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第 52回全国健康保険協会山形支部評議会議事録 

 

Ⅰ．開催日時：令和元年 10月 28日（月）午後 2時 55分～午後 5時 00分 

Ⅱ．開催場所：山形国際ホテル 

Ⅲ．出席者 ：安藤枝美子 評議員、和泉田保一 評議員、市村清勝 評議員 

伊藤陽介 評議員、遠藤順子 評議員、大井祐一 評議員 

齋藤佳彦 評議員、高橋忠勝 評議員（五十音順） 

 

Ⅳ．議題   

１．令和 2年度健康保険料率について 

２．令和元年度（上期）山形支部事業実施結果報告 

３．令和 2年度保険者機能強化予算について 

 

Ⅴ．議事概要 

各議題につき、事務局より資料に基づき説明。主な意見等は以下の通り。 

 

１．令和 2年度健康保険料率について 

企画総務部長より説明。 

 

【和泉田 評議員】  

 今回の評議会の議論の論点は、平均保険料率、激変緩和措置、インセンティブ、保険料

率の変更時期について、全国の方針に対して支部としての意見を申し上げるということで

よろしいか。 

  

【事務局（企画総務部長）】 

 本日の評議会の議題については、全国の方針についてご意見等をいただきたいと考えて

いる。  

 

【和泉田 評議員】 

 支部ごとの保険料率が平均保険料率 10％からそれぞれ開きが出る大きな要因は何か。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 都道府県ごとの保険料率を決定する際は、それぞれの支部においてかかると見込まれる

医療費が大きく影響する。加入者の年齢構成の違いや標準報酬の違いが支部それぞれに異

なっているが、支部ごとの保険料率を決めるときには、見込まれる医療費から見た生の保
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険料率を計算して、そこに年齢調整や所得調整を加えて決めている。よって、平均保険料

率と支部ごとの保険料率に差が生まれるのは、年齢調整や所得調整を行ってもなお、必要

な医療費に差があるためである。 

 

【伊藤 評議員】  

 平均保険料率の議論は昨年も行ったわけだが、協会の財政構造に大きな変化がなく、賃

金上昇率も予測不明な状況下においては 0.6％というケースⅡのシミュレーションが一番

妥当だと思われる。そのシミュレーションをみると平均保険料率を 9.8％に引き下げた場合、

相当近い将来に法定準備金がどんどん減少していくということなので、ある程度中長期的

視点で考えれば、シミュレーションが示している結果からも安定的な運営が望ましいため、

10％維持が妥当であると考える。 

 

【市村 評議員】 

 10％でよいと考えている。理由はすごく分かりやすい数字だからである。上げる必要も

なければ、下げる必要もないと感じている。消費税率も 10％になり、それと同じ数字で分

かりやすくてすごくいいと思う。というのも、「分かりやすい」ということは、制度におい

ては非常に重要な要素だと感じている。 

 保険料を決定する方法が、非常に分かりづらい。自分は支部ごとに差をつけるというこ

とに未だに納得いっていない。差をつけることで何かいい事があるのか。全支部が一律１

０％であれば煩わしい作業がなくなっていいと思っている。しかし、保険料率は支部ごと

に差をつけると決めたのに、激変緩和措置でその差を縮めようとして、なのに今度はイン

センティブを付与してまた差をつけようとしている。この複雑な制度が一般人にしてみる

と非常に分かりづらいので、全部なくしてしまえばいいというのが、私の本当の意見だ。 

 インセンティブについては、我々一般の人にとっては財源とするための料率も還元され

る料率もごくわずかなものにすぎず実感がない。激変緩和措置にしてみても、本当にわず

かな率であり、一般の方にしてみればついているのかいないのか分かっていないと思う。

その誰も実感がない中で、いろいろ複雑に操作していくやり方はやめてもらいたいという

のが私の考えである。 

 

【安藤 評議員】 

 基本中の基本かもしれないが、支部ごとに保険料率が違うということが医療費の差によ

ることだと説明があったが、例えば今回の台風のように大きい被害にあった県については、

会社にとって何か補助などはあるのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 災害があった場合、例えば東日本大震災の時など国が大きい被害があった地域を指定す
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ることがある。そういったものに指定されたときに、その指定地域について保険者側の判

