の時期がきたら、医療費水準の格差があっても統一を進める
ことが重要だと思われます。平成36年度時点において統一の達成
時期を検討するときの格差の基準はどうするのか。

（芦北町）
保険料水準の統一に向けての達成時期及び税率、均等割、平等割
の設定額の見込みについて
税率等が低い、市町村は保険料水準の統一の時期が決定した場
合、何年かに掛けて税率を上げていく必要があり、その間不足部
分を補う必要があると考えられるため。

（長洲町）
例）〇〇年度に熊本県の保険料水準
の統一を目指し、市町村と協議して
いく

（南小国町）
県では、将来的な保険料水準の統一
を目指していますが、現時点では市
町村間の医療費水準（１人当たり医
療費）の格差は、約２倍と大きいた
め、明確な達成時期を示すことは難
しい状況にあります。
しかしながら、県域化に際し保険料
（税）の統一は目指すべき指標の一
つであり、早期から検討を行いま
す。

（上天草市）
削除

・統一時期の明確な目標については、今後検
討部会等で意見交換していく。

・保険料水準の分析については、本年9月の1
部会で、ロードマップ等に基づき、課題等に
ついて意見交換したところ。他県の動向等は
注視していきたい。

・先述の1部会で意見交換するなど検討は始
めており、引き続き行っていきたい。検討体
制については、御指摘を参考に検討したい。

（・保険料水準の統一については検討段階で
あるため、納付金の算定方式等とは分けて記
載した方がよいと考える。）

・医療費水準の格差の基準については、今後
部会等で検討していきたい。

・達成時期及び税率、均等割、平等割の設定
額の見込みについては、今後検討していきた
い。

意見を踏まえ、今後検討。

(1) 保険料(税)収納率の推移

①　現年度分
現年分収納率は、平成21年度までは、本県、全国ともに年々低下していましたが、平成22
年度以降は上昇に転じています。本県の収納率は、平成27年度には、91.29％と、全国平
均の91.45％を下回り、全国38位と低位にあります。
【図７　保険料(税)収納率（現年度分）の推移】
②　滞納繰越分
滞納繰越分収納率は、全国平均が平成22年度以降は上昇に転じているのに対して、本県の
収納率は、平成24年度まで下降傾向にありました。平成25年度以降は上昇に転じ、平成27
年度には15.16％まで向上しましたが、全国平均の20.47％を大きく下回っており、全国46
位と低位にあります。
【図８　保険料(税)収納率（滞納繰越分）の推移】

１部会
文章は、平成30年度の状況に合わせ
て変更。

①　現年度分
現年分収納率は、平成21年度までは、本県、全国ともに年々低下していましたが、
平成22年度以降は上昇に転じています。本県の収納率は、平成30年度には、○％
と、全国平均の○％を下回り、全国○位と低位にあります。
【図７　保険料(税)収納率（現年度分）の推移】
②　滞納繰越分
滞納繰越分収納率は、全国平均が平成22年度以降は上昇に転じているのに対して、
本県の収納率は、平成24年度まで下降傾向にありました。平成25年度以降は上昇に
転じ、平成30年度には○％まで向上しましたが、全国平均の○％を大きく下回って
おり、全国○位と低位にあります。
【図８　保険料(税)収納率（滞納繰越分）の推移】

(2) 口座振替世帯割合の推移

保険料（税）の口座振替世帯割合は、本県、全国ともにほぼ横ばいで推移していますが、
本県の口座振替世帯割合は、平成23年度以降のいずれの年度においても全国平均を下回っ
ており、平成27年度においては、全国27位となっています。
【表６　口座振替世帯割合の推移】

１部会

保険料（税）の口座振替世帯割合は、本県、全国ともにほぼ横ばいで推移していま
すが、本県の口座振替世帯割合は、平成23年度以降のいずれの年度においても全国
平均を下回っており、平成30年度においては、全国○位となっています。
【表６　口座振替世帯割合の推移】

(3) 収納対策の実施状況
財産調査や差押えは、全ての市町村で実施している一方、滞納整理に関するマニュアル等
の作成は、25市町村（55.6%）にとどまっています。
【表７　収納対策の実施状況（平成27年度　県内市町村）】

１部会
財産調査や差押えは、全ての市町村で実施している一方、滞納整理に関するマニュ
アル等の作成は、○市町村（○%）にとどまっています。
【表７　収納対策の実施状況（平成30年度　県内市町村）】

―
保険料(税)を適正に徴収することが、国保の安定的な財政運営の前提となります。市町村
が収納率を向上させ、必要な保険料(税)を徴収することができるよう、次のとおり収納率
向上に取り組みます。

１部会 現行どおり

(1) 目標収納率の設定

収納率実績の目標を次のとおり設定します。
また、併せて、保険者努力支援制度の評価指標の達成を目指すこととします。
①　現年度分の目標収納率
ア　市町村規模別の目標収納率を上回ること
イ　市町村ごとに３年ごとに設定する過去３年の平均収納率を上回ること
ウ　当年度において３年連続して前年の収納率を上回る、又は維持すること
【表８　市町村規模別の目標収納率】
②　滞納繰越分の目標収納率
ア　市町村ごとに３年ごとに設定する過去３年の平均収納率を上回ること
イ　当年度において３年連続して前年の収納率を上回る、又は維持すること
ウ　前年度の県平均収納率と前々年度の全国平均収納率の中間値を上回ること

１部会 ○

（長洲町）
長洲町では、「市町村規模別の目標収
納率」96.19％の達成が難しい状況で
すが、現年度・過年度の収納率が連続
して前年を上回っていいます。そのた
め現行の実績の目標（①イ・ウ、②
ア・イ）を継続していただきたいで
す。

評価指標やインセンティブについて
は、現行の方法を軸に、今後検討し
ていく。

現行どおり（現時点）

(2) 収納率向上の取組みに対する市
町村のインセンティブの確保

目標収納率を達成した場合、達成した項目に応じて国民健康保険保険給付費等交付金の特
別交付金（以下「特別交付金」という。）を措置することで、市町村のインセンティブを
確保します。

１部会 現行どおり

運営方針　第３章　市町村における保険料（税）の徴収の適正な実施

１　現状

２　収納率向上対策

４　保険料水準の下限割合の設定

５　保険料水準の統一の考え方
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

(3) 市町村収納担当職員に対する研
修の実施等

県は、市町村の収納担当職員に対し実施している初任者向け研修・専門研修を引き続き実
施するとともに、テーマ別研修等を行います。
また、徴収アドバイザー制度は、市町村の個別具体的なニーズに応じた内容とすることが
可能であることから、市町村での実施が容易となるよう、徴収アドバイザーによる研修・
実地指導を行う場合、その雇用経費について特別交付金の措置対象とします。
なお、広域での共催も可とし、研修内容の企画については、県も助言を行います。

１部会

研修のあり方を検討し、好事例の横
展開や業務委託の活用等も含め、効
果的な収納率向上や事務の効率化に
向け今後検討していく。

現行どおり（現時点）

(4) 滞納整理マニュアルの策定
滞納整理マニュアルの策定は、組織的に収納対策を強化していく上で重要な取組みの一つ
であるため、全市町村において策定することとします。
県は、市町村が滞納整理マニュアルを策定するための指針を示すこととします。

１部会
滞納整理マニュアルの策定は、組織的に収納対策を強化していく上で重要な取組み
の一つであるため、全市町村において策定し、活用されるようにします。
県は、市町村が滞納整理マニュアルを策定するための指針を示すこととします。

(5) 多重債務者相談事業の実施
市町村は、現在実施されている多重債務者相談事業を引き続き実施することとし、当該事
業を滞納整理マニュアルに記載し、活用が図られるようにします。

