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Ⅰ はじめに 

１ 計画策定の背景 

〇平成 27年（2015年）5月 

「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」成立 

→【平成 30年（2018年）4月から国保広域化】 

都道府県と市町村が共同保険者 都道府県が財政運営の責任主体 

〇平成 29年（2017年）12月 大阪府国民健康保険運営方針（府運営方針）策定 

２ 目的 

〇府運営方針に基づく国保事業を実施する上で、保険料負担の激変緩和など統一基準・ 

 共通基準への円滑な移行と安定的な運営について考え方を整理 

 〇必要な取り組みを具体化、着実な進行管理 

＜府運営方針の基本的な考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

大阪府国民健康保険運営方針概要版より 

 

３ 計画期間  

  〇平成 31年（2019年）4月 1日～平成 33年（2021年）3月 31日 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 （平成31） （平成32） （平成33） （平成34） （平成35）

広域化

平成29.12策定

☆

激変緩和措置期間

大阪府国民健康保険運営方針

豊中市広域化対応計画

第2期豊中市国民健康保険保健事業実施計画

第3期豊中市国民健康保険特定健康診査等実施計画

豊中市国民健康保険事業健全化計画 豊中市国民健康保険事業安定化計画

豊中市国民健康保険保健事業実施計画
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４ 進行管理及び見直し 

 〇大阪府国民健康保険運営方針の見直しを反映 

〇国民健康保険運営協議会に意見聴取・進捗状況の報告 

 

５ 地域包括ケアシステムに係る取り組み、その他計画等との連携 

  〇第 4次豊中市総合計画や豊中市地域包括ケアシステム基本方針等に沿った取り組み実施 

  〇豊中市健康づくり計画など関連する他計画と課題を共有、相互連携 

  〇第 2期豊中市国民健康保険保健事業実施計画・第 3期豊中市国民健康保険特定健康診査等実施 

   計画との整合性を図る。 

 

Ⅱ 豊中市国保の現状（広域化までの振り返り） 

１ 財政状況について 

  ① 収支状況 

〇平成 20年度（2008年度）赤字決算⇒ 

平成 22年度（2010年度）収支黒字化 

〇黒字を活用して保険料負担を抑制しつつ、 

 健全な収支状況を維持 

    

  

 

 ② 一般会計からの繰り入れ状況 

 〇市独自の保険料軽減・減免、保険料抑制の 

財源を法定外繰入 

〇法定外繰入の総額は減少、1人当たり金額は 

 増加 

〇1人当たりの法定外繰入金額は府内市町村と 

 比較して高い。 

（平成 29年度（2017年度）約 9,000円） 

 

２ 被保険者数、所得の状況について 

① 被保険者数 

〇被保険者が年々減少、減少幅も大きくなっ 

ている。 

〇被保険者に占める前期高齢者（65歳～74歳） 

 の割合は 40％超 

 

② 被保険者の所得 

〇本市国保被保険者 1世帯あたりの所得は 

府内市町村と比較して高い。 

〇国保加入世帯の約 80％は所得 200万円以下 

〇所得の低い世帯の方が、収納率が低い。 

３ 保険料率について 

〇1人当たり保険料調定額は府内市町村の平均に近い。 

〇１人当たりの医療費等が増加する中、保険料率を引き下げ、据え置いてきた。 

〇平成 30年度（2018年度）府内統一保険料率と大きな差 

〇平成 30年度（2018年度）その差を段階的に解消するため引き上げ 
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４ 保険料軽減（市独自分）・減免、一部負担金減免について 

① 保険料軽減（市独自分） 

〇法令に基づく軽減（均等割・平等割の軽減）以外に市独自で所得割軽減を実施 

〇財源は一般会計からの繰入金（法定外繰入） 

〇加入世帯のうち約 25％が所得割軽減を受けている。 

 

② 保険料減免 

〇災害や失業等の府内統一基準による減免以外に特別減額等を実施 

〇加入世帯のうち、約 9％が特別減額を受けている。 

 

③ 一部負担金減免 

〇災害や失業等の府内統一基準と同じ事由により減免を実施 

〇対象者の判定等、府の定める事務運用との差異がある。 

 

５ 保険料の収納状況について 

〇保険料収納率は年々向上 

〇府内の同規模市町村と比較して平均を上回っている。 

〇府から示された平成 30年度（2018年度）の標準収納率 90.64％ 

＜平成 29年度（2017年度）の現年度分収納率 92.21％ 

 

６ 保険給付の状況について 

〇1人当たり保険給付費は 10年間で約 7.8万円増加し、約 1.3倍となった。 

〇1人当たり医療費 本市 ＞ 府内市町村平均 ＞ 全国平均 

 

