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令和元年度新潟支部第 2 回評議会議事録 

 

開 催 日 時  令和元年 10 月 29 日（火） 15：00～16：30 

会 場  全国健康保険協会新潟支部 会議室 

出席評議員  青柳評議員、大橋評議員、小名評議員、桐生評議員、高橋評議員、  

       竹津評議員、筒井評議員、藤田評議員〔五十音順〕  

       ※髙野評議員は欠席  

 

議 題  １．令和 2 年度保険料率について  

       ２．保険者機能強化のための支部の取組について   

（報告事項）  ・インセンティブ制度に係る平成 30 年度実績について  

       ・オンライン資格確認の円滑な実施に向けたマイナンバーカードの  

        取得促進について  

       ・2018 年度支部別スコアリングレポートについて  

 

 

≪支部長挨拶≫ 

・インセンティブ制度の結果について。30 年度の速報値が公表され、新潟支部は全国 4

位と報奨金が付与される見込みとなった。指標となる 5 項目のうち、特定健診の受診率

が 1 位、ジェネリック医薬品の使用割合が 10 位と高い順位の項目もある一方、特定保

健指導実施率が 26 位、健診結果で要治療・要精密検査と判定された方の医療機関受診

率が 27 位と順位が低い項目もある。新潟支部としては、対象の方へ定期的に文書や電

話による勧奨を行っているが、受診行動につながっていない状況である。インセンティ

ブ制度で評価される 5 項目について、事業主や加入者の皆様の健康意識の行動変容につ

ながるように制度周知をしっかりと行い、加入事業所の事業主と従業員の方に対して、

メタボ該当者の方へ保健指導の受け入れや、要治療・要精密検査の方には早めに医療機

関へ受診するよう関係団体と連携をしながら働き掛けを行い、30 年度に続き今年度もさ

らに全国順位を上げ保険料率が少しでも下がるよう取り組んでいく。 

・被扶養者資格の再確認と書類提出について。保険料率、保険料負担の抑制のため高齢者

医療制度における拠出金と保険給付の適正化を目的に、被扶養者資格の再確認を行って

いる。今年度は、健康保険法改正による被扶養者の国内居住要件が新設されることを踏

まえ、18 歳未満の被扶養者を含め確認する。事業所の負担軽減のため、年末調整の確認

時期に合わせて例年より遅い時期の実施となった。  

 

≪議事≫ 

１．令和 2 年度保険料率について事務局より説明  

【事務局】資料１ページ、今後の運営委員会と支部評議会のスケジュールということで書

かれております。上から運営委員会、真ん中が支部評議会と見ていただければと

思います。今回 10 月、支部評議会の開催、中身としては保険料率とその下に支

部の予算とあり、10 月に開くということで進めています。11 月、12 月、ここか
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ら事業計画と予算という形で進めていきます。すでに開催のご案内をしておりま

すが、12 月 18 日も評議会の開催を予定しています。１月に都道府県単位保険料

率、新潟支部の保険料率がどのぐらいになるかということで、１月８日に全国の

支部長会議の場で各支部の保険料率が示され、それを受け１月 14 日から 20 日の

間でまた評議会を開くようにと連絡が来ています。本評議会が終わったのちに、

日程調整をさせていただく予定ですのでよろしくお願いいたします。 

     ２ページ、３ページをご覧ください。ここでは、令和２年度平均保険料率に関

する論点ということで、３つあります。１つ目が「平均保険料率」、２つ目が「都

道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置の解消とインセンティブ制度の

導入」、３つ目が「保険料率の変更時期」ということで、それぞれで現状と課題が

あるため、若干そこに触れて、論点の内容を進めていきたいと思います。 

     「平均保険料率」の「現状と課題」ですが、協会けんぽの 30 年度決算は収入

が 10 兆 3,461 億円、支出が９兆 7,513 億円、収支差は 5,948 億円となり、準備

金残高は２兆 8,521 億円で給付費等の 3.8 カ月分となりました。これは、医療費

適正化のための取り組みを着実に進めてきたことの効果に加え、診療報酬のマイ

ナス改定、制度の改正等による一時的に支出が抑制されたことなどによるものと

考えられます。一方、協会けんぽの財政は、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る

という財政の赤字構造が解消されていないことに加え、以下の観点から、今後も

予断を許さない状況にあります。１つ目は、高齢化の進展により高齢者にかかる

医療費が今後も増大する見込みであること。特に令和４年度以降、後期高齢者が

急増するため後期高齢者支援金の大幅な増加が見込まれます。２つ目、高額な医

療費や医薬品、再生医療等製品の薬価収載が増加していくと見込まれること。３

つ目、29 年度半ばごろから被保険者数の伸びが急激に鈍化しており、賃金の動向

も不透明であること。このようなことから、今後も予断を許さない状況と捉えて

います。４つ目、こうした状況も踏まえながら今後の財政状況を見通す観点から、

５年収支見通しの財政状況に関するシミュレーションを行ったところ、保険料率

10％を維持した場合であっても数年後には準備金を取り崩さなければならない

見通しとなっていること。これはまたのちほど説明いたします。  

     論点としては、協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の５年収支見通

しのほか人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援金の増加などを考慮し

た中長期的な視点を踏まえつつ、令和２年度及びそれ以降の保険料率のあるべき

水準についてどのように考えるかということを、ご意見を頂ければと思います。 

     「現状と課題」については、これまで段階的に激変緩和措置の解消を図ってい

ます。今年度の激変緩和率は 10 分の 8.6。政令で定められています解消期限につ

いては、今年度末、来年の３月 31 日となっていることから令和２年度の拡大幅

は 1.4 となり、解消期限通りに激変緩和措置が終了となります。これにより、令

和２年度以降の都道府県単位保険料率については、激変緩和措置が適用されない

ことを踏まえ考えることになります。一方、30 年度から本格実施しているインセ

ンティブ制度については、30 年度の実施結果が令和２年度の都道府県単位保険料

率に反映されます。 
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     論点としては、激変緩和措置の解消を計画的に進めてきたところで、解消期限

