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① 高齢者の医療給付費について、公
費・現役世代・高齢者の負担割合を明
確化。

② 国保に加入する高齢者は、原則とし

て、同じ都道府県で同じ所得であれば、
同じ保険料。

国保の高齢者医療を都道府県単位化すること等で維持
⇒次の段階で現役世代も都道府県単位化

Ⅰ 年齢で区分しない。保険証も現役世代
と同じ。

Ⅱ 被用者保険に加入することにより、傷
病手当金等を受けることができるように
なり、保険料も事業主と原則折半で負担。

Ⅲ 国保は世帯主がまとめて保険料負担。
被用者保険に移る被扶養者については
被保険者全体で保険料負担。

Ⅳ 高齢者の保険料の伸びが現役世代の
保険料の伸びを上回らないよう抑制する
仕組みを導入。

Ⅴ 現役世代と同じ制度に加入することで、
世帯当たりの負担は軽減。

Ⅵ 国保・健保組合等に健康診査の実施
義務。

○○○○ 後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のののの問題点問題点問題点問題点をををを改改改改めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、現行制度現行制度現行制度現行制度のののの利点利点利点利点はできるはできるはできるはできる限限限限りりりり維持維持維持維持しししし、、、、更更更更にににに後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のののの廃止廃止廃止廃止をををを
契機契機契機契機としてとしてとしてとして国保国保国保国保のののの広域化広域化広域化広域化をををを実現実現実現実現するするするする。。。。

ⅠⅠⅠⅠ 年齢年齢年齢年齢によるによるによるによる区分区分区分区分（（（（保険証保険証保険証保険証））））
75歳到達で、これまでの保険制度から

分離・区分。保険証も別。

ⅡⅡⅡⅡ 被用者本人被用者本人被用者本人被用者本人のののの給付給付給付給付とととと保険料保険料保険料保険料
75歳以上の被用者の方は傷病手当金
等を受けられず、保険料も全額本人負担。

ⅢⅢⅢⅢ 被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者のののの保険料負担保険料負担保険料負担保険料負担
個人単位で保険料を徴収するため、扶

養されている高齢者も保険料負担。

ⅣⅣⅣⅣ 高齢者高齢者高齢者高齢者のののの保険料保険料保険料保険料のののの増加増加増加増加
高齢者の保険料の伸びが現役世代の
保険料の伸びを基本的に上回る構造。

ⅤⅤⅤⅤ 患者負担患者負担患者負担患者負担
患者負担の上限は、同じ世帯でも、加

入する制度ごとに適用される。

ⅥⅥⅥⅥ 健康診査健康診査健康診査健康診査
広域連合の努力義務となった中で、受

診率が低下。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のののの問題点問題点問題点問題点 新制度新制度新制度新制度

改善改善改善改善

改革改革改革改革のののの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向

後期高齢者医療制
度は老人保健制度
の問題点を改善す
るための制度であっ
たが、独立型の制度
としたことによる問
題が生じている

高齢者も現
役世代と同
じ制度（国
保 又 は 被
用者保険）
に加入する
こと等で改
善が図られ
る

①①①①負担割合負担割合負担割合負担割合
高齢者と現役世代の負
担割合が不明確。

②②②②高齢者高齢者高齢者高齢者のののの保険料負担保険料負担保険料負担保険料負担
それぞれ市町村国保・
被用者保険に加入してい
るため、同じ所得であっ
ても、保険料負担が異な
る。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のののの利点利点利点利点

旧老人保健制度旧老人保健制度旧老人保健制度旧老人保健制度のののの問題点問題点問題点問題点

① 高齢者の医療給付費について、公費・
現役世代・高齢者の負担割合を明確化。

② 原則として、同じ都道府県で同じ所得で
あれば、同じ保険料。

維維維維
持持持持改改改改

善善善善
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○○○○ 加入加入加入加入するするするする制度制度制度制度をををを年齢年齢年齢年齢でででで区分区分区分区分することなくすることなくすることなくすることなく、、、、被用者被用者被用者被用者であるであるであるである高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方やややや被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者はははは被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険にににに、、、、これこれこれこれ
らららら以外以外以外以外のののの地域地域地域地域でででで生活生活生活生活しているしているしているしている方方方方はははは国保国保国保国保にににに、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ現役世代現役世代現役世代現役世代とととと同同同同じじじじ制度制度制度制度にににに加入加入加入加入するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