所得基準

世帯主（納付義務者）と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計 世帯数(A) 世帯割合 軽減額(B)
1世帯あたり
軽減額（B/A)

6割軽減 「（加入者数（被保険者でない世帯主を含む）×33万円」　以下の世帯 3,425 6.29% 72,340,230 21,121

3割軽減 「（加入者数（被保険者でない世帯主を含む）+1）×33万円」　以下の世帯 5,450 10.01% 64,583,233 11,850

1割軽減 「（加入者数（被保険者でない世帯主を含む）+2）×33万円」　以下の世帯 4,635 8.51% 34,801,611 7,508

13,510 24.81% 171,725,074 12,711合計

平成29年度実績

世帯数(A)
減免世帯に
占める割合

減免額(B)
総減免額に
占める割合

災害 災害により生活が困難　（全壊・半壊等） 4 0.06% 86,269 0.03%

所得減少 失業・廃業等により生活が困難 1,451 20.87% 125,276,799 49.74% 府内統一基準の

拘禁 被保険者が刑事施設等に拘禁 2 0.03% 27,988 0.01% 減免事由にあり

旧被扶養者
社会保険→後期高齢者への移行に伴い
国保に加入した65歳以上の扶養家族

468 6.73% 18,286,980 7.26%

母子・父子世帯 1,570 22.59% 30,840,987 12.25%

障害者のおられる世帯 3,084 44.37% 61,025,403 24.23% 府内統一基準の

難病患者のおられる世帯 294 4.23% 7,680,846 3.05% 減免事由になし

貧困により公私の扶助を受けている 63 0.91% 7,962,957 3.16% （市独自の減免）

低所得世帯で医療費などのやむを得ない
出費により納付困難

15 0.22% 654,744 0.26%

合計 6,951 - 251,842,973 -

特別減額

その他

平成29年度実績
減免事由 概要



 

4 

 

７ 保健事業について

〇法定で実施すべきもの 

（特定健康診査・特定保健指導など） 

             

 

 

 

 

〇市独自で実施するもの 

主に「第 3期特定健康診査等実施計画」、

「第 2期保健事業実施計画」に基づく事業

を実施 

人間ドック等の事業  

平成 29年度（2017年度） 

年間約 3,500人受診 1.4億円助成

 

 

Ⅲ 広域化後の豊中市国保の課題 

課題１ 府内統一保険料率に比べ、市が設定している保険料率が低く、 

その差の段階的な解消が必要 

課題２ 法定外の一般会計繰入があり、解消が必要 

課題３ 市独自の軽減・減免、一部負担金減免を府内統一基準へ円滑に移行することが必要 

課題４ 被保険者の健康の保持増進、医療費適正化のため、インセンティブを考慮した市独

自の保健事業（共通基準を超えた上乗せ横出し）を実施することが必要 

課題５ 広域化による事務の標準化・効率化への対応が必要 

 

 

【課題解決の観点①】 

府運営方針の統一基準・共通基準を見据えてどう取り組むか 

 

課題６ 府の定める標準収納率は必達とした上で、さらなる収納率の向上が必要 

 課題７ 医療費の適正化を進めることが必要 

課題８ 市国保の安定運営のため、適正に事業を実施することが必要 

 

 

【課題解決の観点②】  

本市国保の安定運営のため 

大阪府広域国保の安定運営に寄与するため、どう取り組むか 
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府運営方針において 

解消すべき赤字 

Ⅳ 大阪府国保運営方針 統一基準・共通基準を見据えた考え方 

１ 保険料率の設定について【課題１】 

＜平成 36年度（2024年度）には府内統一保険料率で賦課＞ 

〇平成 30年度（2018年度）保険料率の設定  

平成 30年度（2018年度）府内統一保険料率と平成 29年度（2017年度）保険料率の差の 

7分の 1を引き上げ 

（考え方）激変緩和措置期間終了までの保険料率改定回数で等分に引き上げ 

 

〇平成 32年度（2020年度）以降の保険料率の設定 

平成 30年度（2018年度）の保険料率の設定の考え方を原則とする。 

以下を考慮し慎重に引き上げ幅を検討 

・各年度の府内統一保険料率の設定状況、激変緩和措置額 

・市独自軽減や減免の解消による被保険者の保険料負担への影響 

 

＜激変緩和措置期間の保険料率イメージ＞ 

 

 

 

２ 法定外の一般会計繰入の解消について【課題２】 

＜平成 36年度（2024年度）には法定外繰入を解消＞ 

〇保険料抑制、市独自の軽減・減免、一部負担金減免のための繰入金 

〇保険料抑制のための繰入金を可能な限り早期に解消  

 