通りに終了し令和２年度は激変緩和措置を講じないことでよいかということです。

またインセンティブ制度については 11 月に開催する運営委員会において、30 年

度実績の確定値を示し、当該実績に基づく評価が上位 23 位に該当する支部に対

して、支部ごとの評価に応じた報奨金を付与することにより保険料率の引き下げ

を行うことでよいか、ということでご意見をいただきたいと思います。  

     最後３つ目、これは保険料率の変更時期ついては、ほぼ毎年、４月納付分、３

月分から変更しているという現状です。今年度、来年度もこの３月分からの変更

でよいか、ご意見を頂ければと思います。 

     続きまして、４ページに移ります。ここは、平成 31 年度、今年度の保険料率

を決めるにあたっての昨年 12 月の運営委員の意見です。主な意見ということで、

平均保険料率に関しては、「平均保険料率 10％を維持して、中長期的に安定した

運営を行うべきである」と、ほとんど同じような意見になっています。下から２

つ目には、「保険料率を下げられるときに下げるべきである。併せて、国庫補助率

が引き下げられることがないよう、国に訴えていかなければならない」と、下げ

るべきという意見になりました。ほとんどの方が、中長期的に安定した運営を行

うべきという意見になっています。  

     激変緩和措置と変更時期、これは特段の異論はなかったということです。 

     ５ページですが、本年度の保険料率に関する支部評議会の意見というところで、

評議会での意見は提出が必須ではなく、特段の意見があれば提出することに変わ

りました。その結果、意見書の提出なしが９支部、提出があった所が 38 支部。

そのうち、維持するべきという支部が 18、両方の意見があるのが 13、引き下げ

るべきという支部が６というような結果で、激変緩和措置については計画的な解

消以外の意見はほぼなく、保険料率の変更時期についても４月納付分の意見はな

かったとのことです。 

     続きまして、６ページ、７ページ。これは昨年のものを資料として添付してい

ます。平成 29 年の 12 月に理事長が発言した要旨です。まとめとしては７ページ

の最後の４行、「保険料率をどれほどのタイムスパン、時間の幅で考えるかは保険

者としての裁量の問題、選択の問題であるが、私どもとしては、やはり中期、５

年ないし 2025 年問題と言われている以上、その辺りまで十分に視野に入れなけ

ればならないと考えている」。中長期で考えるという立ち位置を、ここで明確にし

たいということで、発言をされたというところです。 

     ８ページに昨年の９月の発言要旨があります。「私どもとしては、これからこの

ように準備金が積み上がってきているという非常に恵まれた環境の中で」から始

まりまして最後の３行の部分です。「基本的には中長期的に考えさせていただきた

い」というような発言をしています。 

     ９ページからは、５年収支の見通しということで触れさせていただきます。  

     まず 10 ページについては、先ほど決算の状況について若干概要に触れました

がここに記載の通りです。その下の令和２年から６年の 5 年収支見通しついては、

平成 30 年度の協会けんぽの医療分の決算を足元、要するに上の決算分を元とし
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て試算しています。２つ目の○、今後の被保険者、加入者の伸びについて、令和

１年度と２年度は協会けんぽの過去の実績に基づいて推計を行っています。３年

度以降については「日本の将来推計人口」の出生中位を基礎として推計を行って

います。 

     11 ページについては、今後の賃金上昇率をどのように見るかというところです。

表を見ると、1.2％で一定、0.6％で一定、伸びがないケースがありますが、この

1.2％は注１にあるように、過去の増減率の最大値でとらえています。注２の 0.6％

は、21 年から 23 年の不況に伴う賃金水準の低下を除きまして、過去７年を平均

したものです。こういった前提で、この３つを選んで推計しているとご理解して

いただければと思います。  

     次に、今後の医療費についてはどのように考えるかというところです。①で加

入者１人あたりの伸び率については、協会けんぽの実績から令和１年度について

は 2.1％、２年度は 2.4％、これに消費税増税分を見込んでいます。②で３年度以

降の加入者の伸び率については、平成 27 年～30 年度の平均を使って実績を出し

ています。75 歳未満については 2.1％、75 歳以上については 0.2％という見方で

す。 

     続きまして、12 ページです。下の○、保険料率は以下のケースについて試算を

行ったというところです。①10％に据え置いたケース、②均衡保険料率、③保険

料率を引き下げた複数のケースということで書かれています。 

     13 ページですが、現在の保険料率を据え置いた場合の単年度収支、①のケース

です。Ⅰの 30 年度同様の過去最高の賃金上昇率 1.2％が続くケースでは、黒字額

は縮小していくものの令和６年度で 1,600 万程度の黒字を確保できる見通しです。

Ⅱのこれまでの実績の平均 0.6％が続くケースでは、令和６年度から単年度収支

が赤字に転換します。さらにⅢの令和３年度以降の賃金上昇率がニュートラル、

いわゆる０で考えた場合には令和５年度から赤字に転換する結果となっています。

その結果準備金残高については、ご覧の通りのような動きです。 

     次の 14 ページから 17 ページについては、それぞれ保険料率を 9.9 から 9.5 ま

で 0.1 ずつ下げたものの試算です。先ほどの 10％で変更ない場合と比べまして早

めに赤字の状態になる、と見ていただければ思います。  

     続きまして 18 ページです。まず協会けんぽの保険料率の試算については、毎

年度５年収支の見通しを出していますが、健康保険法上では２年に１度示しなさ

いということになっています。ですが、最近の状況もありまして、保険料の議論

に加入者の増減なども考慮する関係で、毎年５年収支見通しを出しています。そ

れに加え、中長期で考えるということもあり 10 年間の収支見通しをお出しする

ことで進めています。 

 18 ページ、19 ページにあるように、先ほどの前提条件とまったく同じものを

使っています。  

     20 ページ、21 ページでは、今の前提条件で見た場合、例えば 20 ページの 1.2％

の上昇率の場合では、棒グラフが準備金残高で、上の折れ線グラフは何カ月間分

になるかというものです。ここで上昇率 1.2％として賃金を見ていく場合でも、
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10％を維持しても 2028 年、令和 10 年度にはマイナスに転じ、準備金残高は 5.5

