
「長崎県国民健康保険運営方針素案」に係る意見募集結果

 意見の反映状況
対応
状況

件数

Ａ 0

Ｂ 8

Ｃ 26
Ｄ 18
Ｅ 54

 提出された意見の趣旨及び県の考え方

番号 意見の趣旨
対応
区分

1

（P.1）１ 運営方針の策定趣旨
　【意見３件】
・社会保障における国及び地方自治体の
責任が後退しないよう明確化すべきであ
る。

Ｂ

2

（P.1）１ 運営方針の策定趣旨
　【意見１件】
・国保制度発足の趣旨、制度に占める国
庫負担の変遷などを明記し、県民に明ら
かにすべきである。

Ｄ

3

（P.1）１ 運営方針の策定趣旨
　【意見４件】
・従前の国庫負担割合に戻すことを国に
強く求めるべきである。
・国民健康保険の総収入に占める国庫支
出金の割合を1980年度水準（57.5%）まで
復元するよう国へ要請すること。

Ｅ

4

（P.1）１ 運営方針の策定趣旨
　【意見１件】
・国保の県単位化の目的規定を「国と県
の財政負担により長崎県及び各市町の国
民健康保険財政の安定化を通じて、被保
険者の負担を軽減するとともに、利用し
やすい制度に改善することにより県民の
健康維持・増進に資することを目的とす
る」に変更することを求める。

Ｄ

・国保の財政基盤を強化するとともに安定化を
図るため、国は財政支援の拡充を行い、県は市
町村とともに国保の運営を担い、安定的な財政
運営や効率的な事業の確保など事業運営の中心
的な役割を担うことになり、その趣旨を国保運
営方針に記載しております。

・これまでの制度の経過等を踏まえて、国民健
康保険法の規定に基づき、国のガイドラインを
踏まえ国保運営方針を定めており、ご意見のよ
うな制度発足の趣旨や制度に占める国庫負担の
変遷などについては明記しておりません。

・国に対しては、全国知事会等をとおして、運
営に必要な財源の確保について要請を行ってお
ります。

・国民健康保険の安定化を図ることが目的であ
り、ご意見のような、国と県の財政負担により
被保険者の負担を軽減することなどの明記は難
しいものと判断しております。

第１章　運営方針の策定にあたって

長崎県国民健康保険運営方針素案について、県民意見提出手続きにより、県民の皆様から
ご意見を募集したところ、個人18名と6団体から、延べ106件のご意見が寄せられました。
ご意見の要旨及びご意見に対する県の考え方については、次のとおりです。
なお、ご意見については、取りまとめの上、趣旨を損なわない範囲で要約等をさせていただきました。

ご意見を踏まえ素案に修正を加え反映させるもの
素案に既に盛り込まれているもの
素案の考え方や姿勢に合致し、今後、遂行の中で反映させていくもの
今後の検討課題とするもの（反映しないが、今後の施策の進め方の参考等とするもの）
反映が困難なもの
その他

県の考え方
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5

（P.2）４ ＰＤＣＡサイクルの実施
　【意見２件】
・施策目標の表には「財政収支の健全
化、必要な支出を保険料や国庫負担金等
により賄い、特別会計における収支の均
衡」「収納率の向上及び地域格差の解
消」とあるが、ここでは、国保の社会保
障としての改善の観点が欠落している。

Ｄ

6

（P.3）１　本県の市町国保の現状
　【意見３件】
・「被保険者の状況」では「国保加入世
帯の所得階層ごとの国保料（税）の実
態」、「組合健保と同所得水準での国保
料（税）の、各世代別のモデルケースで
の比較」の２つが欠落している。
・国保世帯の所得階級別世帯数など国保
加入世帯の経済状況を示すデータがな
い。

Ｃ

7

（P.15）３　財政収支の改善に係る基本
的な考え方
　【意見６件】
・保険料が下がるように「一般会計の繰
り入れ」の道を残してほしい。
・市町が独自に実施してきた一般会計か
らの繰り入れや独自の保健事業、保険料
の軽減免措置、窓口負担の軽減免措置等
の継続を保障する制度とすること。
・各市町が独自に実施する「一般会計か
らの法定外繰り入れ不適切」とする記載
は、運営方針素案から削除すること。

Ｄ
Ｂ
Ｅ

8

（P.15）３　財政収支の改善に係る基本
的な考え方
　【意見１件】
・市町と県の国保特別会計の関係におい
て、収支バランスの必要性が強調されて
いるが、市町の財政調整基金の活用につ
いては、県から強制力をもたせない、市
町の自主的な判断ができるようにすべ
き。