○○○○ 高齢者高齢者高齢者高齢者もももも現役世代現役世代現役世代現役世代とととと同同同同じじじじ制度制度制度制度にににに加入加入加入加入することによりすることによりすることによりすることにより、、、、年齢年齢年齢年齢によるによるによるによる差別差別差別差別とととと受受受受けけけけ止止止止められているめられているめられているめられている点点点点をををを解消解消解消解消すすすす
るるるる。。。。またまたまたまた、、、、世帯世帯世帯世帯によってはによってはによってはによっては、、、、保険料保険料保険料保険料・・・・高額療養費等高額療養費等高額療養費等高額療養費等のののの面面面面ででででメリットメリットメリットメリットがががが生生生生じるじるじるじる。。。。

７５７５７５７５歳歳歳歳

国国国国 保保保保
（（（（３３３３,６００６００６００６００万人万人万人万人））））

被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険
（（（（７７７７,,,,４００４００４００４００万人万人万人万人））））

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

＜＜＜＜現行制度現行制度現行制度現行制度＞＞＞＞

＜＜＜＜加入加入加入加入するするするする制度制度制度制度をををを年齢年齢年齢年齢でででで区分区分区分区分＞＞＞＞

＜＜＜＜新制度新制度新制度新制度＞＞＞＞

国国国国 保保保保 被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険

＜＜＜＜加入加入加入加入するするするする制度制度制度制度をををを年齢年齢年齢年齢でででで区分区分区分区分しないしないしないしない＞＞＞＞

制度制度制度制度のののの基本的枠組基本的枠組基本的枠組基本的枠組みみみみ、、、、加入関係加入関係加入関係加入関係

１１１１,２００２００２００２００万人万人万人万人 ２００２００２００２００
万人万人万人万人

保険料保険料保険料保険料はははは
世帯主世帯主世帯主世帯主がががが
まとめてまとめてまとめてまとめて
納納納納めるめるめるめる

被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者
についてについてについてについて
はははは被保険被保険被保険被保険
者全体者全体者全体者全体でででで
保険料保険料保険料保険料をををを
負担負担負担負担するするするする

１１１１,４００４００４００４００万人万人万人万人
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○○○○ 低所得低所得低所得低所得のののの加入者加入者加入者加入者がががが多多多多くくくく、、、、年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成もももも高高高高いなどのいなどのいなどのいなどの構造的問題構造的問題構造的問題構造的問題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる国保国保国保国保についてはについてはについてはについては、、、、財政基盤強化策財政基盤強化策財政基盤強化策財政基盤強化策やややや収納率向上収納率向上収納率向上収納率向上にににに向向向向
けたけたけたけた取組取組取組取組にににに加加加加ええええ、、、、今後今後今後今後のののの更更更更なるなるなるなる少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの進展進展進展進展をををを踏踏踏踏まえるとまえるとまえるとまえると、、、、保険財政保険財政保険財政保険財政のののの安定化安定化安定化安定化、、、、市町村間市町村間市町村間市町村間のののの保険料負担保険料負担保険料負担保険料負担のののの公平化等公平化等公平化等公平化等のののの観観観観
点点点点からからからから、、、、国保国保国保国保のののの財政運営財政運営財政運営財政運営のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化をををを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが不可欠不可欠不可欠不可欠。。。。

○○○○ またまたまたまた、、、、新新新新たなたなたなたな仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの下下下下ではではではでは、、、、多多多多くのくのくのくの高齢者高齢者高齢者高齢者がががが国保国保国保国保にににに加入加入加入加入することとなるがすることとなるがすることとなるがすることとなるが、、、、単純単純単純単純にににに従前従前従前従前のののの市町村国保市町村国保市町村国保市町村国保にににに戻戻戻戻ることとなればることとなればることとなればることとなれば、、、、
高齢者間高齢者間高齢者間高齢者間のののの保険料格差保険料格差保険料格差保険料格差がががが復活復活復活復活しししし、、、、多多多多くのくのくのくの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの保険料保険料保険料保険料がががが増加増加増加増加するするするする。。。。

○○○○ このためこのためこのためこのため、、、、新新新新たなたなたなたな制度制度制度制度ではではではでは、、、、まずまずまずまず第一段階第一段階第一段階第一段階においてにおいてにおいてにおいて、、、、75歳以上歳以上歳以上歳以上についてについてについてについて都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位のののの財政運営財政運営財政運営財政運営とするとするとするとする。。。。