か月から 5.4 か月、4 兆 9,800 億から 4 兆 9,400 億になり、ここから変化が起き

てきます。賃金成長率が 0.6 の場合、これは今までの実績が一番低いところを削

除した成長率となり、協会本部ではこのあたりが妥当な線ではないかと見ている

試算ですが、2024 年、令和６年度からマイナスに転じています。極端な例ですと、

9.5％に下げると一番下の水色の折れ線グラフのような動きになります。 

     続きまして、23 ページです。ここについては、2020 年度以降、準備金残高が

法定準備金、給付費等の１カ月を確保する間、機械的に 10％及び 9.8％として、

それぞれ法定準備金を下回る年度以降においては、準備金を確保するために必要

な料率を引き上げた上で、2029 年度までの見通しをシミュレーションしたもので

す。 

     この表は昨年度もお出ししているものですが、まとめとしての結果は 24 ペー

ジにあります。表で具体的に見ていただくと、賃金上昇率 0.6 が一番妥当という

本部の見方をとれば、26 ページのグラフとなります。棒グラフが準備金残高で、

水色が保険料率維持、赤が保険料率を引き下げした場合です。折れ線グラフは保

険料率です。0.6％の場合で保険料率 10％とすると、準備金残高が水色の棒グラ

フの動きをするということです。仮に、来年度から 9.8％に折れ線グラフが下が

っていくとすると、2020 年、令和４年度から準備金が取り崩しになっていくとい

う状況です。その結果、料率 9.8％で続いていくと 2029 年から 10.3％に引き上

がるという見込みになっています。 

     説明は以上です。後段の資料については、中長期的、10％維持を前提としてい

るかのような資料に見えるかもしれませんが、今現在、方向としてはそのような

形で動いているのは事実です。今回は、３つの論点についてご意見を頂きたいと

思います。また別の話になるのですが、本部からは評議員の皆様１人１人のご意

見を大切に、事業運営に活かすようにということで言われています。今後も、案

件によっては事前にご説明をしたり、今まで質問が出た部分で回答がすぐにでき

なかったものついては、その後わかった段階でご説明にあがるなど、対応してい

きたいと思っています。このような方向でこれからも進めていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。  

 

≪質疑・議論≫ 

１．平均保険料率について  

【被保険者代表】 いろいろ資料を見せていただくと、結局中長期的に見るしかないとい

うことになるのかと思いますので、「維持」という意見になります。けれどもここ

２年ぐらい、財政が厳しくなるという話だったのですが結果的にはそういう形に

なっていないため、こういう状況が続くと引き下げてもいいのではないかという

意見が出てくるのかなと。この見方を割りと堅めに見ている気がしますので、そ

の辺りの検証はすぐには見てもわからないのですが、一応出していただいた資料

を前提とすれば、維持という結論になると思います。 
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【被保険者代表】 保険料率は下がれば下げるにこしたことはないですが、ただ変動する

ことのほうがリスクだと思うので、安定的な保険料率を長く維持できるように対

応してもらうほうがいいのかなと思います。どう見ても、先々もそれほど明るい

情報はないため、何とも言えないのですが。  

 

【学識経験者】 これを見ると 10％ぐらいが一番いいと思います。あまり甘く見積もると、

財政危機に陥る。将来も考えると、余裕を持っておいたほうがいいのではないで

しょうか。  

 

【議長】 ありがとうございます。なかなか全国平均で見ていてもイメージが湧かないと

いうのが正直あるのかなと思って見ていたのですが、では新潟県はどうなのか、

あるいは他の県の支部はどういった率なのかという辺りが見えると、もう少しイ

メージも湧きやすいのかなという気はします。ただ、一応全国の見通しを立てて

もらうということで、出てきた数字だろうとは思うのですが。  

 

【事業主代表】 出てきているデータを見させていただくと、過去議論したときとデータ

の出方が変わっていないような感じがして、そうすると結果的に、私の意見も過

去申し上げたところと変わらない、すなわち長期的に見て 10％据え置きでいいの

ではないかというところになるのですが。１つお聞きしたいのですが、４ページ

の下から２番目に唯一「保険料率を下げられるときに下げるべきである」という

意見があるのですが、この中に「負担増の影響で事業所数が減少することのない

よう」とあり、保険料率が、0.1 とか 0.2、0.3 変化したところで、こういうこと

で事業所数が減少するということがあり得ることなのでしょうか。これは重要な

意見と考えなければならないものですか。  

 

【事務局】 一般的には税や保険料が上がれば会社の負担も上がる、増えるということで、

それが負担になって事業所数が減ることのないようにとのことかと思います。負

担増というのは、会社で保険料率が増えると、折半とはいえ保険の負担が 100 万

単位で変わる事業所もあるというのは事実ですので、そういうような意味合いで、

答えられたのではないかなと思います。  

 

【議長】 これは逆に、健保組合が組合ではやっていけないから協会に移りたいという意

味で、組合の事業所数が減るというイメージは何となく湧くのですが。事業主及

び被保険者の保険料負担が重くなったため、雇用できず事業も辞めるという事業

所が出てくるイメージを持っているのかなと思います。 

 

【事業主代表】 そうすると、26 ページや 27 ページのグラフから察すると、2026 年、2027

年になったら保険料率が上がって大変なことになってしまいますし、事業所数が

減ってしまってという、そんなことにもなりますよね。  
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【議長】 例えば 10.3 でいきなり減るとか 11 まで上がれば減るのかというのはわかりま