Ｅ

9

（P.17）４　赤字解消・削減の取組、目
標年次等
　【意見１件】
・一律に「解消　削減」対象とはせず、
むしろ従来通り各市町の「裁量」で実施
できる旨を明記すべきである。

Ｄ

・このような取組や施策目標を掲げることで、
国保の社会保障としての改善の役割を果たすも
のと認識しております。

第２章　国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

・国のガイドラインを踏まえ国保運営方針を定
めており、ご指摘のモデルケースは国レベルの
データはありますが、本県の比較データはない
ことから記載しておりません。データの収集方
法を含め、今後の検討課題とします。

・赤字補填のための一般会計繰入は、市町の自
主性を尊重しつつ、計画的・段階的な解消・削
減に取り組むこととしており、市町の実情に応
じて慎重に検討しながら対応しております。
・保健事業は市町の創意工夫により実施されて
おり、今後も市町が自主的に取り組むことに
なっております。
・一般会計からの法定外繰り入れについて、
「不適切」との記載はしておりません。

・市町の財政調整基金は、市町の自主的な判断
で活用できるものです。

・国保運営方針には、赤字の削減目標の記載を
求められており、このような記載をしておりま
す。
・市町と協議のうえ「赤字」を定義し、赤字解
消・削減の目標年次を定めており、市町の実情
にあわせて実施していただくことになります。
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10

（P.17）４　赤字解消・削減の取組、目
標年次等
　【意見１件】
・赤字解消に取り組むことを市町に求め
ており、保険料引き上げで赤字解消を迫
る方針は納得できない。
・財政収支の健全化のために、国と県の
負担を引き上げるべき。

Ｅ

11

（P.17）４（３）「赤字市町」の定義
　【意見１件】
・「平成31年度以降に赤字市町となっ
た」という表現は、県が財政運営の責任
をもってしても市町が赤字になるという
ことは、今回の制度自体に大きな問題が
あります。

Ｅ

12

（P.17）４（４）赤字解消・削減の目標
年次
　【意見１件】
・赤字解消について、市町の自主性を尊
重し、目標年次を５年以内とすることが
困難な場合の対応は評価できます。

Ｅ

13

○その他
　【意見１件】
・県が財政運営の責任主体となること
で、県民が、高過ぎる保険料を納めやす
い額にされるよう努力されることを願
う。

Ｃ

14

○その他
　【意見１件】
・赤字ということで、それを県民にしわ
寄せされることはしないようにお願いす
る。

Ｃ

15

○その他
　【意見１件】
・国保料が徐々に引き上げられ、国保世
帯の１割以上の世帯が「払いたくとも払
えない」金額となっている。
・国保財政をいかに安定させるのかとい
う観点での施策が述べられているが、実
質的に国保制度から弾き飛ばされている
県民をいかにして守るのかとの施策はど
こにも書いていない。
・上記の二つの大きな問題点が生じた
元々の原因がどこにあるのかという分析
がなされていない。本当の意味で県民の
健康を守る国保制度をつくっていただき
たい。

Ｃ

　－

・保険給付の適正な実施、医療に必要な費用の
適正化に努めていきます。

・決算補填等を目的とした一般会計繰入金の中
には、県民の皆様からの税金も含まれています
ので、「赤字」の要因分析を行い、計画的・段
階的な解消・削減に取り組むこととしておりま
す。

・国民皆保険のもと、他の医療保険制度に加入
していない場合等は、国保に加入することにな
り、現行においても必要な減免制度があり、そ
の制度は今後も堅持していくこととなっており
ます。

・今回の国の財政支援の拡充や都道府県から保
険給付に要した費用を全額交付する仕組みの中
で、各市町における保険料の適正な設定等によ
り赤字は生じにくいものとなっております。

・保険料については負担能力に応じ負担してい
ただいております。保険料引き上げで赤字解消
を図るものではありません。なお、制度改正に
より、保険料が上がる場合は激変緩和を実施す
ることとしております。
・財政収支の健全化については、国による財政
支援の拡充が図られております。
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16

（P.23）２　国保事業費納付金の算定方
式
　【意見１件】
・所得水準・医療費水準を反映させるの
は一般論として妥当である。いわゆる統
一保険料は、公平さを欠くもので、採用
すべきではない。
・所得水準を反映する手法には疑問があ
る。所得に関係ない賦課が増え、逆進性
が強まり、低所得者層での負担増となる
危険性がある。

