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策定の目的（抜粋） 

2015 年５月に成立した「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

する法律により、2018 年度からは、都道府県が、市町村とともに国民健康保険（以下「国保」という。）

の運営を担い、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などの事業運営に

おいて中心的な役割を担うことで、制度の安定化を図ることとされた。 一方、市町村は、地域住民と身

近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細か

い事業を引き続き担うこととされた。 このため、2018 年度以降の国保制度においては、県と市町村が一

体となって、 国保の保険者としての事務を共通認識の下で実施する必要がある。また、将来の保険料水

準の県内均一化を見据えながら、住民サービスの向上等を目指して、県等が 行う安定的な財政運営と市

町村の事業運営の広域化、効率化を推進できるよう、国保の運営に関する統一的な運営方針を定める必

要がある。 国民皆保険の基盤であり、セーフティネットの一つである国保が、持続可能なものとして円

滑に運営されるよう、ここに、「福岡県国民健康保険運営方針（以下「運 営方針」という。）」を策定する。 

 

第１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．医療費の動向と将来の見通し 

（１）福岡県の市町村国保被保険者数の動向 

 ・県全体 人口・世帯 2018 年度 510 万人 220 万世帯 

  国保             112 万人（全体の 12％） 71 万世帯（32％） 

 ・国保被保険者数のうち前期高齢者（65-74）の割合 40.8％全体の 1/3 を超えている 

 ・世帯主の職業については半数が年金生活者等無職者となっている 

 ・福岡県の人口推計を踏まえると、国保被保険者数は相対的に減少傾向にあり、年齢構成は高齢化の進

展で 65 才以上の前期高齢者の比率が高まる。 

  

 



※コメント 

 そもそも国保を構成している世帯の所得が低い、これは自己責任でもなく、構造上の問題 

国の政策の拡充が必要（そもそも論） 

 

（２）福岡県の医療費の状況 

 ・国保医療費 2018 年度 4300 億（前年比▲54 億円） 

  1 人当たりの医療費 2018 年 382 千円、全国平均 367 千円（1.04 倍）全国で最も低い沖縄・茨城、

1.19 倍 

 ・特に入院が全国平均を上回っており、総医療費を引き上げている 

 ・人口 10 万人あたりの病床数 1,666.8 床、全国平均 1223.1 床 1.36 倍 

 ・平均在院日数 32.6 日、全国平均 27.0 の 1.12 倍 

 ・市町村国保においては 1 人あたり医療費の年齢別 60 才以上の被保険者が全体の 7 割を占めている。 

                                    【図表 1-6】 

 

 

※コメント 

 ・県民の医療アクセスの満足度はどうなのか 

 ・そもそもの病床数が多いことが問題なのか 

 

（３）市町村国保の財政状況 

 ・高齢で医療費がかかる、無職多い、保険料収入が得にくい、構造的な問題がある。 

 ・県内市長村全体では、歳入 5427 億円、歳出 5334 億円 93 億円黒字、前年度持ち越され 

  た 52 億の赤字を計上したうえでの黒字【図表 1-7】 

 ・20 市町村赤字（30％）、総額 42 億円の赤い字については翌年の歳出で計上される。 

 ・39 自治体（65％）が一般会計からの法廷外繰り入れを実施その額は 73 億円 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県の特別会計では 2018 年度歳入総額 4667 億円、歳出 4600 億円 67 億円の黒字 

・この黒字についてどう考えるのか今後の課題としたい 

  

 

 

 

 

 

※県としても、2018 年度の国からの財政支援 3400 億あったものの、状況はきびいしいことを認識して

いる。 

※国に対して、追加の財政支援、必要な措置を引き続き求めていくこととする 

 

 

2.財政収支の改善に係る基本的な考え方 

 

 

2．財政収支の改善に係る基本的な考え方 

（１）市町村における財政運営 

・単年度短期保険であるため原則、必要な支出の均衡が求められる 

・決算補填等目的の法定外繰入や繰上充足の削減・解消に取り組むことにより、財政収支の改善を図る必

要がある。 

・県と市町村においての認識の共有、目標年次を定め実施していく必要がある。 

 

（２）県における財政運営 

・県の特別会計については、必要以上の繰越金や黒字を確保しない、過度な保険料の上下を抑える。バラ

ンスよく財政運営を行っていく 



・年度途中の給付増のリスクに備える財政安定化基金、保険給付費等交付金（給付に係る費用）からの貸

付を行うため、予備費を計上する。 

 