せんが。どちらかと言うと協会けんぽは、近年は 501 人以上の事業所の週 20 時

間の加入規定があり被保険者が増加していて、それが事業主にとって折半部分の

負担がすごく重くなってるかどうかという辺りはよくわからないのですが、ただ

その基準を 500 人以下に下げようとするときには、中小の事業所は同じようにで

きないという議論が出ているのは日経新聞にも紹介があったので、そこまで考え

てる話なのかなとも考えたのですが。  

 

【事務局】 厚生年金の保険料率引き上げが止まったため、協会けんぽも平均保険料率

10％を維持し、ある程度推移していけば事業主への負担も急激な増加にはならず、

安定的な運営につながるのではということを踏まえた発言かとも思ったのですが、

「保険料を下げるべき」という結論とは別の意図になってしまうため、事業所の

負担についての発言かと思われます。  

 

【事業主代表】 負担増の影響で事業所数が減少することのないようにという、ここの文

言をとらえると、事業所数が減少することのないように負担増になることを遅く

しましょうということで、これは中長期的に見て 10％据え置いてということにつ

ながるのではとも考えたのですが。 

 

【学識経験者】 今の視点の発言に関連して、事業主にとって、例えば協会けんぽに入ら

ない場合、他にいくつか選択肢があるのでしょうか。  

 

【議長】 制度的には、組合をつくるか協会けんぽになるか、それとも完全に個人事業所、

まさに４分の３以下の労働の人だけでできる事業所、自営業のような形になるし

かありません。 

 

【学識経験者】 わずかな保険料率の差で加入したりしなかったり、加入者数が大きく変

動するというようなことも考えにくいかなという感じはします。それと、10％と

いうのは協会けんぽの財政運営的な見通しをいろいろと検討されて出たのだと思

うのですが、他はどのぐらいの保険料率で、制度やサービスなどの比較のような

ものはあるのでしょうか。  

 

【事務局】 協会と比較するのであれば、健康保険組合の保険料率の平均は、若干協会よ

りも低い状況です。また、基本的な給付などの制度は同じです。若干付加給付が

ある健保組合もあります。 

 

【議長】 組合健保のほうが負担能力はあるため総報酬割制度があり、トータルの負担に

ついては組合が大きいため、組合を解散して協会に移る所が出てきているという

のが現状なので、単純に比較はなかなかできないかなと思います。メリットがあ

るから組合を作っているのだとは思います。  
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【事業主代表】 雇用者側としては、10％でずっと定着しているのでこれで当たり前だと

思っていますし、かといって、ここの文言のように、10％が 11％になったから会

社辞めようというのは考えにくいです。やはり中長期的に見て 10％でいくのが妥

当と思います。  

 

２．激変緩和措置の解消とインセンティブ制度について  

【被保険者代表】 激変緩和措置とインセンティブ制度については、今までこの前提で話

が出ていたわけですので、仮に微細な見通しの変更があったとしても変えるべき

ではないと思います。やはりある程度計画通りにということであれば、そのまま

粛々と進めていくべきではと思います。 

 

【議長】 インセンティブの仕組みの部分で、新潟支部は 1 位の項目があり全体の評価で

も 4 位と高くなっているのはいいと思います。しかし、26 位や 27 位の項目もあ

り、全体でバラつきが多いような項目を単純に偏差値で順位をつけて報奨金付与

とするのは引っ掛かりがあります。やはり、ある程度レベルの高い項目がそろっ

ているところに対してインセンティブを付与しないと、インセンティブ制度に有

利な特定の項目のみ力を入れてしまうということがないか、結果として正当な評

価ができないのではないかというのが、改めて説明を聞いて引っ掛かったところ

です。 

 

【事務局】 ほかの支部の評議会で、激変緩和措置の期限は政令で定められているわけで

すが、解消を遅らせてほしいというような意見もあります。  

 

【議長】 先ほどのご意見でもあったように、料率が下がったはいいが、あとで上がるこ

とに懸念があります。そういうことも含めて、保険料率についてはこれで納得せ

ざるを得ないのかとは思います。  

 

【被保険者代表】激変緩和措置がとられる背景は、全国において保険料率にあまりにも差

が出るからとのことだったと思うのですが、激変緩和措置を入れたときと措置の

解消時期でその差はある程度埋まるのでしょうか。激変緩和措置を入れている間

に何とか努力をして、ある程度差が広がらなくはなってきているという流れなの

でしょうか。  

 

【事務局】 もともと差があるものを、激変緩和で差を少なくしようとしてきたわけなの

で、激変緩和がなくなるということで基本的には有意差が開くことになります。

激変緩和措置が終了するタイミングで、インセンティブ制度を導入して差が若干

縮まる要素としてはあるというような形です。  

 

【被保険者代表】 インセンティブの料率と、激変緩和の料率は全然違うので、ある意味
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開きっぱなしになるということでしょうか。 

 

【事務局】 その可能性もあります。 

 