断として、医療機関を受診した時に一部自己負担分を免除するという措置がとられている

ところもある。今回の台風についても、協会けんぽとして指定地域について一部負担金免

除として手続きをすすめているところだ。事業所側については、事業所が被害にあったこ

とで保険料負担が大変であるとして納付期限を延長する等の措置をとることもある。 

 

【高橋 評議員】 

 状況的には昨年と大きい変化はないのかなと感じている。昨年もお話しさせていただい

たが、昨年同様、中長期的な視点で考えるという前提であれば、10%維持で良いと考える。 

 

【齋藤 評議員】 

 シミュレーションにおいて 10％と 9.8％という数字がとられているが、9.8％はどういっ

た想定からきた数字であったか教えてほしい。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 協会けんぽの将来の財政を検討するにあたっては、最低 2 年ごとに中長期のシミュレー

ションを行ったうえで検討することになっている。また、10％でシミュレーションしてい

るのは現在が 10％であるため、現状維持した場合で１つ。9.8％は例えば 9.7％でも 9.6％

でもよく、あくまで仮定として使用している数字に過ぎない。 

 

【和泉田 評議員】 

 他の支部でも 9.8％という数字を用いてシミュレーションしているのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 同じシミュレーションを用いて説明している。 

 

【齋藤 評議員】 

 ということは、9.8％という数字は特に根拠があって使われている数字ではなく、たまた

ま使用された数字が 9.8％に過ぎなかったという解釈でよいか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 別の数字を用いて違ったシミュレーションを示せというご意見が出ている支部もあるか

もしれないが、今回皆様にお示しするシミュレーションとして使用された数字がたまたま

9.8％だったというだけで、特に根拠があるものではない。 
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【齋藤 評議員】 

中長期的な視点で考えて 10％維持で行くという協会けんぽの基本方針があるのであれば、

それはそれでよいと思う。しかし賃金上昇率が 1.2％であったとしても、0.6％であったと

しても、遅かれ早かれいつかは大きく保険料率を上げる時が来ることが確実であるのなら

ば、いったい、その時どうするんだろうと考えてしまう。今は 10％でいいだろうと言える

が、いつか 11％などと急激に上げなくてはならなくなる時期以降どうしていくんだろうと 

いう不安感の方が大きい。 

ここ近年を見る限りにおいては自分も 10％維持でよいと考えてはいるが、敢えて平均保

険料率を 9.8％などに下げて、その議論を開始する時期を早めるのも一つの選択肢としてあ

るのではないか。 

 

【遠藤 評議員】 

 平均保険料率については、10％を適用してもらいたいと思っている。実際に賃金上昇率

がどう上がっていくのかわからない状況の中では、0.6％上昇率というケースⅡのシミュレ

ーションが適切ではないかと思う。1.2％の賃金上昇率ということは、もちろん最低賃金も

上がるということも見込まれているわけだが、保険料率としては 10％が妥当ではないかと

考えている。 

 

【大井 評議員】   

 今年からの参加で、昨年の議論がわからない中での意見にはなるが、全国一律のシミュ

レーションをもとに各支部で同じ議論が行われているということで、これらの中で見えて

くるのは、賃金が 1.2％などと想定以上に上がらない限り、平均保険料率は下げてはいけな

いんだという結論しか出てこないのではないかと思う。それを導くために作られた資料と

までは言わないが、平均保険料率をいったん下げてしまうと、早い段階で急激に上げなく

てはならなくなるということが出ているシミュレーションであるため、下げてはいけない

という意見しか出てこないように思う。 

 

【和泉田 評議員】 

 今回消費税率が上がって、そのことが景気に悪影響をもたらすということも予測がつく

が、そのあたりの動向が見えてくるのは、国の統計としてはいつ頃なのかということはわ

かっているか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 皆様がお支払いになる保険料額のもととなる標準報酬については、毎年度 4、5、6 月に