○○○○ 75歳未満歳未満歳未満歳未満についてはについてはについてはについては、、、、現在現在現在現在、、、、市町村市町村市町村市町村ごとにごとにごとにごとに保険料保険料保険料保険料のののの算定方式算定方式算定方式算定方式・・・・水準水準水準水準がががが異異異異なることからなることからなることからなることから、、、、一挙一挙一挙一挙にににに都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化したしたしたした場合場合場合場合にににに
はははは、、、、国保加入者国保加入者国保加入者国保加入者3,600万人万人万人万人のののの保険料保険料保険料保険料がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化することとなるためすることとなるためすることとなるためすることとなるため、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県がががが策定策定策定策定するするするする「「「「広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、保保保保

険料算定方式険料算定方式険料算定方式険料算定方式のののの統一統一統一統一やややや保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業のののの拡大拡大拡大拡大などのなどのなどのなどの環境整備環境整備環境整備環境整備をををを進進進進めためためためた上上上上でででで、、、、第二段階第二段階第二段階第二段階においてにおいてにおいてにおいて、、、、期限期限期限期限をををを定定定定めてめてめてめて全全全全
国一律国一律国一律国一律にににに、、、、全年齢全年齢全年齢全年齢でのでのでのでの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化をををを図図図図るるるる。。。。

<<<<第一段階第一段階第一段階第一段階（（（（平成平成平成平成25252525年度年度年度年度～）～）～）～）>>>>

75757575歳歳歳歳

都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位
のののの財政運営財政運営財政運営財政運営にににに
向向向向けたけたけたけた環境整備環境整備環境整備環境整備
をををを進進進進めるめるめるめる

国国国国 保保保保 被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険

都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位のののの
財政運営財政運営財政運営財政運営

<<<<第二段階第二段階第二段階第二段階（（（（5555年後年後年後年後のののの平成平成平成平成30303030年度年度年度年度～）～）～）～）>>>>

国国国国 保保保保 被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険

全年齢全年齢全年齢全年齢をををを対象対象対象対象にににに
都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位のののの
財政運営財政運営財政運営財政運営

<<<<現行制度現行制度現行制度現行制度>>>>

国国国国 保保保保 被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険

独立制度独立制度独立制度独立制度によるによるによるによる
都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位のののの財政運営財政運営財政運営財政運営
（（（（運営主体運営主体運営主体運営主体：：：：広域連合広域連合広域連合広域連合））））

75757575歳歳歳歳

市町村単位市町村単位市町村単位市町村単位のののの
財政運営財政運営財政運営財政運営

・・・・財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤
がががが弱弱弱弱いいいい
・・・・保険料保険料保険料保険料がががが
バラバラバラバラバラバラバラバラ

国保国保国保国保のののの財政運営財政運営財政運営財政運営のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化 3



運営主体及運営主体及運営主体及運営主体及びびびび事務事務事務事務のののの分担分担分担分担
○○○○ 財政運営財政運営財政運営財政運営、、、、標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率のののの設定設定設定設定はははは、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県がががが行行行行うううう。。。。

○○○○ 世帯単位世帯単位世帯単位世帯単位でででで保険料保険料保険料保険料をををを徴収徴収徴収徴収することからすることからすることからすることから、、、、標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率にににに基基基基づくづくづくづく保険料率保険料率保険料率保険料率のののの決定決定決定決定、、、、賦課賦課賦課賦課・・・・徴収徴収徴収徴収はははは市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう。。。。

○○○○ 75歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者高齢者高齢者高齢者にににに係係係係るるるる保険証保険証保険証保険証のののの発行発行発行発行をををを含含含含むむむむ資格管理資格管理資格管理資格管理はははは市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう。。。。

○○○○ 75歳以上歳以上歳以上歳以上のののの給付事務給付事務給付事務給付事務についてはについてはについてはについては、「、「、「、「都道府県都道府県都道府県都道府県」」」」がががが行行行行うとするとうとするとうとするとうとすると、、、、給付事務給付事務給付事務給付事務がががが複雑複雑複雑複雑になりになりになりになり、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者からからからから分分分分かりにくくかりにくくかりにくくかりにくく、、、、事務処事務処事務処事務処
理理理理にににに時間時間時間時間をををを要要要要することすることすることすること等等等等からからからから、、、、市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう。。。。

※ 高齢者分は「都道府県」が行い、若人分は「市町村」が行うため、例えば、現金給付について、高齢者に係る現金給付を「都道府県」から世帯主
（若人の世帯主を含む）に、若人に係る現金給付を「市町村」から世帯主（高齢の世帯主を含む）に行うこととなる。