２．保険者機能強化のための支部の取組について事務局より説明  

【事務局】 今回評議員の皆さんにご意見・ご助言ということで頂きたい部分は、資料の

説明に入る前に、若干私のほうから口頭でご説明したいと思います。特に資料の

記載の部分はありませんので、聞いていただければと思います。  

     協会けんぽでは基本方針として、協会けんぽ自身の行動計画の位置付けである

「保険者機能強化アクションプラン」というものがあります。このアクションプ

ランを着実に実行していくことにより、協会の基本使命である「加入者の皆様の

健康増進を図る」というところにつながっていきます。協会けんぽでは、さらな

る「保険者機能の発揮」に向けて、さまざまな取り組み・事業を展開し進めてい

くことが求められている状況です。  

     そこで、令和２年度の「支部保険者機能強化予算」ということで検討をするに

あたり、事業主、それから加入者の行動変容をどう促していくかというところが、

１つのポイントとして大変重要と考えております。このため、ここにいらっしゃ

る評議員の皆様のご意見は、極めて参考になるものと考えており、支部職員だけ

で組み立てるのではなく、事業主や加入者の意見を反映させた事業とするために、

評議員の皆様のご意見、それからご助言・アイデアなどを伺いながら、費用対効

果も含めて計画を立てていきたいと考えております。  

     これからご説明する資料の後半の部分ですが、特に支部の事業課題ということ

で５つの項目を挙げています。その５項目について、もっとこうしたら事業の拡

大につながるとか、促進につながるなどのご意見・ご助言・アドバイス等を頂け

たらと思いますので、よろしくお願いいたします。  

     それでは、資料の 28 ページからご説明をさせていただきます。評議会等のス

ケジュールの関係です。10 月、支部では事業の検討とそれから作成、評議会の開

催というスケジュールのタイミングとなっております。11 月に予算案を本部に提

出しまして、本部での確認、それから整理が行われます。それから最終案の支部

提示ということで支部のほうにフィードバックがあり、１月に予算最終案を支部

評議会にてご説明をする計画となっております。３月、本部にて予算認可を受け

て、４月以降計画実行という流れになっています。 

     29 ページをご覧ください。保険者機能強化予算の概要についてのご説明です。

下の表ですが、保険者の強化予算を活用した各支部の取り組み、これは協会けん

ぽの全体像の表になります。予算分野としては、２つの分野に分かれます。医療

費の適正化等予算という項目と、保健事業予算という項目です。今年度は予算規

模としては上から３つ目と４つ目の部分、医療費適正化等の予算については約

7.3 億円、保健事業予算については約 37.2 億円ということで、協会全体の配分に

なっています。来年度の予算については、今年度予算額とほぼ同額ということで、

本部から示されております。  
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     31 ページをご覧ください。区分ごとにおける主な取り組みの内容、それから所

要見込額等の記載です。内容等についてはご覧の通りということで、説明は省略

させていただきます。  

     32 ページをご覧ください。こちらは 31 年度新潟支部における予算事業となり

ます。医療費適正化予算では、医療費適正化等対策経費、それから広報・意見発

信経費ということで約 1,700 万円の計上。下の保健事業予算では、健診関連経費、

保健指導委託経費などの計４項目で、新潟支部としては約 8,300 万円の計上とい

う形です。  

     33 ページをご覧ください。先ほどご説明しました、各項目の予算の事業内容の

概要です。医療費適正化予算では（１）医療費適正化対策経費としてセミナー開

催、（２）広報・意見発信経費では紙媒体の広報、それから重点事業等の広報事業

として、計上しています。概要については、ご覧の通りとなっております。  

     34 ページ、保健事業予算です。（１）健診経費については、①集団形式による

特定健康診査・特定保健指導、②小規模事業所への健診機関からの健診・事業者

健診結果データ取得勧奨、③事業者健診データの取得勧奨。それから 35 ページ、

④生活習慣病予防健診受付処理業務の委託業務、⑤健診実施機関予約状況表（予

約サイト）の支部ホームページ掲載、⑥新規適用事業所等に対する委託業者によ

る勧奨。⑦事業所への健診案内、新規加入者への健診案内業務となっております。

具体的な概要については、ご覧の通りとなっております。  

     36 ページ、（２）保健指導経費です。①事業所への特定保健指導利用勧奨の強

化、②健康支援薬局と連携した被扶養者に対する特定保健指導の実施。この２項

目となります。  

     37 ページ、（３）重症化予防対策です。①民間業者を活用した未治療者への電

話勧奨。②南魚沼地域と連携した腎専門医への受診勧奨。38 ページ、③協定市と

連携した人工透析予防サポート。④労働局と連携した重症化予防対策ということ

です。 

     39 ページ、（４）その他の保健事業です。①健康宣言事業、②COPD（慢性閉

塞性肺疾患）検診事業、③歯の健康に関する健康づくり事業です。 

     40 ページをご覧ください。これまでの支部の事業結果から、特に支部の KPI、

業績評価指標などの未達成事業等について、新潟支部における事業課題として５

つの項目を挙げました。１つ目としては、退職者などによる資格を喪失した加入

者の保険証の回収。２つ目として、特定保健指導の実施率の促進。３つ目として、

未治療者に対する重症化予防対策の強化。４つ目として「にいがた健康経営宣言」

エントリー事業所の拡大。５つ目、広報活動における加入者への周知、理解度の

向上ということです。これら５つの項目における、これまでの状況について、次

の 41 ページからご説明し、見えてきた問題点等踏まえながらご説明をさせてい

ただきます。  

     １つ目、41 ページをご覧ください。保険証の回収状況です。平成 30 年度の実

績をみると全国よりも上のほうにありますが、新潟支部の回収率は 95.79％とな

っています。資格喪失した保険証の回収が遅れると、その保険証を使って医療機
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関への受診というケースが発生し、返納金債権へとつながっていきます。保険証