１部会 現行どおり

(6) 広報の実施
保険料(税)の納期内納付や口座振替の促進、資格得喪の届出勧奨等の広報については、県
と市町村、熊本県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）が連携し、広報紙
やホームページをはじめとする各種広報媒体を活用して実施します。

１部会
２部会

現行どおり

(1) レセプト点検の実施状況

レセプト点検は、診療報酬の適切な支払いを確保するために必要不可欠であり、市町村で
は、レセプト点検のため、レセプト点検員の配置や業務委託を行っています。
診療報酬の算定方法等について、１次点検は審査支払機関である国保連で行い、２次点検
は市町村で行っています。
市町村が行うレセプト２次点検の内容点検効果額及び内容点検効果率は、ともに３年連続
で全国平均を下回っている状況にあります。
【図９　レセプト２次点検の実施状況】

３部会 現行どおり

(2) 医療保険と介護保険の突合情報
を活用したレセプト点検の実施状況

各市町村においては、国保連の介護給付適正化システムから提供される医療保険と介護保
険との突合情報を活用したレセプト点検を実施しています。
しかし、突合情報を活用したレセプト点検は、高度な知識が必要となる部分もあり、十分
に機能しているとは言い難い状況にあります。

３部会 現行どおり

(3) 第三者行為求償の実施状況

①　第三者行為求償の実施状況
第三者による不法行為（以下「第三者行為」という。）により保険給付が発生した場合は、国民健康保険法
第64条第１項の規定により、保険者は保険給付を行うと同時に、その給付の価額の限度において、被保険者
が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得することとされています。
県内市町村の交通事故に係る第三者求償による徴収金の調定件数は、平成27年度では796件となっています。
②　第三者行為求償に係る目標設定状況
市町村においては、国の通知に基づき、数値目標を定めた上での計画的な求償事務の取組みが求められてお
り、少なくとも全市町村が「被害届の自主的な提出率」及び「被害届受理日までの平均日数の数値目標」を
設定することが望ましいとされています。
本県では、全市町村が上記２項目の数値目標を設定しています。

３部会 ○

（宇土市）
　現行の数値目標が「被害届の自主的
な提出率」及び「被害届受理日までの
平均日数の数値目標」となっています
が，当市の実態として，被害届の自主
的な提出は少なく，勧奨通知の送付に
より被害届を提出される方が多い状況
です。
　そこで，勧奨通知の送付による被害
届の提出も数値目標の中に盛り込めな
いか検討お願いします。

（宇土市）
４章　市町村における保険給
付の適正な実施
　１　現状
（３）第三者行為求償の実施
状況
　②第三者行為求償に係る目
標設定状況　内に「勧奨通知
の送付による被害届の提出」
を盛り込む。

ここは、現状を記載するところなの
で、目標値は後の５への記載を検討
する。

①　第三者行為求償の実施状況
　第三者による不法行為（以下「第三者行為」という。）により保険給付が発生した場合は、国民
健康保険法第64条第１項の規定により、保険者は保険給付を行うと同時に、その給付の価額の限度
において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得することとされています。
　県内市町村の交通事故に係る第三者求償による徴収金の調定件数は、平成30年度では○件となっ
ています。
②　第三者行為求償に係る目標設定状況
　市町村においては、国の通知に基づき、数値目標を定めた上での計画的な求償事務の取組みが求
められており、少なくとも全市町村が「被害届の自主的な提出率」及び「被害届受理日までの平均
日数の数値目標」を設定することが望ましいとされています。
　本県では、全市町村が上記２項目の数値目標を設定しています。

(4) 高額療養費の支給に関する申請
の勧奨状況

高額療養費について、多くの市町村では、レセプトを基に高額療養費の支給可否について
確認の上、該当者に対する申請書の送付等により、支給申請の勧奨を行っています。
なお、それぞれの市町村において、支給申請の勧奨の実施基準額を設けています。

３部会 ○
（氷川町）
県で統一する必要があるのでは？

現に実施できていない市町村がある
ので、まずは、申請勧奨を全市町村
で行うところまで進めていきたい。

現行どおり

(1) 県による保険給付の点検、事後
調整

県は、県としての広域性又は医療に関する専門性が発揮されるものについて、国保総合システムに備わる機
能を活用して、市町村が行った保険給付の点検を次のとおり順次実施していきます。
①　平成30年度から順次実施
ア　不適切な診療報酬請求に関する情報の提供があった保険医療機関等について、県内全ての市町村を対象
とした点検
イ　不適切な療養費請求に関する情報の提供があった柔道整復師法に基づく柔道整復業を行う施術所につい
て、県内全ての市町村を対象とした点検
ウ　県が保有する医療監視情報を活用した点検
エ　県が保有する介護施設や介護サービス事業者等の情報を活用した点検
※　上記のほか、国保連において、ＤＰＣレセプトを対象とした点検を実施
②　平成31年度以降、国保総合システムへの機能配備後から順次実施
ア　県内の他市町村への住所異動があった者に係る点検
　・同一月同一医療機関で算定回数が定められている診療行為
　・同一患者同一医療機関の複数月の間に算定できる回数が定められている診療行為
イ　レセプトの点数が高い場合が多い、生活習慣病（糖尿病等）や公費負担医療などの「疾病」に着目した
点検

３部会

本件に係る国の最終通知（「都道府
県による給付点検調査に係る事務の
取扱いについて」平成30年（2018
年）保国発0130第1号厚生労働省保健
局国民健康保険課長通知）を受け
て、現在具体的に実施している点検
内容及び今後機能が備われば取り組
む見込みの点検内容に整理する。

県は、県としての広域性又は医療に関する専門性が発揮されるものについて、国保
総合システムに備わる機能を活用して、市町村が行った保険給付の点検を次のとお
り実施していきます。
（１）国保連合会が行った市町村からの再審査請求に係る査定の結果について、県は、国保連合会
から情報提供を受け、点検を実施
（２）県内の他市町村への住所異動があった者に係る点検
①　同一月同一医療機関で算定回数が定められている診療行為
②　同一患者同一医療機関の複数月の間に算定できる回数が定められている診療行為
（３）不適切な診療報酬請求に関する情報の提供があった保険医療機関等について、県内全ての市
町村を対象とした点検
（４）不適切な療養費請求に関する情報の提供があった柔道整復師法に基づく柔道整復業を行う施
術所について、県内全ての市町村を対象とした点検
（５）県が保有する医療監視結果、生活保護指定医療機関個別指導結果及び精神科病院調査結果に
ついて、県主管課より情報提供を受け、診療報酬に係る不適切な事案等が指摘された保険医療機関
等から請求のあったレセプトの点検を実施
※　上記のほか、国保連において、ＤＰＣレセプトを対象とした点検を実施

(2) 保険医療機関等による大規模な
不正が発覚した場合の不正利得等の
回収

県は、監査の結果により判明した不正利得等について、次に掲げる条件の２つ以上に該当
する場合に、市町村からの委託を受け、不正利得等の回収を実施します。
①　返還先の市町村が県内の複数に及ぶ場合
②　保険医療機関等の指定が取消しとなった場合
③　保険医療機関等が破産（廃業・廃院）状態や資力がない状態となった場合

３部会 ○

（長洲町）
県は、①～③に掲げる条件のうち2つ
以上に該当した場合に、市町村からの
委託を受けるとありますが、①のみに
該当した場合も、複数の市町村や広域
連合が関わることが予想されるため、
県の主導で動いた方が上手くいくかと
考えます。