※コメント  

 ・引き続き、決算目的等の法廷外の繰り入れ等の解消を進めることとなっている。しかし、期日につい

ては触れていない。実行させない運動を作る 

 ・財政安定化基金の使用について今後も追及する必要がある 4 で記載 

 

3.赤字削減・解消の取組、目標年次等 

（１）市町村が削減・解消すべき赤字の範囲 

「決算補填等目的の法定外繰入」や「繰上充用金の増加額」（禍不足分を翌年にもちこす）を合算した

額とする 

（２）赤字削減・解消の取組。目標年次等 

 ・赤字を抱えた自治体は、赤字解消計画を県と協議し進める（6 年以内の解消計画） 

 ・その際、医療費水準・保険料設定・収納率当を分析 

 ・禍年度分の繰り上げ充用金の赤字の削減、解消に関してもすすめる 

 

※コメント 

 赤字の自治体は、解消計画を出させる。その計画も公表することなっている 

 

4.財政安定化基金の運用 

・国保の財政安定化のために積み立てている、市町村に対する貸付および交付をおこなっている。 

 貸付：保険料収納額の低下による財源不足、市町村からの申請額による 3 年 

 交付：特別な事情⇒災害・地域産業に特別な事情が生じた場合等 

 

 【資料】 

〇交付要件の特別な事情  

以下のような予算編成時に見込めなかった事情により、被保険者の生活等に影響を与え、保険料収納額

が低下した場合とする。 

 

① 多数の被保険者の生活に影響を与える災害（激甚災害、台風、洪水、噴火など） の場合  

② 地域企業の破綻や主要産物の価格が大幅に下落するなど地域の産業に特別な 事情が生じた場合  

③ その他、上記に類するような大きな影響が多数の被保険者に生じた場合 

 

第 2 章市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項 

１．市町村における保険料の賦課状況 

（１） 



①課方式 2018 年 

 方式 医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

2 方式 1 団体 1 団体 17 団体 

3 方式 48 団体 52 団体 36 団体 

4 方式 11 団体 7 団体 7 団体 

 2 方式⇒所得割、均等割 

 3 方式⇒所得割、均等割、平等割 

 4 方式⇒所得割、均等割、平等割、資産割 

 それぞれの平均賦課割合は、応益・応能負担割合でほぼ半分くらいになっている。 

 

②1 人当たりの平均保険料 

2018 年度 1 人当たり平均、86,588。もっとも高い市町村 107,720 円、低い市町村で 61,471 円となっ

ており、約 1.75 倍の開きがある。 

 

〔モデル〕  

・30 歳代夫婦と子ども２人の４人世帯  

・給与収入 2,201 千円（給与所得 1,361 千円） …国民健康保険実態調査による平均所得 

（平成 29 年度）夫のみ  

※ 資産割がある保険者は、資産税５万円と仮定 

  ※ 医療分と後期高齢者支援金分で試算 

ここから、最大で 228,300 円、最小で 157,900 円の国保税を支払う 

 

※コメント 

生活できますか？ 

 

2.地域の実情に応じた保険料水準の均一化 

国保制度改革以降、納付金制度や医療費適正化の取組等により、市町村間の医療 費水準の格差は、

徐々に縮小する状況にある。 今後、国保制度改革の更なる深化を図るため、引き続き市町村の医療費

水準の平準化等を図りながら、保険料水準の均一化を目指すこととする。 

  

①制度改革制度定着期間 2023 年（令和５年） 

 納付金制度の着実な運用や収納対策、医療費適正等の運営方針に掲げる諸施策を実行しその定着を図

る。また、保険料水準の県内均一化に向けた諸課題について、県と市町村で協議し、一定の方向性を示

す。 

 

 ②制度改革制度定着期間 2024 年度以降 

 制度改革定着期間における協議を踏まえ、保険料水準の県内均一化に向けた取り組みを進める。また、

制度改革定着期間中に協議が整わなかった課題については、協議を継続する。 



 

※コメント 

 明確に統一するというところまではいかなかった。これからもさせない運動を展開する 

 

3.標準的な保険料算定方式 

・すべての区分において３方式とする。⇒資産割をなくす 

・区分は現行と同じ（医療分・支援分・介護分） 

・医療費水準の反映 制度改革定着期間中（令和５年度まで）は、医療費水準の格差をそのまま反映さ せ

（医療費指数反映係数 α＝１）、令和６年度納付金算定から、医療費水準の格差 の反映の程度を減少さ 

 せる（α を減少）。 

 