支払われるお給料や手当をもとに決定されている。今月消費税が上がったからすぐに影響

が現れるというものではなく、来春皆様がどれくらい給料を受けているかによって、来年
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の秋からの保険料額が変わってくる。 

 

【和泉田 評議員】 

 そうであれば、議論 3 の変更時期について、少なくても来年の 4、5、6 月の給料を見て

その年度の平均保険料率を考えるということがあっても不合理ではないのではないだろう

か。4、5、6月の給与が下がっているから、保険料率をあげないと準備金が枯渇するなどと

いう議論をして然るべきではないのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 賃金上昇率が鈍って、標準報酬が下がったために、法定準備金を確保するために将来的

に平均保険料率を上げなくてはならないということはもちろんあり得る話ではある。 

 

【市村 評議員】 

今後も毎年平均保険料率をどうするのかという議論は続いていくと思われる。自分は長

くいるので、去年も同じ議論に参加して、今は少しずつ準備金が貯まってきているから保

険料率を下げてもいいのではないかという意見を言わせていただいた。自分は法定準備金

については、あまり多くは必要ないと考えており、多く払った人に少しでも還元した方が

いいのではないかということを申し上げた。 

今年は、こういった下げるのはよくないという資料をたくさん目にしてきたこともあり、

10％維持でいいのではないかということでご意見させてもらったが、激変緩和措置は終わ

るからよいにしても、今後インセンティブ制度や保険料率に差をつけるということについ

て、議論することはあるのか。今後も差をつけることで議論は続いていくということにな

るのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 支部ごとに保険料率が違うことについては、協会けんぽができたところまで理由は遡る

ことになる。昔は国が全国一律で保険料率を決めて、政府管掌健康保険として運営してき

た。全国一律であるため、それぞれ都道府県ごとに積算される医療費には差があるのに、

それに対応する取組みができていなかったという歴史がある。しかし都道府県ごとに分析

を進め、それぞれに必要な医療対策をとり、加入者の健康度を上げていくべきであろうと

いうことになり、47 都道府県が別々に予測される医療費を積算し、それに対する財源を確

保するべきであろうということで都道府県別に料率の差を設けた背景がある。 

 平成 20年に協会けんぽができたときには全国一律の保険料率でスタートしたが、平成 21

年度から 47都道府県別々の率を設定して今に至っている。よって、今後大きな国の政策変

更などがない限りは、全国一律の保険料率に戻ることはない。 

 さらに、その平成 21年度にそれぞれの都道府県別に異なる保険料を設定する際に、急激
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に大きい開きが出ることを避けるために、激変緩和措置というものを導入して、差を圧縮