県では、市町村が回収困難となり得
る案件に限定して市町村から委託を
受けるべきと考える。市町村が保険
医療機関等に普通に請求すれば納付
される状態であれば、県が委託を受
けて回収する事務手続きを踏むより
もむしろ早期に回収できると考え
る。

現行どおり

１　現状

２　県による保険給付の点検、事後調整等

運営方針　第４章　市町村における保険給付の適正な実施
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

(3) 柔道整復施術所による大規模な
不正が発覚した場合の不正利得等の
回収

県は、監査の結果により判明した不正利得等について、次に掲げる条件の２つ以上に該当
する場合に、市町村からの委託を受け、不正利得等の回収を実施します。
①　返還先の市町村が県内の複数に及ぶ場合
②　柔道整復師の施術に係る柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止又は受領委任
の取扱いの中止相当となった場合
③　柔道整復施術所が破産（廃業・廃院）状態や資力がない状態となった場合

３部会 ○

（長洲町）
県は、①～③に掲げる条件のうち3つ
以上に該当した場合に、市町村からの
委託を受けるとありますが、①のみに
該当した場合も、複数の市町村や広域
連合が関わることが予想されるため、
県の主導で動いた方が上手くいくかと
考えます。

県では、市町村が回収困難となり得
る案件に限定して市町村から委託を
受けるべきと考える。市町村が柔道
整復施術所に普通に請求すれば納付
される状態であれば、県が委託を受
けて回収する事務手続きを踏むより
もむしろ早期に回収できると考え
る。

現行どおり

(1) 海外療養費審査事務の共同実施

被保険者が海外において療養を受けた場合の海外療養費の支給事務については、翻訳・診
療内容審査など専門的な知見を要する事務であるため、市町村で実施することが難しい現
状にあります。
平成30年度以降は、全市町村の海外療養費の支給額審査を国保連が実施するとともに、市
町村における申請書受付時の確認事項・添付書類を統一することで、事務の標準化・効率
化を図ります。
なお、海外療養費の支給事務については、不正請求防止の一層の推進が求められており、
国は、市町村に対し、関連費用について、特別調整交付金により財政支援を行っているほ
か、全国の不正請求事例を各保険者で共有するための情報提供業務を行っています。

３部会 現行どおり

(2) 柔道整復施術療養費に係る審査
支払事務の標準化

柔道整復施術療養費支給申請書については、熊本県国民健康保険等柔道整復療養費審査委
員会において審査を行い、必要があると判断した場合は、当該審査会で定める統一基準の
もと、患者調査、施術所照会を行っています。今後は、不正請求事案への対策を強化する
ため、随時、課題を検証し、対応策等の検討を行います。
また、県で作成した被保険者への適正受診啓発パンフレットを各市町村に配付し、適正受
診の啓発につなげます。

３部会 ○

（荒尾市）
柔整レセプト２次点検を実施している市町村
は、県内でもまだ少ないようである。本市は
２次点検を行い、頻回受診や多部位、長期受
診などの対象者には被保険者に受診状況調査
を行っている。しかし、調査の結果、疑義が
生じた場合に連合会に再審査を依頼しても、
原審通りで保険者にて施術所に照会するよう
に言われるが、本市にレセプト点検員はおら
ず、知識が乏しいこと、またマンパワーも不
足しているため、保険者で施術所照会まで行
うのは難しい状態である。
近隣の県ではシステム等を導入し、支給を行
う前の1次点検を強化していると聞いたことが
あるが、熊本県でも同様の取組を行えない
か。また、施術所調査については、一保険者
のみで行うよりも、広域的に行った方が効率
的だと考えられることから、県の主導による
広域的な調査の実施ができないか。

（荒尾市）
柔道整復施術療養費支給申請書につ
いては、・・・（略）・・・施術所
照会を行っています。今後は、不正
請求事案への対策を強化するため、
点検方法の見直しを行うとともに、
多部位、長期または頻度が高い施術
患者に対して、負傷部位や原因の調
査等を広域的に実施し、患者に対す
る適正受診の指導を行うこととしま
す。
　また、県で作成した・・・
（略）・・・啓発につなげます。

療養費(柔道整復)の支給決定は保険者の役割
であり、支給決定にあたっての疑義について
も保険者主導で施術所・被保険者調査を行う
べきと考える。調査の方法も、外部に委託し
ている市町村もあり、また国からも、施術所
への訪問だけではなく電話や文書による照会
も認める旨の通知も出ていることから、各保
険者の実態に応じて適切な手段をとっていた
だきたい。

県としても、国保総合システムで柔道整復療
養費のレセプトが点検できるようになれば広
域的な給付点検を行うことを検討したい。ま
た柔道整復療養費の点検知識の向上のため、
毎年行っているレセプト点検に係る集団助言
を充実する。

柔道整復施術療養費支給申請書については、熊本県国民健康保険等柔道整復療養費
審査委員会において審査を行い、必要があると判断した場合は、当該審査会で定め
る統一基準のもと、患者調査、施術所照会を行っています。引き続き、不正請求事
案への対策を強化するため、随時、課題を検証し、対応策等の検討を行います。
また、県で作成した被保険者への適正受診啓発パンフレットを各市町村に配付し、
適正受診の啓発につなげます。

(3) あん摩・マッサージ・指圧師及
びはり師・きゅう師の施術に係る療
養費の支給に関する手引きの作成

県は、療養費の支給適正化のため、あん摩・マッサージ・指圧師及びはり師・きゅう師の
施術に係る療養費支給の手引きを作成し、市町村における支給基準の順守を徹底します。

３部会 ○

（荒尾市）
平成31年1月から熊本県内の全市町村であん
摩・マッサージ・指圧師及びはり師・きゅう
師の施術について、受領委任制度が開始し
た。
柔道整復施術療養費と同様に、審査委員会を
設置して審査支払事務を行い、必要があると
判断した場合は、患者調査等を広域的に行う
ことで療養費の支給適正化及び審査支払事務
の標準化につながると考えられる。

（荒尾市）
県は、療養費の支給適正化のため、
あん摩・マッサージ・指圧師及びは
り師・きゅう師の施術に係る療養費
支給申請書の点検を行い、必要があ
ると判断した場合は、患者調査等を
広域的に実施する。
また、あん摩・マッサージ・指圧師
及びはり師・きゅう師の施術に係る
療養費支給の手引きを作成し、市町
村における支給基準の順守を徹底し
ます。

現在、令和3年（２０２１年）4月に国保連に
審査委員会を設置することで、国保連と共に
準備を進めているところ。審査委員会設置後
は、専門家の目が加わることにより、適正か
つ効率的に審査が行われることが期待されて
おり、現段階において、県による点検や患者
調査の必要性は想定していない。
なお、審査会委員会設置に向けて作業を進め
ていく点については、条文に盛り込むことと
する。

県は、療養費の支給適正化のため、あん摩・マッサージ・指圧師及びはり師・きゅう師の施術に係
る療養費支給の手引きを作成し、市町村における支給基準の順守を徹底します。
また、国保連とともに、審査委員会を設置し、審査支払事務を行います。

(4) 治療用装具に係る療養費の支給
等の適正な実施

県は、治療用装具に係る療養費の支給等の事務の適正化を支援するため、市町村に対し、
随時助言等を行います。

３部会 現行どおり

(1) ２次点検の充実強化

県と市町村は、２次点検の内容点検効果額及び内容点検効果率の底上げのため、次の取組みを実施します。
①　レセプト点検調査実施計画の策定
市町村は、毎年度、レセプト点検調査実施計画を作成することとし、その計画の中で、点検範囲拡大の目
標、点検効果率の目標、目標達成のための具体的施策等を設定し、実施することとします。
県は、市町村が当該計画を策定するための指針となる「レセプト点検調査実施計画策定マニュアル」を作成
します。
②　２次点検の実施体制の見直し
市町村は、２次点検を直営で実施するか、国保連等への外部委託を行うか等の実施体制について、それぞれ
の市町村の実情を踏まえて、見直しを行うものとします。
③　研修の充実
市町村のレセプト点検員のスキル向上のため、県は、習熟度別やテーマ別等の研修を、国保連と連携して実
施します