 

 

第３章 市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項 

1.保険料の徴収の適正な実施 

国保制度は、被保険者から徴収する保険料で成り立っており、これ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る。また、本来納める能力を持ちながら、保険料を滞納することは、被保険者間

の公平のみならず、地方税法等に対する住民の信任に関わる問題である。このため、保険料の徴収の適正

な実施に向け、市町村の取組を以下のとおり定める。 

 

コメント 

※国保制度は公費も入っている社会保障制度、保険料だけで成り立っているのではない。 

※納める能力を判断する基準がよくわからない。 

 

2.保険料の収納状況 

 

（１）現状・課題 

①平成 30 年度分の収納率は全国平均を上まわっている。全国 92.6 県 93.6 となっている。 

②平成 29-30 年では 33 の自治体で収納率ＵＰ 

③平成 30 年のスタート年度の目標収納率を達成しているのは 8 市町村 

 

（２）収納率目標の設定 

 ・2018 年度の保険者努力支援制度の指標である「現年度分の収納率実績が、市町村規模別の前年度の

全自治体上位３割又は５割に当たる収納率を達成しているか」を目標の基準とする。 

 ・2018～2023 年度の収納率目標については、2016 年度分収納率実績をもとに設定する。 

運営方針 19 ページに掲載（図表 3-2） 

運営方針 20 ページに掲載（図表 3-3） 



 

3.収納対策 

（１）現状・課題 

①納期内納付の収納率を収納方法でみると、特別徴収（年金）99.4、口座振替 96.29、自主納付 64.7％と

なっている。口座振替を促進することで納付率向上につながる。コンビ決済、クレジットカード等多様

化を検討する必要がある。 

 

コメント 

※公的な債権を民間に据えかえることになる？ 

 

②納付相談等 

 ・短期証や資格証の交付の機会に納付相談を行わず、それらを郵送している自治体がある国保担当課

と、収納対策課が異なる市町村においては、両課での情報共有・連携が重要休日納付相談等も必要 

 ・福岡県の世帯主被保険者の無職の割合が高く、1 人あたりの平均課税標準額は全国平均（平成 29 年

度）と比較して 233 千円低くなっている。 

・納付相談時に、低所得者に対する支援を含めた収納対策を検討する必要がある。市町村では必要に応

じて多重債務相談やフィナンシャルプランナーを活用した納付相談を実施している。 

 コメント 

※納付相談の在り方等は自治体キャラバン等で聞いていく必要がある。 

 

③滞納整理 

・県内 60 市町村のうち、差し押さえ・財産調査を実施している市町村が 59 市町村、しかしながら、滞

納整理担当職員が少ないことなどの事情により、公売にまで結 びついていない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・徴収担当の実務をする職員の研修会や他の市町村との情報交換の場に参加する機会を確保する必要が

ある。さらに、国保保険料の滞納者は、他の税や保険料、公営住宅家賃等を併せて滞納している場合が

多いとの声があり、関係課が協同しての対応を検討する必要がある。 

 

④県・国保連合会が実施する事業 

・県が個人住民税対策として設置した地方税収対策本部から職員を市町村に派遣し、住民税等の滞納



者の財産調査や捜索、差押えなどの支援を行うとともに、県と市町村による合同公売会などを実施し

ている。  

・2016 年度から県主催で、国保連合会の収納対策アドバイザーを講師とし、市町村の国保主管課と徴

収担当課の職員を対象とする「国民健康保険料（税）収納率 向上研修」をブロックごとやカテゴリ

ー別に開催した。 

・令和２年度以降は国保連合会の事業として実施方法の検討を行い、引き続き徴収実務に関する研修

会を実施する。  

・県では、３課（税務課・市町村支援課・医療保険課）が共催して、市町村の地方税徴収担当職員を対

象とする「徴収事務特別研修」を毎年１回開催している。  

・国保連合会では、国税ＯＢに収納対策アドバイザーを委嘱し、滞納発生時の対応や折衝方法等に関

し、市町村の実情を踏まえた効果的な助言・指導を実施してきており、2018 年度は９市町村、2019

年度は８市町村に対し収納対策アドバイザーを派遣している。  

 

※コメント 

「国民健康保険料（税）収納率 向上研修」はどんな内容なのか自治体キャラバン等で聞いていく必要

がある。 

 

 