の早期回収事業の取り組みとしては、保険証の未返納者への早期の返納催告文書

の送付、未返納の多い事業所への訪問、文書等による資格喪失届への保険証の添

付の徹底を周知しています。  

     広報活動としては今年度、医療費適正化等予算を活用し支部の重点事業としま

して、メディアを活用した広報等の実施を行っております。テレビ放映をはじめ、

通勤電車のデジタル広告、ラジオ、新聞、このような広報媒体を使っての展開を

していく予定です。 

これまでの事業結果からの問題点としては、広報等を通じて事業所の担当者に

は一定程度の理解は得られているものの、加入者すべて、家族の方までは意識の

浸透が図られていないのではないかと考えております。  

     続きまして、42 ページをご覧ください。２つ目の特定保健指導の拡大です。平

成 30 年度の実績をみると全国よりも上にあり、新潟支部では 17.3％と、年々上

向きで実施率向上に向けて頑張っておりますが、まだまだ上げていかなければな

らない状況です。健康診断の受診率は、全国トップクラスです。健診は受診する

が、保健指導は受けないといった状況となっています。 

     これまでの取り組みとしては、平成 30 年度から国の制度見直しに伴い特定保

健指導の見直しが行われ、健診の当日に特定保健指導の初回面談を行うことが可

能となりました。このことで、健診・保健指導を一貫して行うことができるため、

健診機関への働き掛けを行い、また保健指導の委託機関も増やしてきました。さ

らに、保健師の不在地域においては民間業者への委託の拡大を行っております。

また今年度、保健事業予算を活用し事業所への特定保健指導利用勧奨業務としま

して、派遣職員を活用した訪問事業所の抽出、案内文発送、電話等による勧奨業

務を行っています。問題点としては、事業所の保健指導実施受け入れ率が低いこ

とと、保健師のマンパワー不足が挙げられます。 

     次に、３つ目、重症化予防の推進です。平成 29 年度の実績をみると全国より

も下にあり、新潟支部では 10.2％となっています。重症化することで回復するま

でに長期化し、医療費の増大につながります。取り組みとしては、今年度保健事

業予算を活用し、健診を受診した結果、血圧や血糖値が一定以上で、レセプト（診

療報酬明細書）により受診の確認ができない者に対する文書の受診勧奨に加え、

民間業者による電話勧奨業務を行っております。また、南魚沼地域と連携した「腎

専門医」への文書による受診勧奨事業も行っています。 

     問題点としては、リストに抽出された加入者の医療機関への受診率が低いこと。

未治療者として新規にリストアップされた方が、次年度、さらには次の年度、さ

らにまた次の年度と連続して未治療者としてリストアップされた場合については、

重症化する傾向にあるということです。  

 43 ページをご覧ください。４つ目、健康経営の推進事業です。健康経営宣言の

エントリー事業所については年々伸びていないのが現状です。28 年度、初年度と

なりますが、まずは「けんこう職場おすすめプラン」の実施を事業所の総務担当

レベルで、数名からでも実施可能という位置付けで健康宣言にエントリーしてい
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ただいて実施をしてきたところですが、翌年度以降は、おおむねその事業所の従

業員の３分の２以上を目安として行っているのが現状です。  

     事業の取り組みとしては、事業所の健康宣言の勧奨の際、具体的な取り組みが

分からない場合には、新潟支部が進めている「けんこう職場おすすめプラン」を

実施していただくよう文書の送付、電話による委託勧奨を実施し、今年度医療費

適正化等予算を活用し実施を行っています。 

     見えてきた問題点としては、健康宣言自体、特別な取り組みをしないといけな

いと誤解されていることなど、ハードルが高い印象を持たれていることが挙げら

れます。また、まだまだ経営者の理解が進まないことも挙げられます。  

 ５つ目、広報事業です。理解度調査は協会けんぽの本部が実施をしている事業

となりますが、その結果として、傷病手当金や出産手当金などの現金給付の部分

を除き、４つの項目については全国平均よりも低い状況となっています。 

     事業の取り組みとしては、これまで広報誌をはじめ、ホームページ、メルマガ、

研修会やセミナー等、広報媒体を活用し実施をしてきています。また今年度、医

療費適正化等予算を活用し、支部の重点事業等広報といたしましてインセンティ

ブ制度、限度額適用認定証の促進、保険証の早期回収、この３つを取り上げ、先

日 10 月 25 日金曜日に、BSN テレビ「ゆうなび」にて放映されましたテレビ放

映や、今後通勤電車へのデジタル広告、ラジオ、新聞等、展開をしていく予定で

す。 

     今回の保険者機能強化予算の組み立てにあたりましては、他の支部の好事例も

踏まえながら、できることから取り入れて検討をしていくこととしています。 

     以上、それぞれ５つの項目に対しまして、より効果的に事業が拡大、または促

進につながるなど、評議員の皆様からのご意見、ご助言、またはアドバイス等を

頂けたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

≪質疑・議論≫ 

【事業主代表】 一番最後の 41 ページからの新潟支部における事業課題という資料で、

いくつかわからない点があるので教えていただきたいのですが、43 ページの特定

保健指導の実施率の状況で、全国よりも新潟のほうが、特定保健指導の実施率は

現状高いということなのでしょうか。先ほどインセンティブの説明によると、特

定保健指導の実施率は全国で 26 位と低い順位となっていたので、何か数字が違

うのか教えていただきたいです。  

     もう１つは、広報事業の認知率の状況で保険料、現金給付と出ているのですが、

認知率というのはどういう意味でお使いなのか、この２つを教えていただけます

か。 

 

【事務局】 特定保健指導の実施率については、実施率は全国平均よりも高い状況です。

インセンティブ制度では偏差値となっており、新潟支部においては偏差値換で 48

となっています。ただこちらは、実施率だけでなく昨年度からの伸び率などを考

慮した上で偏差値を評価するため、インセンティブ制度の場合は全国平均より少
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し低い偏差値になってしまいます。  

 

【事業主代表】 現状の実施率が高くても、伸び率などを考慮すると偏差値が下がってし

まうということなんですか。全国より低いので頑張りますというのならすごく分

かりやすいのですが、実施率が高い数字になってしまうと、次の時期にあまり伸

びなければインセンティブ制度では逆に順位が低くなるということも起きるわけ

なのでしょうか。インセンティブも当初すごく頑張るといい順位になるけれど、

数字が上がりきってしまうと伸びが少ないというで、インセンティブ的には非常

に評価が低くなるということもあるということでしょうか。 

 