３部会 ○

（天草市）
　市町村では、新システム導入で割振
機能を使い点検ができるようになった
ため、点検効率と効果が上がった。ま
だ使用していない市町村があれば使用
してもらいたい。割振機能を使用した
２次点検の実施。

　毎年実施されているレセプト点検員
の研修とは別に、ベテラン点検員から
ノウハウを学べる研修の充実。

ご指摘の内容は、③研修の充実のご
意見として受け止める。

条文は、現時点の内容に改める。

県と市町村は、２次点検の内容点検効果額及び内容点検効果率の底上げのため、次
の取組みを実施します。
①　レセプト点検調査実施計画の策定
市町村は、毎年度、レセプト点検調査実施計画を作成することとし、その計画の中
で、点検範囲拡大の目標、点検効果率の目標、目標達成のための具体的施策等を設
定し、実施することとします。なお、計画は、県で策定している「レセプト点検調査実施計
画策定マニュアル」に基づき作成します。
②　２次点検の実施体制の見直し
市町村は、２次点検を直営で実施するか、国保連等への外部委託を行うか等の実施体制について、
それぞれの市町村の実情を踏まえて、見直しを行うものとします。
③　研修の充実
市町村のレセプト点検員のスキル向上のため、県は、習熟度別やテーマ別等の研修を、国保連と連
携して実施します

(2) 医療保険と介護保険の突合情報
を活用した効率的な点検の促進

市町村が、国保連の介護給付適正化システムから提供される医療保険と介護保険との突合
情報を活用した効率的なレセプト点検を行い、介護保険との給付調整を適切に実施するこ
とができるよう、県は国保連と連携し、レセプト点検員等に対する研修を実施します。

３部会 ○

（天草市）
　医療給付情報突合リスト（国保分）
については、介護認定者で給付実績が
ある場合のみ、出力してあるが、介護
認定者で給付実績がない場合にもリス
ト突合が可能となる点検の強化。

医療給付情報突合リスト（国保分）
については、国保連の介護給付適正
化システムから提供されるものであ
るので、ご指摘のリストを出力でき
るようにした方がよいのか、国保連
とも協議が必要。
条文は、現行どおりで良いと考え
る。

現行どおり

(1) 評価指標に基づく取組みへの支
援

市町村が、第三者行為求償事務のＰＤＣＡサイクルを循環させて、継続的に求償事務の取
組みを行うため、県は、全市町村で設定している２項目の評価指標（被害届の自主的な提
出率、市町村における被害届受理日までの平均日数）の進捗状況を把握し、助言等を行い
ます。

３部会

市町村が、第三者行為求償事務のＰＤＣＡサイクルを循環させて、継続的に求償事
務の取組みを行うため、県は、全市町村で設定している２項目の評価指標（被害届
の自主的な提出率、市町村における被害届受理日までの平均日数）の進捗状況を把
握し、助言等を行います。
　市町村は、上記２項目の評価指標の他にも、適宜、市町村の実情に応じて目標を
設定し、積極的に求償事務に取り組むこととします。

４　レセプト点検の充実強化

３　療養費の支給の適正化

５　第三者行為求償や過誤調整等の取組み強化
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

(2) 第三者行為求償事務アドバイ
ザーの活用

市町村は、国の第三者行為求償事務アドバイザーの活用を積極的に行うことにより、市町
村職員の意識とスキルの向上を図ることとします。

３部会
　市町村は、国の第三者行為求償事務アドバイザーや国保連の第三者求償専門員の
活用を積極的に行うことにより、市町村職員の意識とスキルの向上を図ることとし
ます。

(3) 損害保険関係団体との連携の強
化

県は、市町村の委任を受けた国保連と損害保険関係団体（６団体）が締結した「交通事故
に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく取組みについて、継続的
な評価・改善を行うなど、損害保険関係団体との連携の強化を図ります。

３部会
食中毒に関する連絡体制の構築の記
載を検討する。

今後検討

(4) 被保険者資格喪失後の受診によ
り発生する返還金の保険者間調整の
普及促進

県は、国保連と連携し、被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での
調整の具体的な取扱いについて、事案が発生していない市町村も含めた全市町村に対し、
研修会等を活用して周知徹底を行います。

３部会 現行どおり

―

平成30年度から県も国保の保険者となることに伴い、被保険者が県内の他市町村に住所異
動した場合でも、世帯の継続性が保たれている場合は、平成30年4月以降の療養において
発生した転出元における高額療養費の多数回該当に係る該当回数が転出先に引き継がれ、
通算されることとなります。
世帯の継続性の判定等の取扱いは、次のとおりとします。

３部会 削除

(1) 世帯の継続性の判定

高額療養費制度は、世帯員の療養に要した費用は世帯主が負担したものとして取り扱った上で、家計の負担
軽減を目的としていることから、世帯を主宰し、主たる生計維持者である世帯主に着目して、世帯の継続性
が保たれているかを判定します。
この判定は、転出先市町村が行い、判定基準は、国が示した次の参酌基準のとおりとします。
①　他の国保加入者を含む世帯と関わらず、当該世帯内の国保被保険者の数が変わらない場合の住所異動の
場合は、世帯の継続性を認める。
②　他の国保加入者を含む世帯と関わらず、資格取得・喪失による当該世帯内の国保被保険者の数の増加又
は減少を伴う場合の住所異動の場合は、世帯の継続性を認める。
③　世帯分離、世帯合併による一の世帯で完結しない住所異動の場合には、異動後の世帯主が異動前に世帯
主として主宰していた世帯との継続性を認める。

３部会 現行どおり

(2) 高額療養費の計算方法
市町村は、レセプトに基づき高額療養費の支給額を決定しますが、その際、被保険者から
提出を受けた領収書との突合を行い、また、多数回該当に係る該当回数は、申請があれば
支給可能な回数に基づくこととします。

３部会 現行どおり

(3) 高額療養費の支給申請勧奨事務
の実施

高額療養費の支給申請の勧奨については、被保険者へのサービス向上や県内市町村間異動
の際の多数回該当の円滑な引継ぎを行う観点から、全市町村において次のとおり実施する
こととします。
①　勧奨実施基準額
各市町村で勧奨実施基準額を定め、勧奨を実施することとします。
②　勧奨方法
通知文書及び申請書の同封による、ターンアラウンド方式で勧奨を実施することとしま
す。
③　勧奨時期
おおむね診療月の３か月後までを目安に各市町村で勧奨時期を定め、勧奨を実施すること
とします。

３部会 ○

（人吉市）
現在、勧奨基準額が各市町村で異なるた
め、県統一の基準金額を示してほしい。
県内の被保険者が同じサービスを受けら
れることを目指してほしいため。

（大津町）
高額療養費の勧奨時期は市町村毎で相違
があり、７０歳以上については領収書を
省略して支給を行っている町もある。
申請、様式等将来的に統一を図る条文に
変更していただきたい。
※勧奨を実施していない市もあれば、診
療月から６カ月以上後に勧奨通知を送付
している町もあるため、転出入の際に住
民からクレームがある。

