
47 保険医療 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

85.07% 84.39% 81.51% ー 82.00% 88.00%

9.99% 9.68% 9.44% ー 9.24% 8.70%

ー ー 99.17% ー 99.20% ー

保険・医療制度を利用して安心して暮らす区民

分野目標

１　医療保険制度への区民の理解が深まり、病気やけがの際に安心して医療機関を受診
し、早期に適正な治療を受け、健康な生活をしている。

２　国民健康保険制度や後期高齢者医療制度の加入者は、制度のしくみや意義について
正しく理解し、保険料の納付義務を果たしている。

成果指標
と目標値

成果指標

国民健康保険料収納率（現年分）
［１０か年計画］

資格遡及適用率（３ヶ月以上遡及）

後期高齢者医療保険料収入率（現年分） 99.17% 99.20%後期高齢者医療保険料収入率（現年分）

現状と課題

１　中途離職者や定職に就けない若年層などからの保険料の収納確保が難しく、また、納付能力
がありながら納める意識のない滞納者が存在していることなどにより収納率が低下している。
　※　平成２０年度の収納率が低いのは、後期高齢者医療制度の施行に伴い、納付率の高い７５
歳以上の年金受給者などが新制度に移行したことが大きな要因であるが、ほかにも景気の低迷に
より納付困難者が増加したことも要因になっていると考えられる。

2　国民健康保険制度の健全な運営を行うためには、安定した保険料収入の確保が重要である。
現在の住民税の課税状況をもとに賦課するいわゆる住民税方式は、税制改正の影響を直接受け、
安定した収入の確保が困難であるため、特別区では、平成２３年度から所得をもとに賦課する
「旧ただし書き方式」に移行することとなった。

３　後期高齢者医療制度は平成２０年４月より始まり、制度の内容も区民に理解され、保険料の
収入状況も目標を大きく上回った。しかし、このたびの政権交代に伴い、制度の廃止又は見直し
が予定されており、今後の制度変更等の状況についてはさらにきめ細かな周知を図る必要があ
る。また、高い収入率を確保するためには、継続的に納付勧奨を行う必要がある。

連携の内容

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

滞納整理支援システムの導入等（滞納整理）

　納付能力がありながら納める意思のない滞納者に
は、税務分野と連携を進め、重複案件を中心に財産
差押えなどの滞納処分を強化するとともに、現年度
保険料未納者へは電話催告などにより未納額が高額
とならないよう早期対応に取り組む。また、滞納者
へのきめ細かな対応や効率的な滞納整理を進めるた
め、「滞納整理支援システム」の導入を図ってい
く。
保険料賦課方式の変更に伴う国保システムの改修（保険料賦課）税制改正等の影響を受けにくく、広い所

得階層に薄く賦課する方式に移行するこ
とにより、安定した保険料の確保ができ
るとともに、保険料負担の公平性がより
高くなる。

　国民健康保険料の賦課方式を現行の住民税方
式から旧ただし書き方式に変更するため、国保
システムの改修を行う。

　保険料確保に伴い収納率が上昇するとと
もに、被保険者間の保険料負担の公平性が
保たれる。

後期高齢者医療制度周知及び保険料納付勧奨 　後期高齢者医療制度の現在のしくみや
今後の動向について区民が十分理解する
ことにより、保険料の高い収入率が維
持・向上する。

　後期高齢者医療制度の廃止又は見直しについ
て、区報やホームページ、ケーブルテレビなど
の活用と併せてパンフレットを配布することで
周知を図るとともに、保険料の納付勧奨を継続
して行っていく。

連 携

連携により期待される効果 連携による実績

保険料と住民税の重

18

41,891,610

135,675

連携による成果

区民一人あたりコスト(円) 136,597 71,457 ー

42,321,115 22,285,868 ー

連　携

連携による成果
向上内容と分野

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

保険料と住民税の重
複滞納者に対する滞
納整理（税務分野、
情報化推進分野）

重複滞納者の滞納整理を進めるこ
とで、重複滞納者が減少する。



様式３

国保運営 （２２年度）

4701

18 19 20 21 22目標 （達成度）

85.07% 84.39% 81.51% ー 82.60%

18.26% 20.65% 19.75% ー 21.00%

31.4% 58.7% 37.2% ー 60.0%

9.99% 9.68% 9.44% ー 9.24%

国民健康保険料納付率(滞納繰越分)