してスタートしたわけだが、徐々にその圧縮率を解消して、来年度からはそれぞれの都道

府県で必要な財源を確保するための生の保険料率で決めますよ、ということに変わろうと

している。仮に今年度末で激変緩和措置が終了ということになれば、復活することはない

と考えているため、今後は生の料率のままで推移していくことが推測される。 

 一方で、インセンティブは途中から出てきたものになる。高齢者支援金として、協会け

んぽの収入から、また健保組合、国民健康保険も然り後期高齢者の医療費のためにお金を

払っている。高齢の方々が疾病疾患率も上がるのは仕方がないことだが、現役世代の人た

ちに対して健康づくりを実施していかないと、不健康な人たちがそのまま後期高齢者医療

保険に移行することになり、医療費はますます上がる一方になってしまう。よって、それ

を防止するためにも現役世代の健保が責任を持って現役世代に対してしっかり健康づくり

を実施しなさいという国の方針が示された。それに従い 10年位前から特定健診や特定保健

指導を実施しているわけだが、現役世代の保険者の中で特定健診や特定保健指導をしっか

りやっていない保険者にはペナルティを課しますよという制度がスタートされた。これが

まず全国に 1,300 以上ある健保組合に対し実施され始めた。自分の健康保険の加入者に対

し、しっかり特定健診や特定保健指導を実施していない場合には多く高齢者支援金を払っ

てもらいますよ、ということでスタートした。そちらもスタート時はわずかな率でスター

トし今後は徐々に率を大きくしていくといわれている。ただし、協会けんぽはある意味セ

ーフティネットとしての役割を担っており、大手の健保組合に入れない中小企業が入る医

療保険ということで、協会けんぽを大手企業の健保組合と同じ土俵に乗せるわけにはいか

ないということで、先ほど説明したインセンティブ制度からは除かれたが、一方で協会け

んぽ内で都道府県毎に保険料率を決定しているのだから、その中で背比べを実施しなさい

という方針に基づき、協会けんぽの中でインセンティブ制度を導入したという経過がある。 

 

【市村 評議員】 

 わかりにくくて、しかもインセンティブともとれないほど少額だということが甚だ問題

だと考えている。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 同じご意見を頂戴したことも何度かあり、意見としては大変理解できるものであるが、 

先ほど説明した背景がありこのような形でスタートしたものである。 

 

【市村 評議員】 

保険料率は賃金上昇率がどうあれ、5 年後なのか 10 年後なのか差はあれど、いつかは上

げていかなくてはならないということがわかっている。現在は切羽詰まっている状況では

ないので変更しなくてもよく 10％維持でいい、という結論は安直な考えだと思える。毎年
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同じように平均保険料率をどうしていくか議論していくのならば、今後どのような状況に

なったら平均保険料率を変更する必要があるのか、それを判断する基準を示してほしいと

思う。 

 

【齋藤 評議員】 

 中長期的な保険料率 10％に維持するといういきさつはどんなことであったか。シミュレ

ーションでは 10％を維持していくためにはというストーリーになっているので、10％を超

えてはいけない理由などがあったのか、10％に至った背景を再度教えてほしい。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

協会けんぽ発足以降の平均保険料率 10%以下の時代から、その後のリーマンショック等の

景気悪化の流れから平均保険料率もどんどん上がっていき、平成 24年度に平均保険料率が

10％となった。 

その当時は平均保険料率 10%維持という方針は無かったが、国庫補助率が 16.4％になり

法定準備金の積み上げが出来るようになってからは、財政構造に変化がない中で中長期的

に安定した保険運営をするためには、中小企業における保険料負担の限界である 10％を維

持したほうがよいという方針になった。 

 

【和泉田 評議員】 

それでは、支部としての意見としてそれぞれの論点ごとに挙手をいただきたい。 

平均保険料率については 10％維持でよいと思われる方は挙手をお願いする。 

 

【全評議員】 

 挙手。 

 

【和泉田 評議員】 

 論点 2については、それぞれでお伺いする。 

 激変緩和措置について、予定通り来年度から解消すべきだとお考えの方は挙手をお願い

する。 

 

【全評議員】 

 挙手。 

 

【和泉田 評議員】 

 インセンティブ制度について、このルール通りの引き下げを実施してよいか、あるいは

その他のご意見かをお伺いする。インセンティブ付与による保険料率の引き下げを実施し
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てよいと考えられる方は挙手をお願いする。 

 

【和泉田 評議員、伊藤 評議員、遠藤 評議員、大井 評議員、齋藤 評議員、高橋 評議員】 

 挙手。 

 

【和泉田 評議員】 

 その他のご意見の方、意見をお聞きかせいただきたい。 

 

【市村 評議員】 

 ペナルティを課すのも良い方法とは言えないと思うし、かつ、それをインセンティブと

して付与するというのも両方ともいい方法だとは思えない。 

 

【安藤 評議員】 

 特に意見はない。 

 

【和泉田 評議員】 

 では、論点の 3つ目。保険料率の変更時期について 4月納付分（3月分）からで適切だと

お考えの方挙手をお願いしたい。 

 

【全評議員】 

 挙手。 

 

 

２．令和元年度（上期）山形支部事業実施結果報告 

各担当グループ長より説明。 

 

【和泉田 評議員】 

 KPIとインセンティブの評価指標が重複しているものはあるのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 【指標３】特定保健指導対象者の減少率以外の【指標１】特定健診等受診率、【指標２】