（人吉市）
①勧奨実施基準額はおおむね
5,000円を目安とし、各市町村
で定め、勧奨を実施すること
とします。

（大津町）
③勧奨時期
　おおむね診療月の３か月後
までを目安に勧奨を実施する
こととします。
　※「各市町村で勧奨時期を
定め」を省略

（人吉市に対して）
　高額介護の勧奨基準が500円であることか
ら、高額を5,000円超にするのはサービス低
下と捉えられるのではないかと危惧する。

（大津町に対して）
　申請書様式の統一は、他市町村の意見も伺
いたいと思う。

　勧奨時期については、勧奨自体を実施でき
ていない（あるいはかなり時期が遅い）市町
村があるので、まずは、申請勧奨を全市町村
で行うところまで進めていきたい。

高額療養費の支給申請の勧奨については、被保険者へのサービス向上や事務の標準化、
県内市町村間異動の際の多数回該当の円滑な引継ぎを行う観点から、全市町村において
次のとおり実施することとします。
①　勧奨実施基準額
　各市町村で勧奨実施基準額を定め、勧奨を実施することとします。また、勧奨実施基
準額は、高額介護合算療養費の勧奨基準額である500円を標準として定めることとしま
す。
②　勧奨方法
　通知文書及び申請書の同封による、ターンアラウンド方式で勧奨を実施することとし
ます。
③　勧奨時期
　おおむね診療月の３か月後までを目安に各市町村で勧奨時期を定め、勧奨を実施する
こととします。

（人吉市）
県内で最も高い基準を目安と
すると、統一が図りやすいた
め。
現状で勧奨を実施していない
市町村もあるため、さらに基
準額を高くし、勧奨しやすく
すくしてもよいかと思う。
急に基準額を変更するのは市
民サービス上問題があるかも
しれないので、段階的に統一
が図れるように目安を示して
ほしい。

(4) 広報の実施
高額療養費の支給に関する広報については、県と市町村、国保連が連携し、広報紙やホー
ムページをはじめとする各種広報媒体を活用して実施します。

３部会 現行どおり

(1) 特定健康診査・特定保健指導の
実施状況

①　特定健康診査
熊本県の特定健康診査実施率は年々上昇しており、平成27年度には35.1%となっていますが、全国平均の
36.3%よりも低い水準にあります。
平成27年度の県内市町村の最高実施率は76.6％で、上位６市町村が、国が国保の目標値として掲げている60%
以上の実施率を達成しています。
一方、最低実施率は27.4%で、上位と大幅な開きがあり、特に対象者が多い市部の実施率が低い傾向にありま
す。
【表９　国保の特定健康診査実施率】
【図10　市町村別特定健康診査実施状況（平成27年度）】
②　特定保健指導
熊本県の特定保健指導実施率は年々上昇しており、平成27年度には39.6%となっています。これは、全国平均
の23.6%より高い水準にあります。
平成27年度の県内市町村の最高実施率は90.5%で、上位11市町村が、国が国保の目標値として掲げている60％
以上の実施率を達成しています。
一方、最低実施率は12.6%であり、特に下位３市町村は10%台となっており、県の平均を大きく下回っていま
す。
【表10　国保の特定保健指導実施率】
【図11　市町村別特定保健指導実施状況（平成27年度）】

４部会 ○

（八代市）
・特定健診未受診者対策として、特定
健診と同等検査の医療情報収集につい
て、県で推進して頂きたい。

ここは、現状を記載するところなの
で、「２　医療費の適正化に向けた
取組み」での記載を検討する。

①　特定健康診査
熊本県の特定健康診査実施率は年々上昇しており、平成27年度には35.1%となって
いますが、全国平均の36.3%よりも低い水準にあります。
平成30年度の県内市町村の最高実施率は78.2％で、上位９市町村が、国が国保の目
標値として掲げている60%以上の実施率を達成しています。
一方、最低実施率は30.1%で、上位と大幅な開きがあり、特に対象者が多い市部の
実施率が低い傾向にあります。
【表９　国保の特定健康診査実施率】
【図10　市町村別特定健康診査実施状況（平成30年度）】
②　特定保健指導
熊本県の特定保健指導実施率は年々上昇しており、平成27年度には39.6%となって
います。これは、全国平均の23.6%より高い水準にあります。
平成30年度の県内市町村の最高実施率は97.9%で、上位30市町村が、国が国保の目
標値として掲げている60％以上の実施率を達成しています。
一方、最低実施率は14.7%であり、特に下位２市町村は10%台となっており、県の平
均を大きく下回っています。
【表10　国保の特定保健指導実施率】
【図11　市町村別特定保健指導実施状況（平成30年度）】

運営方針　第５章　国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

１　現状

６　高額療養費の多数回該当の取扱い
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

(2) 後発医薬品の使用状況

熊本県の後発医薬品の使用割合は、全国平均よりも常に２～３％高い割合を示しており、
平成27年度末の使用割合（数量ベース）では、全国13位と高い水準にあります。
また、平成25年度末の55.6％から、平成27年度末には65.5％に上昇しており、国が「経済
財政運営と改革の基本方針2017」で示した、2020年（平成32年）9月までに後発医薬品の
使用割合を80％とするという目標に向けて、着実に進んでいます。
【表11　後発医薬品の使用割合(各年度３月、新指標、数量ベース)】

３部会
「また」以降は、令和2年度の状況に
よって変更の可能性あり。

熊本県の後発医薬品の使用割合は、全国平均よりも常に２～３％高い割合を示して
おり、平成30年度末の使用割合（数量ベース）では、全国○位と高い水準にありま
す。
また、平成25年度末の55.6％から、平成27年度末には65.5％に上昇しており、国が
「経済財政運営と改革の基本方針2017」で示した、2020年（平成32年）9月までに
後発医薬品の使用割合を80％とするという目標に向けて、着実に進んでいます。
【表11　後発医薬品の使用割合(各年度３月、新指標、数量ベース)】

(3) 後発医薬品差額通知の実施状況

後発医薬品差額通知は、平成23年度には半数程度の市町村での実施にとどまっていました
が、年々実施市町村数が増加し、平成26年度以降は県内全ての市町村が実施しています。
各市町村では、後発医薬品差額通知と併せて、後発医薬品希望カードや希望シールの配布
等の取組みを行うなど、後発医薬品の使用促進に努めています。
【表12　後発医薬品差額通知実施状況】

３部会 現行どおり

(4) 重複・頻回受診者、重複服薬者
への訪問指導の実施状況

平成27年度に熊本県で行った市町村保健事業実態調査において、重複・頻回受診者、重複
服薬者への訪問指導に取り組んでいると回答した市町村は36市町村でした。
また、平成28年度の国の特別調整交付金において、重複・頻回受診者への訪問指導により
交付金の交付を受けた市町村は８市町村でした。さらに、保険者努力支援制度（平成28年
度前倒し分）指標５の重複服薬者に対する取組みにより、交付金の交付を受けた市町村は
23市町村でした。
【表13　重複・頻回受診、重複服薬への訪問指導の実施状況】

３部会

○年度に熊本県で行った市町村保健事業実態調査において、重複・頻回受診者、重
複服薬者への訪問指導に取り組んでいると回答した市町村は○市町村でした。
また、○年度の国の特別調整交付金において、重複・頻回受診者への訪問指導によ
り交付金の交付を受けた市町村は○市町村でした。さらに、保険者努力支援制度
（○年度前倒し分）指標５の重複服薬者に対する取組みにより、交付金の交付を受
けた市町村は○市町村でした。
【表13　重複・頻回受診、重複服薬への訪問指導の実施状況】