※ 高齢者分の給付事務は、都道府県（支給決定等）と市町村（窓口業務、照会対応等）の両者で対応することとなり、時間を要する。

※ 全ての都道府県において事務処理体制を整え、給付事務を円滑に行うことは現実的に困難な面もある（広域連合において給付事務に携わって
いる職員数313名；平成22年度実施状況調査）。

⇒⇒⇒⇒ 「「「「都道府県都道府県都道府県都道府県」」」」はははは、、、、財政運営財政運営財政運営財政運営、、、、標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率のののの設定設定設定設定をををを行行行行いいいい、「、「、「、「市町村市町村市町村市町村」」」」はははは、、、、資格管理資格管理資格管理資格管理、、、、標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率にににに基基基基づくづくづくづく保保保保
険料率険料率険料率険料率のののの決定決定決定決定、、、、賦課賦課賦課賦課・・・・徴収徴収徴収徴収、、、、保険給付保険給付保険給付保険給付、、、、保健事業等保健事業等保健事業等保健事業等をををを行行行行うといったうといったうといったうといった形形形形でででで、、、、分担分担分担分担とととと責任責任責任責任をををを明確明確明確明確にしつつにしつつにしつつにしつつ、、、、共同運営共同運営共同運営共同運営するするするする仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと
するするするする。。。。

広域連合広域連合広域連合広域連合

・・・・財政運営財政運営財政運営財政運営

・・・・保険証保険証保険証保険証のののの発行発行発行発行をををを含含含含むむむむ資格管理資格管理資格管理資格管理

・・・・均一保険料率均一保険料率均一保険料率均一保険料率のののの決定決定決定決定

・・・・保険料保険料保険料保険料のののの賦課賦課賦課賦課

・・・・保険給付保険給付保険給付保険給付

市町村市町村市町村市町村

・・・・保険料保険料保険料保険料のののの徴収徴収徴収徴収

（（（（参考参考参考参考））））
後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度（（（（現行方式現行方式現行方式現行方式））））

市町村市町村市町村市町村

・・・・保険証保険証保険証保険証のののの発行発行発行発行をををを含含含含むむむむ資格管理資格管理資格管理資格管理

・・・・保険料率保険料率保険料率保険料率のののの決定決定決定決定、、、、賦課賦課賦課賦課・・・・徴収徴収徴収徴収

・・・・保険給付保険給付保険給付保険給付

新制度新制度新制度新制度のののの運営主体運営主体運営主体運営主体とととと事務分担事務分担事務分担事務分担

都道府県都道府県都道府県都道府県

・・・・財政運営財政運営財政運営財政運営

・・・・標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率のののの設定設定設定設定
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保険料率保険料率保険料率保険料率のののの決定決定決定決定・・・・賦課賦課賦課賦課・・・・徴収徴収徴収徴収・・・・納付納付納付納付のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ（（（（第一段階第一段階第一段階第一段階））））
①①①① 都道府県都道府県都道府県都道府県はははは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの保険給付及保険給付及保険給付及保険給付及びびびび保健事業保健事業保健事業保健事業にににに要要要要するするするする費用費用費用費用からからからから、、、、均等割均等割均等割均等割とととと所得割所得割所得割所得割のののの2222方方方方
式式式式でででで標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率をををを定定定定めるめるめるめる。。。。
※※※※ 離島離島離島離島などなどなどなど医療医療医療医療のののの確保確保確保確保がががが著著著著しくしくしくしく困難困難困難困難であるであるであるである地域地域地域地域についてはについてはについてはについては、、、、現行制度同様現行制度同様現行制度同様現行制度同様、、、、不均一保不均一保不均一保不均一保

険料率険料率険料率険料率のののの設定設定設定設定をををを可能可能可能可能とするとするとするとする。。。。

②②②② 市町村市町村市町村市町村はははは、、、、標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率をををを基基基基にににに、、、、条例条例条例条例でででで高齢者高齢者高齢者高齢者のののの保険料率保険料率保険料率保険料率をををを定定定定めるめるめるめる。。。。

③③③③ 市町村市町村市町村市町村はははは、、、、現役世代現役世代現役世代現役世代のののの被保険者被保険者被保険者被保険者のののの保険料率保険料率保険料率保険料率をををを条例条例条例条例でででで別途定別途定別途定別途定めるめるめるめる
（（（（広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針にににに基基基基づきづきづきづき標準化標準化標準化標準化をををを進進進進めるめるめるめる）。）。）。）。