【事務局】 今後、健診の指標で起こり得ることだと思います。どうやって伸び率を上げ

ていくかということが、課題になっていきます。 

 

【議長】 順位の低い県に影響を与えるという意味では効果があるのですが、例えば佐賀

は医療費が高いのですが、そういう所がインセンティブ制度の１位になっている

というのが、当初の目的が達成されていると本部は考えているのではないかと思

います。 

 

【事務局】 広報事業のご質問の回答ですが、本部の委託業者から無作為に抽出した人を

対象に調査を行った結果となります。全体の件数では、事業主が 150 件、被保険

者は 4,700 件、被扶養者は 2,350 件です。うち、新潟県内の保険証を持っている

方の回答結果という形です。 

 

【事業主代表】 それもそうですが、そもそも保険料を認知しているというのは、どうい

う意味合いなのかなと思いました。  

 

【事務局】 保険料率については、ここで議論しているような項目も含め、例えば保険料

率は毎年見直されていること、医療費の地域差を反映して加入している支部ごと

に異なること、保険料負担は事業主と被保険者で折半であること、そういった項

目がいくつかあります。 

 

【事業主代表】 では、要するに制度内容の理解が進んでいるかどうかという意味合いな

んでしょうか。それから広報事業は、本部や支部でどのような内容のものなのか、

新潟の状況に特化した広報という形が中心なのでしょうか。  

 

【事務局】 本部でも支部でも広報を行っています。支部では、全体の制度的な広報も行

っていますし、支部の弱いところをテーマに特化した重点広報ということで行っ

ています。  

 

【事業主代表】 制度内容についての広報も大事だと思うのですが、本部の役割なのかな
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と思ったものですから、どういう点で広報事業を強化しようとお考えなのかなと

思いました。  

 

【被保険者代表】 特に２番目、３番目の課題について、いわゆる健診機関、健康診断を

行う団体がいくつかあるわけですが、そことの関わりや役割というのは、何か関

係あるのでしょうか。  

     それから保険証の返納率、これはマイナンバーが利用できるようになれば、こ

この苦労はなくなるという理解でいいのでしょうか。  

 

【事務局】 最初のご質問に回答させていただきます。保健指導については、毎年健診受

診者が増えていることもあり、保健指導の対象者は１年間で約５万人となってい

ます。私どもの保健師は今 23 名いるのですが、その者だけでは対応しきれない

ため、健診機関の保健師、管理栄養士に健診の当日に特定保健指導を実施してい

ただくとことを進めています。新潟支部は 34 機関と健診を契約しているのです

が、そのうちの 22 機関が特定保健指導も契約し実施していただいているところ

です。 

     それと合わせて、３番の重症化予防ではやはり健診を受けた後というのが、一

番健康に関して意識の高い時期だと思いますので、要治療や要二次検査となった

方については、健診機関から「きちんと受診してくださいね」という通知の文書

などの勧奨を強化していただいています。健診機関の協力というのは、保健指導

においても重症化予防対策においても、大変重要になっていますので、連携を取

りながら今取り組んでいるところです。  

 

【被保険者代表】 協会けんぽから「結果が良くないからもう一回受けてくださいね」と

言うよりも、自分が受けた健診機関は当然覚えているわけですので、そこからの

アプローチのほうが説得力はあるのかなと思います。今もお話がありました、数

多くの健診機関がある中で、そういう取り組み、健診機関の質や取り組みの中身

について、優劣をつけたり差がある場合は、積極的に取り組んでいる健診機関に

対して、何かもう少しメリットなりがあってもいいのかなと思いまして、お尋ね

しました。 

 

【事務局】 契約の要綱上、各健診機関には最低でも５年に１回は実施調査をすることに

なっており、直接私どもの職員が出向いて調査を行っております。質という点で

は、毎年の契約に際しては、日本医師会などが行っている外部精度管理というも

のがあり、その結果も提出していただいて、評価が悪い所については指導を行っ

ているところです。ただしそれに対してのメリットとしては、まだ打ち出せてい

ないという状況です。  

 

【議長】 健診機関には、医療機関を持っているところもあると思いますが、そういう所

は、二次健診以降、医療保険の顧客として利用してもらえるというメリットはあ
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ると思います。健診専門のような所は、そこまでメリットがないから、期待通り

になかなか動いてくれないというところがあるのではないかという気がします。 

 

【被保険者代表】 そういう所を、どう動かすかというところかもしれないですよね。  

 

【事務局】 特に大規模の健診機関から協力していただけると、かなりのインパクト、効

果が出てくるものですから、支部長、部長と一緒に、大規模の健診機関のほうに

赴いて協力依頼を行っているところです。  

 

【事務局】 保険証のご質問についてです。保険証は厚生労働省の指導の下、協会の本部

で令和３年度の末を目指して、マイナンバーを活用した新システムを構築し、医

療機関においてその場で確認ができるようにということで目下検討しているとこ

ろです。導入には医療機関の設備も必要で、それから今お持ちの保険証の入れ替

える大量の作業もあるため時間のかかることですが、進み具合としては令和３年

度の末を目指して進めている状況です。 

 

【議長】 マイナンバーになると、極端に言えば、回収する必要がなくなるのでしょうか。 

 

【事務局】 システムで「無効です」と表示され使用できないということになると思いま

すが、事業主から喪失届を早めに提出いただいて、処理がうまく回ればというと

ころとかみ合うか、ということになるかと思います。 

 

その他・全体について  

【被保険者代表】 処方の薬について。耳鼻科と皮膚科に通院していて皮膚科でかゆみ止

めの薬を出してもらうのですが、耳鼻科でもらうアレルギー性鼻炎の薬も同じも

のが処方されます。それで、薬局でお薬手帳を見て薬剤師が耳鼻科の医師に確認

をしてくれるのですが、「そのまま処方して」と。そうすると、薬局からは片方捨

ててくださいと言われてしまい、薬が無駄になってしまいます。 

 