(5) 糖尿病性腎症の重症化予防事業
の実施状況

平成28年度に行われた都道府県及び市町村糖尿病性腎症重症化予防の取組内容調査におい
て、糖尿病対策推進会議との連携や、受診勧奨の実施、保健指導の実施など、全ての項目
において熊本県は高い実施率となっており、全国と比較しても取組みが進んでいます。
また、保険者努力支援制度（平成28年度前倒し分）指標３の糖尿病等の重症化予防の取組
みの実施状況においても、取組みを行い交付金の交付を受けた市町村は37市町村
（82.2%）であり、全国の取組状況（816市町村（46.9%））と比較しても高い実施率と
なっています。
【表14　糖尿病性腎症重症化予防取組状況(平成28年度)】

４部会

平成28年度に行われた都道府県及び市町村糖尿病性腎症重症化予防の取組内容調査
において、糖尿病対策推進会議との連携や、受診勧奨の実施、保健指導の実施な
ど、全ての項目において熊本県は高い実施率となっており、全国と比較しても取組
みが進んでいます。
また、保険者努力支援制度（平成28年度前倒し分）指標３の糖尿病等の重症化予防
の取組みの実施状況においても、取組みを行い交付金の交付を受けた市町村は37市
町村（82.2%）であり、全国の取組状況（816市町村（46.9%））と比較しても高い
実施率となっています。
【表14　糖尿病性腎症重症化予防取組状況(平成28年度)】

―

国保の安定的な財政運営を確保するためには、支出面の中心である医療費の伸びを抑える
ことが特に重要です。
県は、医療費の適正化に向け、市町村・国保連・保険者協議会と連携し、国民健康保険法
第82条の2第5項に基づく「熊本県における医療費の見通しに関する計画」に定める医療費
の適正化に向けた取組みとの整合の確保を図りながら、次に掲げる事項に取り組みます。
取組みの推進にあたっては、医師会等の関係機関とも市町村の取組状況を共有し、課題、
対応策等を検討することとします。

３部会
４部会

「次に掲げる事項」に、特定健診・
保健指導の向上を追加することを検
討したい。併せて、構成についても
県で書きぶりを検討したい。

現行どおり

(1) 医療費の適正化に向けた取組み
に対する市町村のインセンティブの
確保

県は、特別交付金の算定において医療費適正化に向けた取組みを評価することにより、特
定健康診査・特定保健指導実施率向上や後発医薬品の使用促進及び糖尿病性腎症の重症化
予防等の取組みに対する市町村のインセンティブを確保し、医療費適正化に向けた取組み
を促進します。

３部会
４部会

現行どおり

(2) 取組みが進んでいる市町村の事
例の情報提供等を通じた好事例の横
展開

県は、医療費の適正化に関する好事例を把握し、各種会議や資料等で市町村に周知するこ
とで、その横展開を図ります。

３部会
４部会

現行どおり

(3) 市町村に対する定期的・計画的
な助言の実施

県は、各市町村におけるデータヘルス計画に基づく保健事業などの医療費の適正化に向け
た取組状況を確認しながら、国保連等の関係機関とも連携して、適切な医療費の適正化の
取組みについて助言します。

３部会
４部会

現行どおり

(4) 医療費の適正化に向けた取組み
の共同実施

現在、国保連へ委託している医療費通知書の作成、後発医薬品差額通知書の作成、後発医
薬品調剤実績・削減効果実績の作成、医療費適正化に関するデータの作成、高度な医療費
の分析等については、引き続き、国保連への委託による共同実施を行います。

３部会
４部会

現行どおり

(5) 糖尿病性腎症重症化予防の取組
み

市町村は、熊本県糖尿病性腎症重症化予防プログラム等を活用し、国保連、保険者協議
会、県医師会等の関係者と連携して、糖尿病性腎症重症化予防の取組みを進めます。
県は、市町村における円滑な事業実施を支援する観点から、市町村の取組状況を把握し、
必要な助言を行うとともに、医師会や糖尿病対策推進会議等と市町村の取組状況を共有
し、課題、対応策等を検討します。

４部会 ○

（八代市）
市町村としては、連携は県医師会では
なく、市町村の地域の市・郡医師会と
連携を行っています。

糖尿病対策を推進するにあたり、市
町村が、県医師会と全く連携してい
ないということはないと思われる。
郡市医師会は、条文の「等」に含ま
れていますが、標記に関して検討す
る。

市町村は、熊本県糖尿病性腎症重症化予防プログラム等を活用し、国保連、保険者
協議会、県医師会、郡市医師会等の関係者と連携して、糖尿病性腎症重症化予防の
取組みを進めます。
県は、市町村における円滑な事業実施を支援する観点から、市町村の取組状況を把
握し、必要な助言を行うとともに、医師会や糖尿病対策推進会議等と市町村の取組
状況を共有し、課題、対応策等を検討します。

(6) 市町村保健事業担当職員に対す
る研修の実施

県は、特定健診・特定保健指導や特定健診データの活用等に関する研修について、国保連
や、保険者協議会と連携を図りながら実施します。

４部会 現行どおり

２　医療費の適正化に向けた取組み
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

（１）市町村事務の標準化

①　被保険者証と高齢受給者証の一
体化

市町村間の被保険者の異動に際しては、これまでと同様、転出元市町村における被保険者
証の回収及び転出先市町村における被保険者証の交付が必要となります。
現在、被保険者証及び高齢受給者証については、市町村により、両証を単独発行している
か、一体化しているかなどの違いがありますが、被保険者や保険医療機関等の利便性の向
上等のため、次のとおり統一することとします。
ア　全市町村で、被保険者証と高齢受給者証を一体化することとします。
イ　被保険者証の交付時期については、８月で統一することとします。
ウ　被保険者証の有効期間は、１年間で統一することとします。

２部会 ○

（大津町）
令和元年度より全市町村「保険証と高
齢受給者証の一体化」を行い、８月に
更新時期を統一したのではないかと思
われるため、全市町村実施したのであ
れば、条文は削除してもよいのではな
いか。
※現時点で実施していないのであれ
ば、その項目のみ残す。

（合志市）
統一化できた事項については、「統一
しました。」や「一体化しました。」
にしてはいかがでしょうか。

（合志市）
次のとおり統一しました。
ア　全市町村で、被保険者証
と高齢受給者証を一体化しま
した。
イ　被保険者証の交付時期に
ついては、８月で統一しまし
た。
ウ　被保険者証の有効期間
は、１年間で統一することと
します。

（ア）～（ウ）の項目について、全
市町村の御協力のもと、統一を達成
することができたため、条文を削除
せずに文言を過去形にする等の対応
を検討する。
※なお、本項目に限らず第６章には
「現状」の大項目がないため、素案
においては現状と今後の取組みを分
けて記載することとしたい（今後検
討）。

市町村間の被保険者の異動に際しては、これまでと同様、転出元市町村における被
保険者証の回収及び転出先市町村における被保険者証の交付が必要となります。
被保険者や保険医療機関等の利便性の向上等のため、次のとおり統一しました。
ア　全市町村で、被保険者証と高齢受給者証を一体化。
イ　被保険者証の交付時期については、８月で統一。
ウ　被保険者証の有効期間は、１年間で統一。

４５市町村実施済

②　短期被保険者証及び被保険者資
格証明書の取扱い要綱の制定

市町村は、県が示したひな形を参考にして、短期被保険者証及び被保険者資格証明書の取
扱いに係る要綱を策定し、取扱いを明記することとします。

２部会 ○

（南小国町）
実地助言の場でも申し上げたが、前市町村で
滞納のある世帯が転入した場合の取扱いにつ
いて、具体的に定める必要があるように思え
る。

（菊池市）
現在、本市では前年度以前滞納の世帯を６
月、若短を1年で発行しており、収納担当との
協議の上要綱を制定し、事務を行っていま
す。収納も窓口交付の機会を重要としておら
ず、資格の事務上も特段問題ないため、県の
ひな形とおりで変更を行うことは現時点では
予定はありません。県のひな形の月数を市町
村の実情に併せて変更すること可能でしょう
か。