特定保健指導実施率、【指標４】要治療者の医療機関受診率、【指標５】後発医薬品使用

割合は KPIとインセンティブが重複している項目となる。 

  また、インセンティブの評価は実績値だけでなく、対前年度の伸び率も評価される。

KPIは結果のみ見ていくため必ずしも一致するわけではない。 
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【伊藤 評議員】  

 指標がこの通り出ているので、これに基づいて引き続き頑張っていただきたい。 

 健康企業宣言における広報の推進について、メディア向けのプレスリリースの実施と書

いてあるが、ここに書いてある通り単にお金を使った広報だけではなく、ニュースにつな

がるようなものは非常に効果的かと思うので、引き続き実施していただきたい。 

また、やまがた健康企業宣言の広報に関しては、チラシやホームページだけでは十分伝

わらない点もあるかと思う。実際にラジオでやまがた健康企業宣言に関して聞いた覚えが

あるが、何か実施している事業があるか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 ラジオについては、4月から 12月までの間に月１回、宣言された企業の中から希望され

る企業に、ＹＢＣラジオの１コーナーに出演いただいて、自社の取り組みを中心にお話し

いただいている。 

 

【伊藤 評議員】 

 自分が聞いた回は禁煙に取り組まれている事業所であったが、企業のイメージもアップ

するし、宣伝にもなるし、いい取り組みであることも伝わったので、こういった手法もど

んどん取り入れてもらいたいと思う。 

 

【和泉田 評議員】 

重症化予防事業に関して平成 30年度は事業結果が思わしくないようだが、今年度は改善

の見込みはあるのか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 単なる文書勧奨だけでは効果がないと考え、文書勧奨以外の方法も数か月前から実施し

ているのだが、特に声掛けしたい方々を選出して、今年度は事業所に訪問のうえ、対象者

に直接お話ししている。実施人数はそれほど多いわけではないが、外勤の保健師・管理栄

養士が直接そういった方々にお会いしてお話しさせていただいている。 

 あと 1～2ヶ月すると、対面で勧奨した方々のその後の結果がわかるので、それをみて拡

大していくのか検討していきたい。 
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３．令和２年度保険者機能強化予算について  

 企画総務部長より説明。 

 

【遠藤 評議員】 

 健診機関による受診勧奨へのインセンティブの予算額が増えているが、健診受診者の取

り合いになるようなことはないのか。また、弊社については 2つの健診機関を利用してい

るが、それが一つになった場合、健診機関側の利益が増えるということか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 そうならないように健診機関ごとに近辺の事業所を割振りして対象者リストを渡してい

る。 

 また、この事業は新規の受診者についてインセンティブを付与することとしており、継

続受診者はインセンティブ対象外としている。 

 

【和泉田 評議員】 

評議会の日程について伺いたい。今月 9月に評議会を開催し、来年度の保険者機能強化

予算を議論した経緯があるが、その後、本部から予算に関する連絡があったため、前回議

論した予算額を変更したとのことである。予算の議論については本部から連絡があった後

に行ったほうが良かったのではないか。 

 

【事務局（企画総務部長）】 

 今後は予算積算方法が決まった後に議論できるよう、本部へ要望をしたい。 

 

【大井 評議員】 

 スイッチ OTC 医薬品が税制控除されることを知らなかった。自分も年間通じて花粉症で

市販薬を購入しているが、医療費削減のために、セルフメディケーションについて広く広

報していくべきかと思う。 

 

【齋藤 評議員】 

 協会けんぽは健診受診者のデータをお持ちだと思うが、全体ではなくピンポイントの啓

発を考えているとお見受けした。そのような事業について、しっかりとがんばっていただ

きたい。 
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以上、評議会の議事の経過並びに結果が正確であることを証するために、議事録を作成

し、議長並びに議事録署名人はこれに押印捺印する。 

 

令和元年  月  日 

 

議長           和泉田 保一 ㊞ 

議事録署名人 遠藤 順子 ㊞ 

議事録署名人 大井 祐一 ㊞ 

 

 


