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平成 29年度 第 2回 新潟支部評議会 議事概要 

 

開 催 日 時 平成 29年 11月 2日（木） 10：30～12：00 

会     場 万代シルバーホテル 4階 千歳の間 

出 席 評 議 員  青柳評議員、大橋評議員、桐生評議員、佐藤評議員、髙野評議員、竹津評議員、

筒井評議員、藤田評議員、渡邊評議員〔五十音順〕 

議     題  

１．平成 30年度保険料率について  

２．インセンティブ制度について 

議 事 概 要  

支部長あいさつ 

 本部・支部における組織人事について 

・協会発足以来、3期 9年にわたって理事長を務めた小林剛氏が任期満了に伴い退任。 

 10月 1日付けで日本通運健康保険組合理事長であった安藤伸樹氏が新理事長に就任。 

・理事 2人監事 1人が任期満了に伴い退任。理事 3人監事 1人については再任。 

・全国 19支部で支部長交代。関東甲信越ブロック 10支部では、東京、茨城、栃木、長野で 

 支部長が交代。 

・新潟支部では 10月 1日付け人事異動で職員 6名が他支部へ、また他支部より職員 6名が配属。 

 支部における保険者機能発揮について 

・平成 30年度は次期医療計画、医療費適正化計画、診療報酬・介護報酬同時改定等が一斉にスタ 

ートする。 

・新潟支部では、次期医療計画、医療費適正化計画の協議、各二次医療圏における医療構想 

 調整会議、県、国保運営協議会等に委員として参加し、積極的に意見を発信している。 

・協会全体としても、インセンティブ制度の本格導入、次期保険者機能強化アクションプラン、 

 第 2期データヘルス計画のスタートの年なので、これまでの取り組みを検証し、今後の 

 取り組みに反映、改善させ、さらに支部内でもこれまでの事業を分析、検証し、30年度の 

 事業計画に活かす。 

 支部移転について 

・ビルの外見はでき、現在は内装工事中で作業は順調に進んでいる。 

・来年 2月の移転に向けて、案内チラシや広報、加入事業所への案内等の準備、引っ越し 

 業者の選定等も順調に進んでいる。 
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議 題 

１．平成 30年度保険料率について（事前資料） 

 平均保険料率 

・平成 28年決算においては、収支差 4,987億円となったが、これは被保険者数の大幅な増加によ 

る収入の増加に対し、診療報酬のマイナス改定や制度改正等の一時的な要因が重なり、支出の伸 

びが抑えられたためで、今後もこうした状態が続くものではない。 

・平成 28年度決算を踏まえた準備金残高は 1兆 8,086億円となり、法定準備金の 2.6ヵ月分と 

なった。しかし、現状の準備金が十分かどうかは慎重な検証が必要。 

・協会けんぽの赤字構造は解消されていない。高齢者医療費の増加が見込まれる 2025年を見据え 

れば、後期高齢者支援金等の拡大が見込まれ、今後の財政状況は予断を許さない。 

 都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置 

・激変緩和措置の解消期限については、「平成 32年 3月 31日」（平成 31年度末）である。 

・平成 29年度の激変緩和措置率は 5.8/10。解消期限まで 1.4/10ずつ引き上げられる。 

・インセンティブ制度について、実際の保険料率に反映されるのは、平成 32年度からである。 

 保険料率の変更時期 

・現在の保険料率の改定は、4月納付分（3月分）からである。 

 今後の保険料率の推移に関するシミュレーションに基づき説明。 

 

 

評議員からの意見等 

1.平成 30 年度の平均保険料率について 

 

【学識経験者】 試算における医療費の伸びは、どのように算定したか？ 

 

＜事 務 局＞ 過去の医療費の伸び率の 3ヶ年分の平均で算定しました。 

 

【事業主代表】 事務局側の説明があったとおり、保険料率 10％維持が妥当と考える。 

 

【学識経験者】 資料の 19ページ（今後 10年間（平成 38年度まで）の準備金残高と法定準備金に

対する残高の状況）の試算を見ると、ある一定の年度までは黒字で、準備金が積み

あがっているものの、その年度を過ぎるとだんだんと収支は悪化し、準備金は底を

つく。 

そうなった時には、保険料率を 10％以上に上げなくてはいけないことを予想すると、

現状維持をしつつ、さらに中長期的に 10％を維持するべきである。 
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また、医療費の伸びが賃金の伸びを上回っている現実は消すことができないし、今

以上に後期高齢者が増加することも予想できる。 

よって、今後安定した財政運営をしてもらうために、10％を長期にわたり守ること

がいいと考える。 

 

【事業主代表】 被保険者や事業主は、保険料の負担の減少よりも増加を抑えることを望んでいる。

現在、積み立てられた準備金を還元する話が出ているが、それを還元するのではな

く、保険料率の上昇をできる限り先に延ばすということで、内部留保を充実させる

ことが好ましいと考える。 

内部留保するためには、経営・運営努力が必要で、その中でどのように医療費を抑

えるか、介護費用を少なくするか等の内容を議論するといいと思う。 

 