④④④④ 市町村市町村市町村市町村はははは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの保険料保険料保険料保険料とととと同一世帯同一世帯同一世帯同一世帯のののの他他他他のののの現役世代現役世代現役世代現役世代のののの被保険者被保険者被保険者被保険者のののの保険料保険料保険料保険料をををを合算合算合算合算しししし、、、、
世帯主世帯主世帯主世帯主にににに賦課賦課賦課賦課しししし、、、、世帯主世帯主世帯主世帯主からからからから徴収徴収徴収徴収するするするする。。。。
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村
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⑤⑤⑤⑤ 市町村市町村市町村市町村はははは、、、、高齢者分高齢者分高齢者分高齢者分のののの保険料保険料保険料保険料をををを都道府県都道府県都道府県都道府県へへへへ納付納付納付納付するするするする。。。。

○○○○ 市町村市町村市町村市町村はははは、、、、高齢者分高齢者分高齢者分高齢者分のののの保険料保険料保険料保険料をををを都道府県都道府県都道府県都道府県へへへへ納付納付納付納付することとしすることとしすることとしすることとし、、、、保険料保険料保険料保険料のののの収納不足収納不足収納不足収納不足がががが
生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県がががが財政安定化基金財政安定化基金財政安定化基金財政安定化基金をををを活用活用活用活用するするするする。。。。
（（（（現行制度同様現行制度同様現行制度同様現行制度同様、、、、1/21/21/21/2交付交付交付交付、、、、1/21/21/21/2貸付貸付貸付貸付けけけけ））））

仮仮仮仮にににに、、、、市町村市町村市町村市町村においてにおいてにおいてにおいて、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県がががが定定定定めためためためた標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率よりよりよりより低低低低いいいい保険料率保険料率保険料率保険料率をををを決定決定決定決定するするするする場合場合場合場合、、、、
標準標準標準標準（（（（基準基準基準基準））））保険料率保険料率保険料率保険料率をををを適用適用適用適用すればすればすればすれば徴収徴収徴収徴収できたできたできたできた額額額額とのとのとのとの差額差額差額差額はははは、、、、市町村市町村市町村市町村がががが一般会計一般会計一般会計一般会計からからからから補填補填補填補填するするするする仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと
することがすることがすることがすることが必要必要必要必要。。。。

納納納納 付付付付

※ 全年齢全年齢全年齢全年齢をををを都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化するするするする第二段階第二段階第二段階第二段階においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市町村市町村市町村市町村がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって収納対策収納対策収納対策収納対策にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ仕組仕組仕組仕組みとするみとするみとするみとする。。。。
そのそのそのその具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方についてはについてはについてはについては、、、、第一段階第一段階第一段階第一段階のののの施行状況施行状況施行状況施行状況もももも踏踏踏踏まえつつまえつつまえつつまえつつ検討検討検討検討するするするする。。。。
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全年齢全年齢全年齢全年齢でのでのでのでの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化（（（（第二段階第二段階第二段階第二段階））））にににに向向向向けてけてけてけて

①①①① 保険料保険料保険料保険料のののの設定設定設定設定

・・・・ 全年齢全年齢全年齢全年齢でででで都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化したしたしたした段階段階段階段階でででで、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者とととと現役世代現役世代現役世代現役世代のののの保険料保険料保険料保険料のののの基準基準基準基準はははは別別別別々々々々とするのかとするのかとするのかとするのか、、、、一本化一本化一本化一本化するのかするのかするのかするのか。。。。

・・・・ 市町村市町村市町村市町村のののの収納率収納率収納率収納率やややや医療費格差医療費格差医療費格差医療費格差をををを保険料率保険料率保険料率保険料率にににに反映反映反映反映するかするかするかするか。。。。またまたまたまた、、、、保健事業保健事業保健事業保健事業、、、、国保直診国保直診国保直診国保直診などへのなどへのなどへのなどへの保険料保険料保険料保険料のののの充当充当充当充当をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか。。。。

②②②② 費用負担費用負担費用負担費用負担のありのありのありのあり方方方方

・・・・ 全年齢全年齢全年齢全年齢でででで都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化したしたしたした段階段階段階段階でででで、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者とととと現役世代現役世代現役世代現役世代のののの会計会計会計会計をををを区分区分区分区分するするするする必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。（。（。（。（高齢者高齢者高齢者高齢者とととと現役世代現役世代現役世代現役世代のののの保険料保険料保険料保険料
をををを別別別別々々々々とするのかどうかともとするのかどうかともとするのかどうかともとするのかどうかとも関係関係関係関係））））