Ｄ

17

（P.23）２　国保事業費納付金の算定方
式
　【意見１件】
・算定に係る医療費の推計は、平成24年
～26年と平成27年～29年のどちらの伸び
率を採用するか盛り込むべき。

Ｄ

18

（P.23）２（６）激変緩和措置の活用方
法について
　【意見２件】
・激変緩和措置は６年間とされている
が、以後も恒久的措置として存続させる
こと。

Ｂ

19

（P.23）２（６）激変緩和措置の活用方
法について
　【意見１件】
・過度な保険料引上げとならないよう、
社会保障としてのあるべき負担水準にな
るような保険料算定方式とすべきであ
る。

Ｂ

20

（P.23）２（６）激変緩和措置の活用方
法について
　【意見１件】
・「激変緩和措置」の対象とする「激
変」をどこに設定するのか、どの程度の
伸びを「激変」とするのか記載すべき。
・激変緩和措置をどの年度にどの程度行
うのか、検討すべき項目として盛り込む
べき。
・市町との協議は、市町の実情を踏ま
え、市町の自主性を尊重する旨も記載す
べき。

Ｃ

21

○その他
　【意見１件】
・制度開始時点で激変緩和を検討しなけ
ればならないような制度は、そもそも導
入すべきではない。

Ｅ

第３章　保険料の標準的な算定方法

・保険料水準については、制度改正当初は、医
療費水準を反映することとしておりますが、今
後、様々な課題を解決したうえで、負担の公正
性を保つため統一を進めてまいります。
・保険料については、所得に応じて負担してい
ただく仕組みになっています。

・国保運営方針では、算定方式を記載し、具体
的な算定はしないことから伸び率については記
載しておりません。なお、平成３０年度の算定
では27～29年の伸び率を採用しております。

・特例基金を活用した激変緩和措置は６年間と
なっておりますが、激変緩和措置の手法や年限
については、今後も市町と協議を行ってまいり
ます。

・過度な保険料引き上げとならないよう激変緩
和措置を講じることとしております。

・激変緩和措置の範囲等については、当面は、
平成３０年度以降の運営状況を踏まえ、毎年
度、検討していくこととしております。

・今回の制度改正は、法的に義務付けられてお
り、国保財政の安定化のために新たな仕組みに
移行するものです。
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22

（P.25）３（４）保険料水準の統一につ
いて
　【意見２件】
・将来的な保険料水準については、統一
保険料というゴールを決めず、社会保障
としての国保制度において負担はどうあ
るべきかという原則的な観点から検討し
ていただきたい。
・市町へは「標準保険料率」の提示にと
どめ、市町が自主的に保険料率を決定で
きる制度とすること。

Ｃ

23

（P.25）３（４）保険料水準の統一につ
いて
　【意見１件】
・市町との合意形成のスタンスは評価す
るが、一方で「早期」という表現はなじ
まないため、削除もしくは「一定の期間
を経て」という趣旨の表現に変えていた
だきたい。

Ｃ

24

（P.25）３（４）保険料水準の統一につ
いて
　【意見１件】
・医療サービスが少ない離島半島地域と
長崎市の保険料が同じというのは不平等
ではないか。
・全県下の保険料の統一ではなく、長崎
県地域医療構想にいう構想区域ごとに統
一を進めることが必要ではないか。

Ｃ

25

（P.29）３ 収納率向上に向けた取組等
　【意見４件】
・そもそも払いたくても払えない保険料
の構造になっていることに問題があるの
ではないか。
・就学児童や要介護者を抱えている場合
もあることから、県民の立場に立った対
策を講じるべきである。被保険者の生活
実態に着目した生活相談を強化しなけれ
ばならない。
・「被保険者間の負担の公平性という観
点」は不適切な表現として削除を求め
る。

Ｄ

・保険料水準の統一は、被保険者の負担の公平
性の観点から必要であり、様々な課題の解決を
前提として、早期の統一を目指すという表現と
しております。

・地域ごとに医療提供体制が異なることは、保
険料水準の統一のために解決すべき課題のひと
つと考えております。
・引き続き、市町と協議を行ってまいります。

第４章　保険料徴収の適正な実施

・保険料を納付できない方は、失業や疾病など
に起因する経済的な理由など様々なケースがあ
ることから、滞納者個々の事情に十分配慮した
対応が必要となることは認識しています。
・そのうえで、被保険者には、応分の保険料負
担をお願いしておりますので、ご理解いただき
たいと考えております。