（２）収納対策の強化に向けた取組  

収納対策の強化に向けた取組について、以下のとおり実施するものとする。  

①納期内納付の推進  

・資格取得時や賦課通知等の機会を捉え、口座振替の勧奨を積極的に実施。  

・被保険者ニーズや費用対効果を勘案しながら、マルチペイメントネットワークシステムを利用し

た口座振替やコンビニ納付等、多様な納付方法の導入を 

 ※マルチペイメントネットワークとは、「国庫金、地方税、電気・ガス・電話等の公共料金及び会社等

への代金等の支払について、顧客の利便性向上を図るとともに、官公庁、地方公共団体、収納企業及び

金融機関の事務効率化を図り、以って公益に資する決済に関する新たな仕組みです。 

・資格取得時の国保制度の説明や賦課通知時の制度案内の同封等で、外国人国保被保険者に対する

制度の周知を実施。 

 

②納付相談等の徹底 

・ 短期被保険者証や被保険者資格証明書交付の際には、単純に郵送することなく窓口での納付相談

の機会を有効活用。 

・ 転出や給付申請の手続等で来庁した滞納者に確実に納付指導を実施するため、 関係課による情報

共有を徹底。 

・ 納付相談の際の聴き取りにより、滞納者の特別事情の有無・生活実態を把握し、 必要に応じて保

険料の減免、生活保護担当課及び生活困窮者自立支援制度担当課への紹介を実施。 

 



 ③滞納整理の強化  

・ 県の地方税収対策本部の支援により蓄積した滞納整理に係るノウハウを活用し、滞納者の財産調査

や捜索、差押え等を実施。 

 ・国保連合会の収納対策アドバイザー派遣事業の積極的活用により、市町村ごと の滞納整理等の基準

作り、徴収や窓口担当職員への指導を実施。 

 ・複数の税目に係る収納事務を一元化することでマンパワーを確保し、滞納整理の強化を図ることを

検討。  

・ 複数の市町村が共同で滞納整理を実施することでマンパワーの確保とノウハウの共有化を図ること

を検討。  

 

※コメント 

 複数の自治体で滞納者の個人情報を共有するのか？ 

④ 国民健康保険料（税）収納率向上研修の実施  

2016 年度から実施してきた国民健康保険料（税）収納率向上研修において、 今までの実施内容を踏

まえ、市町村のニーズに即した研修を実施。  

 

（令和元年度事前アンケートで把握した市町村からの意見（抜粋））  

〇研修で取り上げてほしいテーマ  

・不動産の公売  

・財産調査、差押えの実務  

・ネット銀行等の財産調査  

〇他の市町村と情報交換したいテーマ  

・現年度分の滞納対策 ・短期被保険者証発行の判断基準  

・外国人滞納者への対応  

 

⑤収納対策アドバイザー派遣事業の拡充 

2018 年度から収納対策アドバイザーの派遣日数を拡大するとともに、指導内容に徴税指導から差押

え財産の公売まで、現場での実践的な指導を追加しており、 引き続き実施。 

 

第４章 市町村における保険給付の適正な実施に関する事項  

１．療養費の支給の適正化 

現状・課題 療養費のうち、柔道整復（柔整）、あんま・マッサージ、はり、きゅう（あはき） に

かかる療養費を比較すると、柔整療養費の金額規模が大きくなっている。⇒適性化の強化 

 

２．レセプト点検の充実強化 

  ・レセプト点検の実務力量を上げる 

  ・第三者請求行為⇒交通事故請求の適性について 



 

第５章 医療費の適正化の取組に関する事項 

1.特定健康診査・特定保健指導 

 （１）現状・課題 

・2018 年度（法定報告値）の市町村国保における特定健康診査の実施率は 34.8％、 全国 36 位であり、

福岡県医療費適正化計画（第３期）の令和５年度における目標値 70％以上とは乖離があるものの、毎

年度向上している。 

・市町村別の実施率をみると 2018 年度（法定報告値）は最高値 73.0％、 最低値 22.3％で３倍以上の開

きがある。  

・2018 年度（法定報告値）の市町村国保における特定保健指導の実施率は、45.5％、全国 12 位であり、

福岡県医療費適正化計画（第３期）の令和 2023 年度における目標値 45％以上を達成し、全国平均を

上回って着実に伸びている。 また、 

・市町村別の実施率をみると、2018 年度（法定報告値）は最高値 101.1％、 最低値 9.9％で、約 10 倍

となっており、差異が大きくなっている。 

・県内市町村における特定健康診査・特定保健指導の実施率には格差があり、実施率の高い市町村におい

ては、現状維持に努めるとともに、実施率の低い市町村においては、実施率の向上を図る必要がある。  

 