（南小国町）
取扱いについて、部会等で検討し、
必要に応じてひな形の改正等で対応
する。

（菊池市）
法令に定めのある事項の変更はでき
ないが、各市町村の実情に応じ、ひ
な形から変更することは可能。

現行どおり

③　被保険者資格の適用除外規定の
統一

ア　「児童養護施設入所児童等で、扶養義務者のない場合」の被保険者資格の適用除外規
定について、全市町村、条例で規定することとします。
イ　「養護老人ホーム等入所者で、収入が低い場合」の被保険者資格の適用除外規定につ
いて、根拠となる国の通知が廃止されているため、条例で規定済の市町村においては規定
を廃止することとします。

２部会 ○

（菊池市）
｢扶養義務者のない場合｣とは、扶養義
務者が生保等で扶養する能力がない場
合は含まないのか。含まない場合、こ
ういった場合の取扱いについても県内
で取扱いを統一できないでしょうか。

児童養護施設入所児童と出身世帯は
原則、同一世帯とされている。
扶養義務者が生保の場合、児童養護
施設入所児童についても生保が適用
されるべきであり、その結果、被保
険者資格の適用除外になるものと考
えられているが、今後検討したい。

ア　「児童養護施設入所児童等で、扶養義務者のない場合」の被保険者資格の適用
除外規定について、全市町村、条例で規定することとしました。
イ　「養護老人ホーム等入所者で、収入が低い場合」の被保険者資格の適用除外規
定について、根拠となる国の通知が廃止されているため、条例で規定済の市町村に
おいては規定を廃止することとしました。

４５市町村実施済

④　葬祭費及び出産育児一時金の支
給金額の統一

ア　葬祭費の支給金額は、市町村によって２万円、２万５千円、３万円とばらつきがあり
ますが、県内どこに住んでいても共通の給付が受けられるよう金額を統一することとし、
後期高齢者医療制度の葬祭費の支給額等を踏まえ２万円に統一することとします。
イ　出産育児一時金の支給金額は、国が定める基準額で統一することとします。
※産科医療保障制度に加入する医療機関等での出産の場合は420千円、それ以外の医療機
関等での出産の場合は404千円（平成29年度現在）

３部会 ○
（合志市）
統一できた事項は、「統一しまし
た。」にしてはいかがでしょうか。

ア　葬祭費の支給金額は２万円としました。
イ　出産育児一時金の支給金額は、国が定める次の基準額としました。
※産科医療保障制度に加入する医療機関等での出産の場合は420千円、それ以外の
医療機関等での出産の場合は404千円（令和元年度(2019年度)現在）

４５市町村実施済

⑤　一部負担金の減免基準の制定
市町村は、県が国の通知を基に示したひな形を参考に、一部負担金の減免基準を制定する
こととします。
なお、将来の保険料水準の統一に併せて、減免基準の統一を検討することとします。

２部会
３部会

市町村は、県が国の通知を基に示したひな形を参考に、一部負担金の減免基準を制
定することとしました。
なお、将来の保険料水準の統一に併せて、減免基準の統一を検討することとしまし
た。

４５市町村実施済

⑥　高額介護合算療養費の支給申請
勧奨事務の実施

高額介護合算療養費の支給申請の勧奨について、被保険者へのサービス向上の観点から、
全市町村において次のとおり実施することとします。
ア　勧奨実施基準額
支給基準額である500円を超える場合に、勧奨を実施することとします。
イ　勧奨方法
通知文書及び申請書の同封による、ターンアラウンド方式で勧奨を実施することとしま
す。
ウ　勧奨時期
毎年度２月までに勧奨を実施することとします。

３部会

　高額介護合算療養費の支給申請の勧奨について、被保険者へのサービス向上の観
点から、全市町村において次のとおり実施することとします。
ア　勧奨実施基準額
　国が定める支給基準額である500円を超える場合に、勧奨を実施することとしま
す。
イ　勧奨方法
　通知文書及び申請書の同封による、ターンアラウンド方式で勧奨を実施すること
とします。
ウ　勧奨時期
　毎年度２月までに勧奨を実施することとします。

⑦　情報セキュリティ対策
市町村は、各市町村の情報セキュリティ対策の基準（情報セキュリティポリシー等）に基
づき、適切に国保事業に係る個人情報等の保管、移送、消去等を行います。

２部会 現行どおり

⑧　市町村事務処理標準システムの
導入

国は、市町村が行う国保事務（資格管理、保険給付、保険料(税)の賦課徴収）の標準化、
広域化等を目的として、市町村事務処理標準システムを開発し、市町村へ無償配布するこ
ととしています。
県は、市町村へのシステムの導入を促進するため、説明会の実施等、必要な支援を講じま
す。
市町村は、既存のシステムの更新時期のタイミング等において、可能な市町村からシステ
ムの導入を進めることとします。

２部会 ○

（長洲町）
導入に向けた具体的なスケジュール案
を示した方が市町村は動きやすいと思
います。また全市町村が一斉に導入す
るのは難しいので、導入スケジュール
案を2～3ほど示したらどうでしょうか

（長洲町）
例）導入案①　令和4年4月～
　　導入案②　令和4年10月～
　　導入案③　令和5年4月～

いただいた意見・市町村事務処理標
準システム導入検討会等での検討結
果を踏まえて条文の見直しを行う。

【イメージ】国は、市町村が行う国保事務（資格管理、保険給付、保険料(税)の賦
課徴収）の標準化、広域化等を目的として、市町村事務処理標準システムを開発
し、市町村へ無償配布しています。
システム導入にあたっては、サーバー等のハードウェア等を共同利用することが効
率的であることから、○年○月に国保連が立ち上げるクラウド（機器の共同利用）
により、順次システムを導入することとします。
なお、国は、市町村に対し令和5年度まで導入に関する財政支援を行うこととして
いるため、財政支援が受けられる間に標準システムの導入を行うこととします。ま
た、この財政支援がない部分（サーバー等購入費用の1/2）については、特別交付
金（県繰入金2号分））で財政支援を行うこととします。

運営方針　第６章　市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進

１　広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組み　
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

(2) 広域的な事務の実施による効率
化

現在、国保連へ委託している高額医療費の支給額の計算や統計資料の作成、医療費通知書
の作成等の市町村事務については、引き続き国保連に委託することにより、事務の効率化
を図ります。

２部会
３部会

○

（上天草市）
現在、国保連へ委託している高額医療
費の支給額の計算や統計資料の作成、
医療費通知書の作成等の市町村事務に
ついては、引き続き国保連に委託する
ことにより、事務の効率化を図りま
す。
また、異動届出書や各種給付費等の支
給申請書などの県内統一様式を作成
し、受付事務の広域的な実施が可能と
なる対策を講じます。

支給申請書様式の県内統一は、他市町村の意
見も踏まえたいと思う。

現行どおり

―

県と市町村が共同して国保を運営するに当たっては、地域包括ケアシステムの構築に向け
た取組みの重要性に留意する必要があります。
そのため、市町村は、次のとおり保健医療サービス・福祉サービス等との連携に関する取
組みを推進し、県は、各種会議や資料等で、好事例の周知・横展開を図るなど、市町村の
取組みを支援します。