国民健康保険のしくみ周知度
（国保加入者における周知度）

資格遡及適用率（３か月以上
遡及）

わかりやすい国民健康保険制度の運営

施策目標

１　加入者が制度及び保険料の意義を理解しており、保険料が自主的に納付期限までに納め
られ、収納率が上昇している。

２　保険料の賦課方式が「旧ただし書き方式」に移行し、税制改正等の影響を受けにくく、
保険料を安定的に確保するしくみが定着している。

成果指標
と目標値

成果指標

国民健康保険料納付率
　　【10ヵ年計画】　(現年分)

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 44.33% 43.58% 35.01% ー 35.70%

概要

事業２

実績 90 118 219 ー 220

概要

＜主な取組み＞

収納管理

現状と
課題

中途離職者や定職に就けない若年層などからの保険料の収納確保が難しく、また、納付能力
がありながら納める意識のない滞納者が存在していることなどにより収納率が低下してい
る。
　※　平成20年度の収納率が低いのは、後期高齢者医療制度の施行に伴い、納付率の高い75
歳以上の年金受給者などが新制度に移行したことが大きな要因であるが、ほかにも景気の低
迷により納付困難者が増加したことも要因になっていると考えられる。
平成２０年度より７５歳以上高齢者は後期高齢者医療制度に移行したものの、国民健康保険
加入者は他の保険に比べ高齢者の比率が高く、高齢化の進展とともに高齢者に係る医療費や
生活習慣病にかかる医療費の増加が見込まれる。

保険料の賦課方式変更の方針決定に伴い、「旧ただし書き方式」への移行を円滑に実施する
必要がある。

口座振替加入率

納め忘れのない口座振替を窓口やキャンペーンの実施などにより勧奨して加入率を高め、保
険料の確実な収納を図る。
平成20年度の加入率が大きく減少しているのは、主に口座振替による納付率が高い75歳以上
の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによる。

滞納整理

新規差押件数

電話による早期催告、多数の滞納者に対し一斉に実施する文書催告及び電話のない世帯など
に対する訪問催告を実施することにより、計画的且つ着実に保険料の収納確保を図る。税務
部門やその他専門家の助言・指導等を受けながら、納付能力がありながら収める意思のない
滞納者に対する滞納処分を一層強化し、確実に保険料の収納を確保する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 8 12 6 ー 3

概要

事業４

実績 1919 1872 1839 ー 1,800

概要

資格遡及適用者数（３か月以上）

広報活動

広報活動実施回数

21

523,167 562,410 512,288 ー

19 20

国民健康保険の仕組みや運営状況などについて、国保ガイド（全世帯、１回）、国保だより
（全世帯、１回）で周知するとともに、区報の特集記事（１回）やホームページ等で随時に
周知する。また、医療費抑制に繋がる特定健診や特定保健指導については、健康推進分野と
も連携をとり、加入者に対し十分なＰＲを行う。

資格管理

区の計画との関係

被用者保険喪失後、速やかに国民健康保険に加入するようＰＲに努め、早期加入を勧奨し、
遡及適用者の割合を下げていく。

施策のコスト（決算）（千円）

18

区民一人あたりコスト（円） 1,694 1,815 1,643 ー

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅲ－３ーエ  安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
                      　主な取組み  　①　適正な国民健康保険制度の運営



様式３

国保給付 （２２年度）

4702

18 19 20 21 22目標 （達成度）

ー 2.14% 2.80% ー 2.85%

99.92% 99.42% 99.50% ー 99.60%

３　限度額適用認定証の制度が広く区民に周知され、被保険者が入院の際の経済的な負担が
軽減されている。

４　高額療養費がもれなく申請され、保険給付の適正化に寄与している。

５　高額介護合算療養費が正しく申請され、被保険者の医療費にかかる負担が軽減されてい
る。

国民健康保険加入者の誰もが公正に受けられる保険給付

施策目標

１　特定健診や特定保健指導により、被保険者の健康管理が促進されると共に、医療費の適
正化が進んでいる。

２　 国民健康保険のレセプト等の全件点検や３か月縦覧点検が行われ、保険請求の適正化に
寄与している。

成果指標
と目標値

成果指標

被保険者数に対する限度額適用認定
証の交付割合

高額療養費申請率

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 1,343,101 1,381,039 1,373,110 ー 1,366,244