 

 

〇県は、市町村等との連携により、次の事業を推進している。 

 ① 市町村の保健指導従事者を対象とした研修会の開催。  

② 健康づくりに関するイベントにおける住民への広報・周知活動。  

③ 健康づくりに関するイベント等における健康測定機器を活用した受診勧奨。  

④ ふくおか健康ポイントアプリのポイント付与を活用した実施促進。 

 

〇市町村は、次の事業を実施している。  

① チラシや受診券の送付による住民への周知活動や受診勧奨。 

② 文書や電話、訪問による未受診者への受診勧奨。  

③ 特定健康診査とがん検診を同時に受診できる総合健診等、住民の受診に係る 利便性向上策の実施。 

④ 主治医からの指示を受けた食事や運動等の生活習慣改善のための保健指導。 

 

※コメント 

 健づくりに関しては、連携できることはしていく。また、受診券は国保証といっしょに等この間 

 自治体キャラバン等でも申し入れをしている。 

 

〇 国保連合会は、次の事業により市町村を支援している。  

① 専門的な技術・知識を有する保健師・管理栄養士の派遣及び必要な情報提供等。  



② 受診券等の作成や健診結果の分析、費用の決済処理等を行う特定健診等データ管理システムの運営。 

③ ＫＤＢシステム、保健事業等評価・分析システム等の運営及び活用方法について、市町村の保健師、  

栄養士等を対象とした研修の実施。 

④ 被保険者の人間ドックデータの収集及び市町村への提供による特定保健指導の充実。 

⑤ 保険者共同広報事業として、特定健康診査受診率向上に向けたテレビスポットＣＭ、ラジオスポット

ＣＭの放送放映の実施。 

⑥ 特定健診未受診者の医療情報収集事業として、特定健康診査受診者のうち、医療機関で治療中の被保

険者を対象に、医療機関で実施した検査の中から特定健康診査に該当する検査項目の情報収集を実施。  

 

（２）特定健康診査・特定保健指導の実施率向上等に向けた取組 

  行政や医療機関、関係団体が協力して、特定健康診査・特定保健指導の実施率向上のための取組や特

定保健指導の質の向上を図る取組を推進するため、「ふくおか健康づくり県民運動」等を通じて、次の

とおり取り組むこととする。  

 ※福岡県では、「人生１００年時代」が到来する中、誰もが生涯にわたっていきいきと活躍し、健康に充実

して過ごすことができる福岡県を目指し、平成３０年から「ふくおか健康づくり県民運動」を展開していま

す。県民お一人おひとりが改めて自分の健康について考え、日々の生活の中で健康づくりに取り組めるよう、

「健（検）診受診率の向上」、「食生活の改善」、「運動習慣の定着」、この３つを取組みの柱として、様々な

事業を実施しています。 

 この県民運動の推進母体となるのが、保健医療関係団体、市町村、マスコミ、民間企業、大学等様々な団

体から構成された「ふくおか健康づくり県民会議」です 

〇実施率の向上に向けた取組 

①県は、特定健康診査とがん検診を同時に受診できる総合健診の実施等、被保険者の利便性に配慮した

特定健康診査を実施する市町村増加のための支援を実施。 

② 県や市町村は県医師会等と協力し、主治医からチラシ等の手交による受診勧 奨の取組を実施。 

③ 県は、広く県民が集まる場における、県情報発信サイトや健康測定機器を活用した県民の健康づくり

に取り組むきっかけ提供の中で受診勧奨を実施。 

④ 県と政令市との共同会議により、実施率向上のための取組を共同で実施。  

⑤ 県と市町村は、実施率が高い市町村の効果的なノウハウを共有する場を設置。 

⑥ 県と市町村は、保険者協議会を通じて特定健康診査の受診率向上の取組を推進。  

⑦ 県と市町村は、ふくおか健康ポイントアプリのポイント付与機能を活用し、特定健康診査・特定保健

指導の実施を促進。  

 

〇 特定保健指導の内容の充実・強化に向けた取組 

 ① 県は、特定保健指導の質の向上を図るため、市町村や保健指導実施機関等の保健指導従事者を対象と

した研修を、引き続き体系的に実施。 

 

 

以上 