・・・・ 被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険とととと国保国保国保国保のののの間間間間のののの財政調整財政調整財政調整財政調整のののの方法方法方法方法をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか。。。。

③③③③ 事務体制事務体制事務体制事務体制のありのありのありのあり方方方方

・・・・ 都道府県都道府県都道府県都道府県とととと市町村市町村市町村市町村のののの役割分担役割分担役割分担役割分担についてについてについてについて見直見直見直見直すすすす必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。

○○○○ 第二段階第二段階第二段階第二段階にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、以下以下以下以下のののの点点点点についてについてについてについて結論結論結論結論をををを得得得得ることがることがることがることが必要必要必要必要。。。。

⇒⇒⇒⇒ これらのこれらのこれらのこれらの点点点点についてはについてはについてはについては、、、、現時点現時点現時点現時点でででで拙速拙速拙速拙速にににに判断判断判断判断することはすることはすることはすることは適当適当適当適当ではなくではなくではなくではなく、、、、今後今後今後今後のののの医療費医療費医療費医療費のののの動向動向動向動向やややや社会経済情社会経済情社会経済情社会経済情
勢等勢等勢等勢等をををを踏踏踏踏まえつつまえつつまえつつまえつつ、、、、第一段階第一段階第一段階第一段階のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化のののの施行状況等施行状況等施行状況等施行状況等もももも見見見見ながらながらながらながら検討検討検討検討することがすることがすることがすることが必要必要必要必要。。。。

⇒⇒⇒⇒ 一方一方一方一方、、、、第二段階第二段階第二段階第二段階へのへのへのへの移行移行移行移行のののの目標時期目標時期目標時期目標時期についてはについてはについてはについては、、、、
①①①① 第一段階第一段階第一段階第一段階はあくまではあくまではあくまではあくまで暫定的暫定的暫定的暫定的なものでありなものでありなものでありなものであり、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり速速速速やかにやかにやかにやかに全年齢全年齢全年齢全年齢でのでのでのでの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化をををを図図図図ることがることがることがることが
必要必要必要必要であることであることであることであること

②②②② そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、「、「、「、「広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、市町村間市町村間市町村間市町村間のののの保険料保険料保険料保険料のののの平準化等平準化等平準化等平準化等のののの取組取組取組取組がががが計画的計画的計画的計画的にににに進進進進めめめめ
らららられるれるれるれることがことがことがことが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな時期時期時期時期がががが定定定定められなければめられなければめられなければめられなければ実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある取組取組取組取組はははは進進進進まないことまないことまないことまないこと

からからからから、、、、目標目標目標目標とするとするとするとする具体的具体的具体的具体的なななな時期時期時期時期をををを設定設定設定設定することがすることがすることがすることが必要必要必要必要。。。。

⇒⇒⇒⇒ 具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、第一段階第一段階第一段階第一段階のののの施行状況施行状況施行状況施行状況をををを確認確認確認確認しししし、、、、第二段階第二段階第二段階第二段階のののの検討検討検討検討・・・・施行準備施行準備施行準備施行準備にににに必要必要必要必要なななな期間期間期間期間、、、、法定外一般会計法定外一般会計法定外一般会計法定外一般会計
繰入繰入繰入繰入・・・・繰上充用繰上充用繰上充用繰上充用のののの解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組にににに必要必要必要必要なななな期間期間期間期間、、、、保険料保険料保険料保険料のののの平準化平準化平準化平準化をををを円滑円滑円滑円滑にににに行行行行うためにうためにうためにうために必要必要必要必要なななな期間期間期間期間をををを勘案勘案勘案勘案
してしてしてして、、、、第一段階第一段階第一段階第一段階のののの施行施行施行施行からからからから5555年後年後年後年後（（（（平成平成平成平成30303030年度年度年度年度））））をををを目標目標目標目標とすることとしとすることとしとすることとしとすることとし、、、、法律上法律上法律上法律上これをこれをこれをこれを明記明記明記明記するするするする。。。。
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保険料保険料保険料保険料のののの平準化平準化平準化平準化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組
○○○○ 第二段階第二段階第二段階第二段階へのへのへのへの移行移行移行移行のののの目標時期目標時期目標時期目標時期までにまでにまでにまでに、、、、保険料保険料保険料保険料のののの平準化平準化平準化平準化にににに向向向向けてけてけてけて、「、「、「、「広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、
①①①① 保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業のののの対象医療費対象医療費対象医療費対象医療費（（（（現行現行現行現行30303030万円超万円超万円超万円超））））のののの拡大拡大拡大拡大
②②②② 保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業のののの拠出金拠出金拠出金拠出金のののの算定方法算定方法算定方法算定方法のののの見直見直見直見直しししし
（（（（医療費水準医療費水準医療費水準医療費水準にににに基基基基づくづくづくづく拠出拠出拠出拠出をををを縮小縮小縮小縮小しししし、、、、被保険者数被保険者数被保険者数被保険者数・・・・所得水準等所得水準等所得水準等所得水準等にににに基基基基づくづくづくづく拠出拠出拠出拠出をををを拡大拡大拡大拡大））））