概要

事業２

実績 71,022 90,614 98,242 ー 99,224

概要

＜主な取組み＞

療養給付費

現状と
課題

被保険者の健康増進と医療費の適正化のため、平成２０年度から特定健診・特定保健指導が
開始されたが、その効果はまだ医療費に反映されてない。

医療費適正のためレセプトの資格審査や内容点検の際に医療機関等に働きかけを行ってい
る。しかし、レセプトの中には、まだ内容や資格に過誤のあるものがある。

平成19年4月に自己負担限度額適用認定証の制度が開始されたことで、入院時の医療費を自
己負担限度額までとすることができるようになり、被保険者の経済的な負担が一時的に軽減
されるようになった。一方で、医療技術の進歩等により、外来でも高度な医療が受けられる
ことも多くなったため高額療養費は減少していない。

給付件数

医科、歯科、調剤にかかる保険診療分について、レセプトの点検を行うことにより適正に給
付する。

療養費、高額療養費等

支給件数

療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費について、適
正な支給を行う。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 2,150 3,225 ー 3,289

概要

事業４

実績 72,362 72,394 72,981 ー 72,616

概要

21

療養費、高額療養費等

限度額適用認定証の申請件数

(1) 保険診療分の給付を適正に行うため、レセプトの診療内容について、全件を対象に単月
点検と3か月縦覧点検を行うと共に、医科と調剤の突合点検や多重受診レセプトの発見等の
ため、業者委託による点検を実施する。
(2) 高額療養費の支給について、毎月の対象者に対して通知することにより申請の勧奨を行
う。
( ) 適 事
適正給付等

医療費通知件数

被保険者に対し、医療費への関心と病気予防、健康づくりの意識向上を図るため、医療費を
通知する。
◎　平成１６年度まで　　　年２回、各１か月分を通知
◎　平成１７年度より　　　年１回、１２か月分を通知

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

ー

ー

区民一人あたりコスト（円） 59,798 62,857 61,838

18,463,396 19,474,683 19,285,943

区の計画との関係区の計画との関係

（１）10か年計画（第２次）
　　　　領域Ⅲ－３ーエ　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
　　　　主な取組み　①　適正な国民健康保険制度の運営



様式３

老人保健医療 （２２年度）

4703

後期高齢者医療 （２２年度）

4704

18 19 20 21 ２2目標 （達成度）

－ － 99.17% － 99.20%

－ － － － 50.0%

施策目標

(1)  ７５歳以上の後期高齢者が後期高齢者医療制度を理解して保険料を納めている。

医療制度を利用し健康を確保する高齢者

医療制度を利用し健康を保つ後期高齢者

成果指標
と目標値

成果指標

後期高齢者医療保険料収入率
（現年分）（％）

後期高齢者医療保険料収入率
（滞納繰越分）（％）

18 19 20 21 ２2目標

事業１

実績 － － 99.17% － 99.20%

概要

事業２

実績 － － １回 － １回

概要

口座振替の勧奨を行うとともに、早期督促により確実な納付につなげる。また、滞納者に対しては文
書催告や訪問催告を行うことで計画的な保険料の収納確保に努める。

平成２０年４月より始まった後期高齢者医療制度は、政権交代で廃止が決まったが、今後数
年は継続することとなっていることと併せて制度内容が区民に十分理解されていない。

保険料の収入率は高いものの、未だに高額の未納者がいる。

収入率（％）

＜主な取組み＞

後期高齢者医療保険料（現年分）

現状と
課題

広報活動

パンフレットの発行

後期高齢者医療制度について、全被保険者宛にパンフレットを作成、送付すると共に、区報やホーム
ページ、ＪＣＮ中野などあらゆる機会を活用し、随時十分な周知努力を行うことで保険料の納入促進
を図る。
また、制度について十分理解してもらった上で必要な医療を必要なだけ受診するといった意識を身に
つけてもらい、医療費の伸びを抑制する。

18 19 20 21 ２2目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

－

－

区民一人あたりコスト（円） － － 767

－ － 239,219

区の計画との関係区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅲ－３ーエ　安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営
                           主な取組み　②　適正な長寿医療（後期高齢者医療）制度の運営
（２）東京都後期高齢者医療広域計画