３部会
４部会

現行どおり

(1) 地域包括ケアシステムの構築に
向けた取組みとの連携

①　地域ケア推進会議等への参加
市町村の介護担当部局が中心となって各圏域や市町村で行っている地域ケア推進会議等について、市町村の
国保担当部局も積極的に参加し、保健、医療、介護、福祉関係者等の協働による個別支援の充実に向けた取
組みや、地域の共通課題、好事例の共有を進めることとします。
②　介護担当部局との連携
ア　市町村は、ＫＤＢシステムやレセプトデータ等の情報を用いて、健康事業・介護予防・生活支援の対象
となる被保険者の抽出、要介護認定率、１人当たり介護給付費、介護に至った原因疾患等について分析を行
い、国保担当部局と介護担当部局とで情報共有を行うこととします。
イ　市町村の介護担当部局で行う介護予防・日常生活支援総合事業、在宅医療・介護連携などの地域支援事
業や、介護保険事業計画に基づく事業について、市町村の国保担当部局も参加・協力することとします。

３部会
４部会

現行どおり

(2) 特定健康診査とがん検診との連
携

特定健康診査実施率とがん検診受診率を向上させるためには、特定健康診査とがん検診の
同時実施が効果的です。
市町村は、特定健康診査とがん検診の同時実施の取組みを推進することとします。

３部会
４部会

○

（高森町）
・同時実施が効果的である理由の記述を追加
したほうが良い。
・市町村の同時健診実施状況を追記したほう
が良い。

（山鹿市）
保険者努力支援制度における県全体の特定健
診受診率向上を目指すとともに今後の効率的
かつ県内統一的な保健事業の展開のため、県
医師会等関係機関・団体との調整・協力体制
の構築を図る必要を感じるため。

（高森町）
・「１日で受診できる」「ついで受
診が増える」等のキーワードを追
加。
・同時健診実施市町村数○○市町
村、実施市町村がん検診平均受診率
○○％（非実施比＋○○％）

（山鹿市）
○県及び市町村は、効率的な保健事
業の展開図るとともに、県はその実
現のため関係機関との協議を中心的
に進める。
○医師会・歯科医師会・薬剤師会等
との連携を図る。

（高森町に対して）
　同時実施が効果的な理由及び市町村の現状
を追記する方向で前向きに検討したい。

（山鹿市に対して）
　記載箇所も含めて今後検討したい。

（検討）

(3) その他施策との連携
必要に応じ、次の施策との連携を図ります。
・熊本県障がい福祉計画に基づく取組み
・地域医療介護総合確保基金事業

３部会
４部会

現行どおり

―
県が中心となって行う国保の財政運営に、市町村の意見を反映させる場として、県・市町
村相互間の連携会議及び必要に応じ作業部会を開催します。

１部会 現行どおり

(1) 研修の実施

県は、市町村が実施する事業の効果的・効率的な実施のため、保険者協議会及び国保連と
連携して、市町村職員の資質向上等につながる研修を実施します。
①　国保事務初任者に対する研修
②　保険料(税)徴収事務に関する研修（再掲）
③　レセプト点検に関する研修（再掲）
④　医療費適正化・保健事業に関する研修（再掲）
⑤　その他国保事業運営に必要な研修

全部会 ○

（南小国町）
事業費納付金の勉強会とは別日程で、
事業月報・事業年報の研修会を開催し
てほしい。

ご意見を踏まえ、検討したい。 現行どおり

(2) 広報の実施

国保に関する広報については、啓発効果が高まるよう、県、市町村、国保連が連携し、一
定の時期に集中して行うなど、効果的に実施します。
①　保険料(税)の納期内納付及び口座振替の促進（再掲）
②　資格得喪届出の勧奨（再掲）
③　適正受診の普及啓発
④　特定健康診査の受診勧奨
⑤　その他、制度に関する周知等

全部会 現行どおり

運営方針　第７章　市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進

１　保健医療サービス・福祉サービス等との連携

運営方針　第８章　施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他の事項

１　県と市町村の連絡体制

２　研修及び広報の実施

(
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２　現行の項目について

現行の条文 関係部会
見直し
の有無

現行の評価・意見、
見直しの趣旨・理由等

条文見直し（イメージ） 県の意見（現時点） 改定素案（現時点）
備考

（参考情報等）

「熊本県国民健康保険運営方針」の見直し検討一覧表【その２】

項目

R2.2.5 令和元年度（2019年度）

熊本県国民健康保険運営協議会

資料３－２（２）

―

平成30年度から、市町村における保険料(税)の収納率向上や医療費適正化に向けた取組み
に対するインセンティブを確保する仕組みとして、保険者努力支援制度が本格実施されま
す。
これまでも、県では、市町村のインセンティブ確保のため、保険料(税)の収納率や特定健
康診査実施率の向上等に関する市町村の取組状況を評価し、県の特別調整交付金の重点的
な配分を行ってきました。
平成30年度以降も、国保の安定的な財政運営を確保するため、特別交付金を活用し、市町
村のインセンティブを確保します。

全部会 ○

（八代市）
くまもとスマートライフアプリの改善
（携帯機種変更した際に登録内容の引
継ぎが簡単にできる。スマホ・活動計
等の歩数計と連動して活用できる）し
て欲しい。また、市町村がインセン
ティブのためのアプリ導入の際には、
歩数に応じたポイント付与等、連動で
きると活用が広がると思う。

アプリの改善については、担当課に
伝えた。
インセンティブについては、今後の
検討課題としたい。

市町村における保険料(税)の収納率向上や医療費適正化に向けた取組みに対するイ
ンセンティブを確保する仕組みとして、保険者努力支援制度が実施されています。
これまでも、県では、市町村のインセンティブ確保のため、保険料(税)の収納率や
特定健康診査実施率の向上等に関する市町村の取組状況を評価し、県特別交付金
（繰入金２号分）の重点的な配分を行ってきました。
引き続き、当面、国保の安定的な財政運営を確保するため、特別交付金を活用し、
市町村のインセンティブを確保します。

・持続可能な医療保険制度を構築す
るための国民健康保険法等の一部を
改正する法律
・国民健康保険法
・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

（条文省略） 全部会 ・国民健康保険法

あ行～その他 （条文省略） 全部会 ○

（芦北町）
オンライン資格確認
マイナンバーカードの資格確認対応が
始まるから

意見を踏まえ、事項を追加したい。

オンライン資格確認
令和3年3月から、保険医療機関等の窓口で、被保険者証に加えて、マイナンバー
（個人番号）カードを提示することで、被保険者としての資格の有無等を確認・受
診できるようになります。加えて、順次、インターネット上（マイナポータル）
で、自分の医療費・薬剤情報や、特定健診データを確認できるようになります。

(1)　医療費（療養諸費）の状況（平成27
年度）
(2)　市町村別一人当たり医療費の推移
(3)　市町村別の加入世帯数及び被保険者
数の推移
(4)　市町村の保険料(税)算定方式（平成
28年度）
(5)　保険料(税)の市町村別賦課割合（平
成27年度・一般医療分）
(6)　保険料(税)率の状況（平成27年度）
(7)　保険料(税)収納率の推移（現年度
分）
(8)　保険料(税)の収納額の状況（平成27
年度）
(9)　レセプト２次点検の実施状況
(10) 特定健康診査実施率の推移
(11) 特定保健指導実施率の推移

（一覧表省略）
１部会
３部会
４部会

基本現行どおり（年度更新等） （省略）

国民健康保険運営の仕組み（イメー
ジ）

（図省略） １部会 現行どおり 省略

４　その他

３　市町村のインセンティブの確保

参考資料

１　参照条文

３　統計数値

２　用語解説
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