・保険料水準の統一は、被保険者の負担の公平
性の観点からも必要であるが、諸課題の解決に
向け市町の意見を十分反映させた特別な仕組み
を設ける必要があることから、引き続き市町と
の協議を進めることとしております。
・保険料率は、引き続き市町が決定することに
なります。
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26

（P.29）３ 収納率向上に向けた取組等
　【意見３件】
・資産の差押え、フィナンシャルプラン
ナーの活用、タイヤロックなど、人権侵
害に繋がる対策が講じられている。

Ｅ

27

（P.31）２（１）レセプト点検の充実強
化
　【意見１件】
・レセプト点検による「財政効果」を機
械的に目的とすることは、医療機関が必
要な医療を患者に提供できなくなる恐れ
があるのではないか。
・患者にとって必要な医療か否か、強い
て言えば医療費適正化の名目でレセプト
審査を強化すべきではない。

Ｄ

28

（P.31）２（２）第三者行為求償の取組
強化
　【意見１件】
・第三者行為の取り扱いの厳格化は賛成
する。
・しかし、事案によっては、被保険者及
び加害者等の社会的な要因に配慮し、慎
重に対応すべきことも含まれる。一方的
な行政の介入とならぬようすべきであ
る。

Ｃ

29

（P.32）２（４）療養費の支給に関する
取組強化
　【意見１件】
・本来は給付の対象とされていないもの
が不正に請求されている可能性が高く、
審査　指導制度を強化すべきである。
・審査を国保連合会に委託することに異
論はないが、審査制度の確立　強化、さ
らに個別指導　監査を積極的に行うこと
を求める。

Ｃ

30

（P.34）第６章全般
　【意見１件】
・長野県や佐々町で実施されている、食
生活や健康体操等の予防医療を県下的に
普及する役割を担ってください。
・「予防は治療に優る」という理念を盛
り込んでください。

Ｃ

・滞納処分は、税負担に関する公平性や安定し
た国保財政を確保するため、担税能力がありな
がら納付していただけない方に対して、地方税
法、国税徴収法等の法令に基づき、各市町が実
施しています。
・保険料の収納対策については、滞納がある場
合に、やむを得ない事情がないか検討したうえ
で実施していると認識していますので、ご理解
いただきたいと考えております。

第５章　保険給付の適正な実施

・レセプト点検では、診療報酬請求において、
算定誤りなどによる過誤等がないかを確認して
おり、保険者が行う事務の一環として実施して
おりますので、ご理解いただきたいと考えてお
ります。
・ご意見をいただいているような、ご懸念は、
レセプト点検では生じないと考えております。

・第三者行為求償については、保険者が行う事
務の一環として実施しておりますので、ご理解
いただきたいと考えております。

・療養費の支給に関する取り組みの強化につい
ては、保険者が行う事務の一環として実施して
おりますので、ご理解いただきたいと考えてお
ります。

第６章　医療に必要な費用の適正化の取組に関する事項

・食や運動などを通じた予防が重要であること
については認識しており、今後、市町と検討し
てまいります。
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31

（P.34）第６章全般
　【意見１件】
・特定健診等の受診率を引上げるための
効果的体制を取ってください。
・佐々町では勤務時間を考慮して早朝健
診等を実施し、医療費の伸びが鈍化して
いることに注目してもらいたい。

Ｃ

32

（P.34）１　特定健康診査・特定保健指
導
　【意見１件】
・特定健診等を受診したら何か具体的な
メリットを与えることも検討してくださ
い。

Ｃ

33

（P.41）５　重複・頻回受診者及び重複
服薬者に係る取組
　【意見１件】
・「医療機関が地域に多いとその地域の
医療費が増す」と聞くが、不必要な治療
がないのか行政も検討すべき事項であ
る。

Ｃ

34

（P.43）第７章全般
　【意見１件】
・新たな負担となる諸経費が発生した場
合は、市町の過大な負担とならないよう
配慮が必要。

Ｅ

35

（P.43）第７章全般
　【意見１件】
・各市町の独自の取組を尊重し、拙速な
「一律化」は行わないでください。

Ｃ

36

（P.44）２（１）市町の事務の統一化
　【意見２件】
・短期証・資格証明書の「標準的な交付
要綱」について、資格管理を市町に強制
することは許されない。

Ｄ

37

（P.44）２（１）市町の事務の統一化
　【意見２件】
・「一部負担金減免基準要綱、国の基準
に基づいた減免基準のひな形を示す」と
しているが、国の基準に基づいたひな形
は最低限の基準という趣旨を徹底するこ
と。