【被保険者代表】 国会で最低賃金を 1,000 円にする話が出ているので働く人が増加したり、来年度の

配偶者控除が 150 万円に拡大することによって、女性が働きやすい環境になったり

すると、保険料収入が少し期待できる。 

 

2.平成 30 年度の激変緩和率について 

 

【学識経験者】 激変緩和措置の解消によって新潟支部の保険料率は下がるのか？ 

 

＜事 務 局＞ 新潟支部は激変緩和措置の解消によって、保険料負担の軽減が図られます。 

 

【被保険者代表】 激変緩和措置の解消期間が「平成 32年 3月 31日」（平成 31年度末）とされている

が、8 ページ「平成 29 年度の保険料率について」の「２．29 年度の激変緩和措置

について」の「③激変緩和措置の解消を可能な限り緩やかにするべき」と答えた支

部があるが、これは解消期間を先延ばしする意味なのか？  

 

＜事 務 局＞ その通りです。 

政令で決まっていることなので、解消期間を変えて、もっと緩やかにするべきとい

う支部があります。 

 

【被保険者代表】 現状の可能性は平成 36年度まで延ばせる可能性があるということか？ 

  

＜事 務 局＞ 健康保険法等一部改正法の附則を見る限りでは、平成 36年度末まで延ばせる可能性
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がありますが、できるかどうかはわかりません。 

 

【評議員皆様】 平成 30年度の激変緩和率については妥当と考える。 

 

3.保険料率の変更時期について 

 

【学識者代表】 保険料率の変更は、年度初めにするか定時決定の 10月にするかの判断しかなく、特

段の理由がなければ、1年単位で考えていった方が、被保険者の理解も得られやすく、

事業所における事務処理もしやすいこととから、これまで通り 4 月納付分からでい

いと考える。 

 

【評議員皆様】 保険料率の変更時期は、平成 30年 4月納付分（3月分）で妥当と考える。 

 

 

２インセンティブ制度について（事前資料） 

 インセンティブ制度の導入にあたって 

日本再興戦略改定 2015（平成 27年 6月 30日閣議決定）において、協会けんぽについては、「新

たなインセンティブ制度の創設に向けた検討を行う」とされ、未来投資戦略 2017（平成 29 年 6

月 9日閣議決定）では「協会けんぽについては来年度からインセンティブ制度を本格実施し、2020

年度から都道府県保険料率に反映する」とされた。 

 インセンティブ制度の概要 

医療保険制度改革骨子や日本再興戦略改定 2015等を踏まえ、新たに協会けんぽ全支部の後期高齢

者支援金に係る保険料率の中に、インセンティブ制度の財源となる保険料率（0.01％）を設定する

とともに、支部ごとの加入者及び事業主の行動等を評価し、その結果が上位過半数となる支部につ

いては、報奨金によるインセンティブを付与。 

 評価指標、評価指標ごとの重み付け、支部ごとのインセンティブの効かせ方を試行実施の結果及び

シミュレーションのデータと照らし合わせながら説明。 

 

 

評議員からの意見等 

【事業主代表】 ウエイト付けされているのであれば、特に問題はなし。 

        36ページの「③支部ごとのインセンティブの効かせ方について」の中段「協会けん

ぽの各支部の特定健診受診率の実績は一定の範囲内に収斂しており・・・」とある

が、これはどういう意味か？ 
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＜事 務 局＞ 健保組合の場合、健康診断や特定保健指導等の実績の差が大きく、実績の低いとこ

ろにペナルティをかけます。 

        協会けんぽの場合、新たな加減算制度の対象外となり、他の医療保険者との比較に

よる新たな財源は見込まれません。 

        また、健保組合・共済組合が対象となる見直し後の加減算制度の考え方をあてはめ

れば、基本的に加算される支部はありません。 

        よって、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、ランキングで上位過半数に

該当した支部については、報奨金による保険料率の引下げという形でインセンティ

ブを付与します。 

 

【事業主代表】 健保組合とは別にやるということは、健保組合とインセンティブについてやり取り

することはないし、協会けんぽの中だけでインセンティブを付けるということか？ 

 

＜事 務 局＞ 健保組合とのやり取りはありませんし、協会けんぽの中だけでインセンティブを付

けます。 

 

【学識経験者】 インセンティブ制度の財源は 0.01％なので、金額にして約 80億円～85億円となる

か？ 

 

＜事 務 局＞ 協会けんぽ加入者の 1ヶ月の平均標準報酬月額は約 28万円で、こちらを基準に試算

すると、約 80億円を見込んでいます。 

 

【学識経験者】 この金額をもとに上位過半数の支部にインセンティブを付けると、大した金額には

ならないと思うが、例えば 1番実績をあげた支部にはどのくらいの金額になるか？  

 

＜事 務 局＞ 試算はしていませんが、約 80億円を 23支部で分割するので、恐らくわずかな金額

になると思われます。 

 