③③③③ 保険料算定方式保険料算定方式保険料算定方式保険料算定方式のののの標準化標準化標準化標準化
④④④④ 収納率向上収納率向上収納率向上収納率向上やややや医療費適正化等医療費適正化等医療費適正化等医療費適正化等へのへのへのへの取組取組取組取組
⑤⑤⑤⑤ 法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入・・・・繰上充用繰上充用繰上充用繰上充用のののの段階的段階的段階的段階的・・・・計画的計画的計画的計画的なななな解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた取組等取組等取組等取組等についてについてについてについて、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県ののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ
のののの下下下下にににに、、、、市町村市町村市町村市町村はははは利害利害利害利害をををを超超超超えてえてえてえて取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても必要必要必要必要なななな助言助言助言助言・・・・支援支援支援支援をををを行行行行うううう。。。。

広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針広域化等支援方針にににに基基基基づいたづいたづいたづいた環境整備環境整備環境整備環境整備

若人部分若人部分若人部分若人部分もももも含含含含めためためためた

都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化

保険財政共同保険財政共同保険財政共同保険財政共同
安定化事業安定化事業安定化事業安定化事業

・・・・検討検討検討検討

保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる再保険再保険再保険再保険））））のののの対象医療対象医療対象医療対象医療
費費費費（（（（現行現行現行現行３０３０３０３０万円超万円超万円超万円超））））のののの拡大拡大拡大拡大
→→→→ 段階的段階的段階的段階的にににに財政運営財政運営財政運営財政運営のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化がががが進進進進むむむむ

保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業のののの拠出金拠出金拠出金拠出金のののの算定方法算定方法算定方法算定方法のののの見直見直見直見直しししし
（（（（医療費水準医療費水準医療費水準医療費水準にににに基基基基づくづくづくづく拠出拠出拠出拠出をををを縮小縮小縮小縮小しししし、、、、被保険者数被保険者数被保険者数被保険者数・・・・所得水所得水所得水所得水
準等準等準等準等にににに基基基基づくづくづくづく拠出拠出拠出拠出をををを拡大拡大拡大拡大））））
→→→→ 段階的段階的段階的段階的にににに保険料水準保険料水準保険料水準保険料水準がががが平準化平準化平準化平準化するするするする

保険料算定方式保険料算定方式保険料算定方式保険料算定方式のののの
標準化標準化標準化標準化

・・・・検討検討検討検討 ・・・・標準化標準化標準化標準化されたされたされたされた保険料算定方式保険料算定方式保険料算定方式保険料算定方式へのへのへのへの変更変更変更変更

収納率収納率収納率収納率のののの格差格差格差格差

・・・・分析分析分析分析

・・・・収納率収納率収納率収納率
目標設定目標設定目標設定目標設定

・・・・収納率収納率収納率収納率のののの向上向上向上向上

法定外一般会計繰法定外一般会計繰法定外一般会計繰法定外一般会計繰
入入入入・・・・繰上充用繰上充用繰上充用繰上充用

・・・・分析分析分析分析
・・・・法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入のののの段階的縮小段階的縮小段階的縮小段階的縮小
・・・・繰上充用繰上充用繰上充用繰上充用のののの段階的縮小段階的縮小段階的縮小段階的縮小