Ｃ

38

（P.47）第９章全般
　【意見１件】
・地域住民への情報公開と地域住民の議
論への参画を求めることを明記していた
だきたい。

Ｄ

・一部の市町では、メリットを付与する取組が
実施されており、これまでの取組状況を踏まえ
つつ、今後、市町と検討してまいります。

・重複・頻回受診及び重複服薬については、必
要な医療が受けられないことにならないよう十
分に配慮しつつ、取組を進めることとしており
ます。

第７章　保健事業の広域的及び効果的な運営の推進

・市町と共に、過大な負担が生じないよう留意
してまいります。

・これまでの市町独自の取組については、地域
事情を踏まえ、長年実施されているものである
ことから尊重する必要があると考えています。
・事務の効率化の観点から、統一化（一律化）
が必要なものについて、市町と協議のうえ、進
めることとしております。

・短期証・資格証明書に関する標準的な交付要
綱については、県と市町の協議の中で、検討を
行っているものであり、県が市町に強制するも
のではありません。

・減免基準は、これからも各市町が定めること
になりますが、まずは、基準を定めていない市
町に対し、県が、国基準に基づいたひな形を示
すこととしております。

第９章　施策の実施のために必要な関係市町相互間の連絡調整

・運営協議会の委員には被保険者代表の委員に
入っていただいており、地域住民の代表でもあ
ると考えています。

・今後、市町と検討してまいります。
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39

（P.47）第９章全般
　【意見１件】
・県と市町の協議テーマと内容は情報公
開すること。

Ｃ

40

（P.47）第９章全般
　【意見１件】
・各市町の国保運営は、各市町の自治事
務であり、県は指針を出すとしても、市
町に強制してはならない。
・市町が努力している保健事業は、各市
町の自治事務として維持・拡充すべき。

Ｅ

41

○その他（国保運営協議会について）
　【意見２件】
・国保運営協議会の委員には、公募によ
る被保険者代表の枠がない。公募による
被保険者代表を委員に加えることを求め
る。
・２名以上を公募委員とすること。

Ｅ

42

○その他（国保運営協議会について）
　【意見４件】
・国保運営協議会の会議は公開とし、議
事録は速やかに公表すること。

Ｅ

43

○その他（国保運営協議会について）
　【意見２件】
・国保運営協議会へ県民の意見を反映で
きるように、常時意見を提出できる制度
を設けること。

Ｅ

44

○その他（国保運営協議会について）
　【意見２件】
・平成３０年度中の開催時期（予定）を
明らかにすること。

Ｃ

45

○その他（国保運営協議会について）
　【意見１件】
・もっと分かりやすく透明性のある協議
運営をお願いする。

Ｅ

46

○その他（国保運営協議会について）
　【意見１件】
・傍聴を拒否している市町があるため、
市町国保運営協議会でも傍聴が進むよ
う、県としても意思表示してほしい。

Ｅ

・国保運営協議会の委員は、法令により要件が
定められており、被保険者代表、保険医等代
表、公益代表、被用者保険代表から選任してお
ります。
・各委員においては、それぞれの立場の代表と
してご意見をいただく必要があることから、委
員の公募はなじまないと考えており、関係団体
等からの推薦などにより委員を選任しておりま
す。
・なお、被保険者代表の委員については、各市
町運営協議会の被保険者代表の委員から推薦し
ていただいております。

・国保運営協議会の会議は、附属機関等の設置
及び運営に関する要綱第６条に基づき公開とし
ております。議事録は速やかに公表するよう努
めてまいります。

・国保運営協議会は、県の諮問事項等を審議し
ていただく附属機関であり、常時意見を提出で
きる場ではないことをご理解いただきたい。
・県民の意見は、パブリックコメント等を通じ
て、ご意見を聞くこととしております。