【事務局】 本来ですと、医療機関でお持ちのお薬手帳を出していただいて、それを見て

医師が処方せんをつくっていただくというのが、一般的な流れというふうになっ

ているようなのですが、なかなか浸透していない部分でもあります。  

 

【学識経験者】 自分自身で申告することも必要かと思います。どうしても薬は余ること

もあるので、自分で今月は半分でいいと言うと半分にしてくれたり、調節してく

れます。黙っているとそのままになってしまうので、自分でも申告することが大

事だと思います。  

 

≪報告事項≫ 

【事務局】 報告事項ということで、３点ご説明させていただきます。  
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     まず、インセンティブ制度に係る平成 30 年度実績についてです。２ページ、

○の上から２つ目、今般、平成 30 年度実績の通年分（４月～３月）の速報値と

して示しております。今後 11 月に開催する運営委員会において、平成 30 年度実

績の確定値をお示しするとともに、平成 30 年度実績の検証内容及び令和２年度

の評価方法の案等をお示しする予定となっています。 

     実績データの前提条件ですが指標の１から５まであり、指標の４番、医療機関

への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率は 30 年４月から 12 月に受診勧

奨を行った者のうち、受診勧奨から３カ月後までに医療機関を受診した者という

指標になっています。ほかの指標については、30 年４月から 31 年３月までの実

績です。 

     ２ページ目の「５つの評価指標の総得点及び各評価指標の全国平均との差」で

は、左から 15 番目に新潟支部が載っておりますが、総得点 273 点となっていま

す。 

     ページを１つ飛ばして６ページ目に、速報値ということで載っています。１、

２、３、４、５の各評価指標の最後に総得点があり、273 点で全国４位となって

います。 

     ５ページ目に戻りますと、保険料へ反映した場合の試算が載っています。新潟

は４位ですので右から４番目、減算する率としては 0.024％という試算になって

います。 

     ７ページ目、シミュレーションの金額を載せています。標準報酬 30 万円を例

にしまして、今回の減算があった場合にどれだけ保険料が変わるのか、それを試

算したものです。今現在の新潟支部の保険料率とは数字が違いますので、例とな

りますが報酬金によって保険料の減算を受けることを感じていただけたらと思い

ます。このようにインセンティブによって保険料が下がりますので、今後もイン

センティブ、報奨金が受けられるように、取り組みを進めていきたいと思います。  

     報告事項の２番、「オンライン資格確認の円滑な実施に向けたマイナンバーカー

ドの取得促進について」です。９ページの所に、「令和元年６月４日デジタル・ガ

バメント閣僚会議資料」ということで、マイナンバーカードの普及促進のポイン

トが載っております。１番は、国民がマイナンバー制度のメリットをより実感で

きるデジタル社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及、その利活

用を強力に促進するとともに、マイナンバーの利活用を図る。関係府省庁が連携

し「マイナンバーカードを活用した自治体ポイントの実施」や「マイナンバーカ

ードの健康保険証利用の仕組み」など、マイナンバーカードの利便性を実感でき

る施策を、順次実施するというふうになっています。 

     10 ページ目の上から２つ目、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利

活用の促進」の２番目、マイナンバーカードの健康保険証利用があります。（１）

医療の質と利便性の向上等ということで、どういった点で利便性があるのかとい

う中に、確実な本人確認と保険資格の確認、過誤請求の防止、特定健診情報等の

活用、薬剤費の節約といった目的が載っております。  

（２）でスタート時期としては、令和３年３月から本格運用、そして令和４年
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中に、おおむねすべての医療機関で導入を目指し、それに向けて動いているとい

うことです。そして保険者ごとの被保険者証のカード取得促進策についても、本

年８月をめどに公表というふうになっています。 

     11 ページ「令和元年９月３日のデジタル・ガバメント閣僚会議資料」に移りま

す。12 ページで、協会けんぽにおけるマイナンバーカードの取得促進策等が載っ

ております。マイナンバーカードの取得促進の取り組みとしまして、事業主への

働き掛け、加入者への働き掛け、それぞれで行っていきます。事業主への働き掛

けとしては、健康保険料の納入告知書など、定期的な文書送付の機会で協力依頼

を、加入者への働き掛けとしては、ホームページ等に掲載するほか、医療費通知

や特定健診の受診券送付時におけるオンライン資格確認の周知と、マイナンバー

カード取得の要請を行っていくこととなっています。 

     移行スケジュールについては、今後の環境整備の進捗状況を踏まえつつ、さら

なる具体化を進めて、見直しを行いながら進めていく予定です。報告事項２につ

いては以上です。 

     続きまして 14 ページ、報告事項３「2018 年度支部別スコアリングレポート」

についてです。この支部別スコアリングレポートについては、支部ごとの健診受

診率、特定保健指導実施率に加え、男女別の健診結果や、問診結果の年齢調整平

均値及び医療費を、レーダーチャートやグラフにより見える化した資料となって

います。支部の課題を把握する際の参考として使用するようにということで示さ

れています。  

     目次でⅠからⅥとありますが、Ⅵについては指標の算出方法、その前のⅠから

Ⅴがデータという内容です。 

     次のページ、Ⅰ健診受診率・保健指導実施率の概要です。ⅠからⅤの項目につ

いては、レーダーチャートなどにより全国の比較ができるようになっています。

このレーダーチャートでは全国を 100 とした場合の、新潟の指標が載っており、

どこが高い、どこが低いというのが一目で分かるようになっています。こちらで

は指標の１から４は、全国平均より高く、指標の５、７、８については、全国よ

りも低い数値というのが見てとれると思います。  

     この後ろの資料については説明を省略しますが、このようにどこの項目が支部

の課題かが分かるようになっておりますので、今後このスコアリングレポートを

活用して、事業を進めたいと考えております。以上、報告事項です。 