【学識経験者】 32ページの赤で記載さている箇所で、「前年度からの実績の伸びを評価する際には、

支部ごとの伸びしろ（100％－当該支部の実績値）を踏まえて評価することが公平」

とあるが、この「伸びしろ」とはどういう意味か？  

 

＜事 務 局＞ 例えば沖縄支部のジェネリック医薬品の使用率は 80％で 100％－80％＝20％。こ

の 20％の部分が伸びしろとなります。 
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【学識経験者】 インセンティブ制度が始まると、働いている方、事業主の皆様に理解してもらい、

健康診断受診、特定保健指導実施などを行っていただかないと数値や実績は上がら

ない。そのためには、協会けんぽ職員が大変になると思うが、協会けんぽ全体で業

務体制の整備や強化はどうなるのか？  

 

＜事 務 局＞ 保険者機能を更に発揮しないと、実績や数値が上がらないので、その担当部署であ

る企画総務グループや保健グループの人員を充実させるため、給付等担当の業務グ

ループの人員を若干減らし、企画総務グループや保健グループの人数を増やしてい

ます。 

        しかし、支部全体の人数が増えるわけではありません。 

 

【学識経験者】 特に保健グループが大変になりそうだ。 

 

【学識経験者】 健康診断の受診率上昇や医療機関での早期受診が加入者の健康増進のために大事で

あって、そのためにインセンティブ制度が設けられたと思う。 

インセンティブ制度によって保険料率を上昇させない、医療費の増大を抑制するこ 

とが、加入者への説得力になる。 

例えば、どのぐらい健康診断を受診し、保健指導等を行えば、その後の医療費の抑 

制につながるなどのデータや事例はあるか？ 

 

＜事 務 局＞ 保健指導による生活習慣病の効果について、厚生労働省の資料では、特定保健指導

の参加者と不参加者を比較すると、検査値については改善効果があったと言われて

おります。 

        また、生活習慣病関連の 1人当たりの外来の医療費等の軽減の分析につきましても、 

        積極的支援参加者と不参加者を比較しますと、1人あたり入院外医療費は年間で男性

は 5,720円～8,100円のマイナス、女性は 1,680円～7,870円のマイナスでした。 

        特定健診、特定保健指導等を実施することで、加入者の健康増進、医療費の抑制に 

つながっています。 

 

【被保険者代表】 インセンティブ制度は腑に落ちない。 

        1番の問題は保険料率の上昇を抑えることであるし、被保険者にとって、保険料率が

変動することがリスクであるので、どのようにリスクを回避するかが問題だと思う。 

        インセンティブは「健康になりましょう」という意味ではわかるが、29ページの医

療保険制度改革骨子の中の「予防・健康づくり等に取り組む保険者に対するインセ
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ンティブをより重視する」とあり、健康診断で「健康です」と言われた人が予防と

健康づくりに取り組んでいて、その方々に対するインセンティブならわかるが、医

療費を使っている人も軽減されるのであれば、健康な人の割合に対しての評価がも

っと必要だと思う。 

        また、インセンティブの財源を還元するのではなく、貯めることに使ったらどうな

るかと思った。 

【学識経験者】 インセンティブ制度は個別の被保険者にインセンティブを与えるのではなく、グル

ープ（支部）に還元すること。 

新潟支部に加入していれば、新潟支部に属している被保険者に影響を与える。 

 

＜事 務 局＞ 病気やけがをすることなく健康であることが 1 番ですが、制度上、個人に還元でき

るものではなく、グループ（支部）にインセンティブをかけるしかありません。 

健保組合ごとに実績の差が大きくあり、実績の低い健保組合にはペナルティを与え

ています。 

協会けんぽはその差がほとんどなく、ある一定の範囲内に収まっていますが、協会

けんぽだけやらなくていいということにはなりません。 

  

【事業主代表】 みんなが納得するインセンティブ制度はないので、健康に対する意識づけ、健康づ

くりのきっかけの 1つとして考えるほうがいいと思う。 

 

【事業主代表】 医療費や介護費用等が今後ますます大きくなり、同時に保険料も上がっていく可能

性があるが、やはり保険料が上がっていくことは頭が痛い話であって、下げるため

の政策はどこでもとるべきである。 

インセンティブがあるなしに関わらず、各都道府県、市町村との包括連携協定等を

利用し、データ分析し、何ができるか考えていくことが必要である。 

例えば、スマートウエルネスシティを効果的に実施している都市は 1 人あたりの医

療費が軽減していると聞いたことがある。 

それをどうやって展開するかによって効果が違ってくるので、協会けんぽは大きな

役割を持っている。  

 

【学識経験者】 来年度の事業計画の議論の際には、今のような話も含めて、展開の仕方等を説明し

ていただきたい。 
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全体を通した意見等 

 特になし。 

特 記 事 項  

・傍聴者：なし（支部職員 1名） 

・次回評議会は、平成 30年 1月開催予定 

 