・年２回程度の開催を想定しておりますが、市
町との日程調整があることから開催時期は確定
しておりませんが、開催にあたっては事前に公
表することになっております。

・国保運営協議会の会議は、附属機関等の設置
及び運営に関する要綱第６条に基づき公開して
おり、透明性を確保しております。

・各市町で定めている附属機関等の設置及び運
用に関する規定等に基づいて実施されるものと
認識しています。

その他

・県情報公開条例に基づき適切に対応してまい
ります。

・運営方針は県と市町が同じ認識のもとに国保
事務を進めていくための指針として、協議を行
い策定しているものです。
・保健事業については、引き続き市町が実施す
ることとなります。
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47

○その他（パブリックコメントについて
　【意見７件】
・パブコメの期間、時期が短く適正では
ない。パブコメの再募集、やり直しを求
める。

Ｅ

48

○その他（制度の実施について）
　【意見５件】
・実施するためには県民の合意が必要。
・2018年4月の実施は見送るべき。

Ｅ

49

○その他
　【意見３件】
・国保財政の安定と被保険者の負担軽減
のために、県の一般会計からも応分の負
担を行うこと。

Ｅ

50

○その他（標準保険料率の公表）
　【意見２件】
・各市町ごとの納付金及び標準保険料率
の試算を速やかに公表すること。

Ｅ

51

○その他（試算結果の公表）
　【意見２件】
・各市町が県に納める納付金試算、県が
各市町に示す標準保険料率案を一体で示
さないと、どうなるのか全くわからな
い。
・これは甚だしい「手抜き」であって、
運営方針素案そのものが評価できない。

Ｅ

52

○その他（広報について）
　【意見３件】
・県民のほとんどは、まだ国保の県単位
化を知らないし、自分たちの保険税がど
うなるのか、何がメリットなのか分から
ないのではないか。
・県民に制度の変更、広域化が正しいの
かを見極めることができる資料の提示、
広報が必要ではないか。

Ｃ

53

○その他
　【意見２件】
・医療費の増加に伴い支払能力に関係な
く国保税が決められていく今の方法で
は、国の財政支援の増額などが必要では
ないか。
・国保料全体の額を引き下げるために、
国庫負担金の増額を国に上申してくださ
い。

Ｅ

・保険料は、負担能力に応じた負担をしていた
だいております。
・国に対しては、全国知事会等をとおして、運
営に必要な財源の確保について要請を行ってい
ます。

・制度改正の趣旨等を広く県民の皆様にご理解
いただけるよう適切な周知広報に努めます。

・長崎県政策県民参加制度（パブリックコメン
ト）実施要綱に基づき実施しており、適正なも
のと認識しております。

・法に基づき、平成30年4月から実施すること
になります。

・県の一般会計からの負担については、法令等
に基づき、国保事業の運営の安定化を図るため
行っております。

・納付金及び標準保険料率の公表については、
現在、市町と協議を行っているところでありま
す。

・運営方針では市町と協議しながら、医療費や
市町における所得の反映方法等、本県の現状を
踏まえて、納付金算定に所得や医療費をどれく
らいの割合で反映させるか、その考え方を示し
て基本となる算定方式を記載しております。
この算定方式により、納付金や標準保険料率が
決定されることとなりますので、これらの試算
結果が公表されないと運営方針が評価できない
というものではないと考えております。
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○その他（保険料について）
　【意見４件】
・これ以上の負担増が生じると生活でき
なくなる。
・県民のくらしを守るためにも保険料の
値上げはしないでください。
・国保税を引き下げてほしい

Ｅ

55

○その他（国予算について）
　【意見２件】
・国に税金の使い方を変えさせ、軍事費
よりも社会保障にお金をまわすように国
に上申してほしい。

Ｅ

56

○その他
　【意見１件】
・国保の都道府県単位化について納得で
きない

Ｅ

57

○その他
　【意見１件】
・県下的に１割前後存在する国保料未納
世帯は、短期保険証等の交付又は無保険
状態を強いられています。このような状
態をなくすために、減・免除できる制度
をひろげてください。

Ｄ

・都道府県化は、国保制度を堅持するためのも
のであり、国の公費拡充が行われたうえで、負
担能力に応じた負担をしていただく必要があり
ます。
・そのうえで、低所得者の保険料負担の軽減措
置については、引き続き講じることとしており
ます。

・法に基づき制度が構築されています。
・運営に必要な財源については、国に求めてま
いります。

・法に基づき、制度が構築されており、所定の
手続きを経て実施いたします。

・低所得者等の保険料負担の軽減や免除につい
ては、これからも、市町が決定することになり
ますが、市町において適切な措置がとられるよ
う市町と協議してまいります。
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