３ 保険料軽減・減免、一部負担金減免について【課題３】 

＜平成 36年度（2024年度）には統一基準で実施＞ 

〇所得割軽減 平成 32年度（2020年度）から軽減割合を段階的に縮小  

〇保険料減免 府運営方針の見直し結果を見極めた後に検討 

 

 

 

 

 

1/7引き上げ

2022年度 2023年度 2024年度2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

(平成35) (平成36)平成29 平成30 (平成31) (平成32) (平成33) (平成34)

府内統一保険料率

豊中市国保保険料率
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＜市独自保険料軽減・減免の激変緩和措置イメージ＞ 

  

 

４ 保健事業の共通基準に対する上乗せ横出しについて【課題４】 

〇「第 3期特定健康診査等実施計画」「第 2期保健事業実施計画」に基づく事業を着実に 

実施 

〇人間ドック等事業 平成 31年度（2019年度）は現行制度で引き続き実施 

   財源の確保状況により助成額等の見直しも今後検討 

〇大阪府健康づくり支援プラットホーム整備等事業を活用した取り組みの検討 

⇒被保険者のインセンティブを活用し、主体的な健康づくりを促進 

 

５ その他事務の標準化・効率化について【課題５】 

 〇広域化によるスケールメリットを生かすため、大阪府市町村広域化調整会議での議論や 

他市町村の動向を注視 

〇府内統一基準に合わせた被保険者証へ変更（国保連への作成処理委託検討） 

〇医療費通知の作成処理委託 

 

Ⅴ 保険者努力支援制度等を見据えた取り組み 

〇安定化計画の 3つの柱に基づく取り組みを 

 見直し、引き続き実施 

①保険料収入の確保・収納率の向上対策 

②医療費の適正化策 

③資格適用の適正化策 

 

〇保険者努力支援制度の評価対象となる 

取り組みの充実強化 

 

 

 

 

・市の行う国民健康保険の安定化、適正な事業実施 

・市独自財源の獲得 

・大阪府広域国保の安定運営に寄与 

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

平成30 （平成31） (平成32) (平成33) (平成34） (平成35) (平成36)

所得割軽減 6割 4割 3割 2割 1割 廃止

3割 2割 1割 廃止

1割 廃止

災害・所得減少
拘禁・旧被扶養者

統一基準で
実施

特別減額 3割 2割 1割 廃止

廃止

統一基準で
実施

府運営方針見直し 激変緩和措置期間

（注）市独自の保険料減免・一部負担金減免については現在考えうる案として例示しています。 終了

（市独
自）

市独自の保険料軽減

保険料減免

一部負担金減免

その他
（貧困・低所得者等）
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＜重点的に取り組む項目＞ 

 

 

 

 

 

 

豊中市国民健康保険 広域化への対応実施計画 

平成 31年度（2019年度）～平成 32年度（2020年度） 

平成 31年（2019年）3月発行 

編集・発行 豊中市健康福祉部保険給付課・保険資格課・保険収納課 

保健所 健康増進課 

住所 〒561-8501大阪府豊中市中桜塚 3丁目 1番 1号 

電話 06-6858-2313  FAX 06-6858-4325 

収納率の向上

累積滞納額の削減

コールセンターの活用

納付督励の強化

第三者行為に対する取組

不当利得に対する取組強化

インセンティブを活用した被保険
者の健康づくり

年金事務所との連携

居所不明実態調査

☆数値目標設定

厚生年金等の取得・喪失情報により、社会保険との重複加入者や無保険
者の早期加入勧奨を定期的（年数回）に実施
不在情報等をもとに、住民登録担当課とともに実態調査を実施
住民登録担当課において職権消除を実施（年２～３回実施）

マルチペイメントネットワークを活用した勧奨等
口座振替の勧奨

健診異常値放置者への受診勧奨

糖尿病性腎症患者の重症化予防

多受診者への受診行動適正化指導

ジェネリック医薬品の普及促進

レセプト点検の強化

大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業の活用検討

第3期特定健康診査等実施計
画・第2期保健事業実施計画に
基づく取組

[資格適用の適正化策]

第三者行為レセプト情報などを活用した対象者の発見等

資格喪失等に伴う被保険者証の回収の徹底等

特定健診の受診率向上のための取組

特定保健指導の実施率向上のための取組

☆目標口座加入率

[医療費の適正化策]

☆再審査申出率

頻回受診が疑われる柔整受診者への文書照会等

休日、夜間の納付相談の実施等

滞納整理の推進
☆目標差押件数

府税OB等の採用による滞納整理の強化等

[保険料収入の確保・収納率の向上対策]

☆目標収納率

☆目標累積滞納額

初期滞納者への納付催告等