平成平成平成平成22年度年度年度年度 平成平成平成平成23～～～～24年度年度年度年度 平成平成平成平成25年度年度年度年度～～～～

（（（（第一段階第一段階第一段階第一段階））））

平成平成平成平成30年度年度年度年度～～～～

（（（（第二段階第二段階第二段階第二段階））））＜＜＜＜5年間年間年間年間＞＞＞＞
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国国国国とととと地方地方地方地方のののの協議協議協議協議のののの場場場場
○○○○ 国保国保国保国保のののの構造的問題構造的問題構造的問題構造的問題のののの解決及解決及解決及解決及びびびび全年齢全年齢全年齢全年齢でのでのでのでの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化（（（（第二段階第二段階第二段階第二段階））））にににに向向向向けてけてけてけて、、、、費用負担費用負担費用負担費用負担のありのありのありのあり方方方方やややや国国国国
保保保保のののの運営運営運営運営のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方等方等方等方等についてについてについてについて、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省とととと地方地方地方地方のののの協議協議協議協議のののの場場場場をををを設置設置設置設置しししし、、、、具体的具体的具体的具体的なななな検討検討検討検討をををを行行行行うううう。。。。

○○○○ 具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、平成平成平成平成25年度年度年度年度でででで暫定措置暫定措置暫定措置暫定措置のののの期限期限期限期限をををを迎迎迎迎えることとなるえることとなるえることとなるえることとなる財政基盤強化策財政基盤強化策財政基盤強化策財政基盤強化策のののの平成平成平成平成26年度以降年度以降年度以降年度以降ののののああああ
りりりり方方方方、、、、法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入・・・・繰上充用繰上充用繰上充用繰上充用をををを解消解消解消解消するするするする市町村市町村市町村市町村のののの取組取組取組取組にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のありのありのありのあり方方方方、、、、第二段階第二段階第二段階第二段階のののの都道都道都道都道
府県単位化府県単位化府県単位化府県単位化をををを図図図図るるるる際際際際のののの保険料保険料保険料保険料のののの設定設定設定設定、、、、事務体制等事務体制等事務体制等事務体制等のののの国保国保国保国保のののの運営運営運営運営のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて幅広幅広幅広幅広くくくく検討検討検討検討をををを行行行行うううう。。。。

１１１１．．．．国保財政基盤強化策国保財政基盤強化策国保財政基盤強化策国保財政基盤強化策（（（（暫定措置暫定措置暫定措置暫定措置）／）／）／）／平成平成平成平成22222222～～～～25252525年度年度年度年度

（（（（１１１１）））） 高額医療費共同事業高額医療費共同事業高額医療費共同事業高額医療費共同事業のののの継続継続継続継続

○ １人１か月８０万円を超える医療費について、各市町村国保の拠出により、負担を共有
（負担区分）市町村国保１/２、都道府県１/４、国１/４

（（（（２２２２）））） 保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業保険財政共同安定化事業のののの見直見直見直見直しししし（（（（都道府県都道府県都道府県都道府県のののの役割役割役割役割とととと権限権限権限権限のののの強化強化強化強化））））

○ 1人１か月３０万円を超える医療費について、各市町村国保の拠出により、負担を共有

○ 保険料平準化や国保財政の広域化等の観点から、都道府県が次の内容について「広域化等支援方針」で定めることができるようにする。
・ 事業の対象となる医療費の範囲の拡大（30万円以下でも可）
・ 市町村国保からの拠出金の拠出方法の基準

（（（（３３３３）））） 保険者支援制度保険者支援制度保険者支援制度保険者支援制度のののの継続継続継続継続

○ 低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援
（負担区分）国１/２、都道府県１/４、市町村１/４

２２２２．．．．法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入法定外一般会計繰入・・・・繰上充用繰上充用繰上充用繰上充用のののの状況状況状況状況

※ 平成20年度の市町村国保の単年度収入は12兆4,589億円。法定外一般会計繰入は3,670億円であるが、保険給付以外の支出である保健事業
や直営診療施設等の繰入、東京都の財政調整分等を除いた額は2,592億円（単年度収入の2.1％）。さらに、2,592億円の内訳には地方単独事業の
実施に伴うものが450億円含まれている。1,778保険者のうち1,223保険者において、法定外一般会計繰入を行っている。

※ 平成20年度の前年度繰上充用は1,714億円。1,778保険者のうち191保険者において、前年度繰上充用を行っている。

３３３３．．．．第二段階第二段階第二段階第二段階にににに向向向向けたけたけたけた検討事項検討事項検討事項検討事項

○ 保険料の設定

○ 費用負担のあり方

○ 事務体制のあり方

（（（（参考参考参考参考））））
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