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議  事  件  名  会  議  の  経  過  及  び  結  果 

 

審議案件 

（１）戸田市国民健康保険税の税率改正（案）について 

（２）戸田市国民健康保険税のあり方について（答申案） 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 

（被保険者代

表） 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

 

司会及び開会のあいさつ、資料確認 

   

あいさつ 

 

出欠状況報告（１５名中１１名出席） 

 

新型コロナウイルス感染症予防の観点から、感染対策を徹底したうえで、

対面出席及びＺＯＯＭ出席による、ハイブリッド会議を実施いたします。 

 

それでは、次第に基づきまして、進行いたします。 

 

○議事録署名人の指名（田中 委員、染川 委員） 

   

（１）戸田市国民健康保険税の税率改正（案）について、事務局から説明

をお願いします。 

 

【案件（１）資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

只今、事務局からの資料説明で、県の医療費推計を税率改正のベースとし

ている旨の説明がありました。このベースとする数値については、社会情勢

の変動等に伴い、見直しを継続して行う必要があると考えます。 

過去の国の制度でも推計の見誤りによる混乱のケースがあったかと思いま

す。 

 

委員のご指摘のとおり、国の制度改正の動向、医療費（６Ｐ表中の国民健

康保険事業費納付金）の額、被保険者数等の状況変化により、国民健康保険

税の収入必要額は変動することになります。今回の見直しは令和 5 年度まで

ですが、その後も税率見直しの検討が必要となります。 

 

他にご意見等ございますか。 

事務局より、税率について４つの案が示されましたが、何かご意見ござい

ますか。 

 

（意見なし） 

 

特にご意見が無ければ、これまでの審議における各意見を統括して、低所

得者層の負担感を考慮しつつ、赤字解消を図る、案４がよろしいかと思いま

すが、いかがでしょうか。 
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委   員 

 

会   長 

 

 

委   員 

   

会   長 

 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

委   員 

（公益代表） 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（意見なし） 

 

それでは、当審議会においては、案４で決定したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

 

異議なし 

 

続いて、（２）戸田市国民健康保険税のあり方について（答申案）について、

事務局より説明をお願いします。 

 

【案件（２）資料に基づき説明を行う。】 

 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

答申案の内容については、良いと思います。文体について、「です」「ます」

調に統一したほうがより分かり易いかと思います。 

 

答申案について、「です」「ます」調に統一したうえで作成をし、次回運営

協議会でお示しいたします。 

 

他にご意見等ございますか。特にご意見等なければ原案のとおり承認いた

だくことにご異議ございませんか。 

 

異議なし 

 

続いて、その他の案件について事務局より何かございますか。 

 

それでは、事務局より１件ございます。 

新型コロナウイルス感染拡大が懸念されますことから、今後の会議につき

ましても、ハイブリッド会議を予定しております。 

つきましては、ＷＥＢ環境につきまして、確認を行いますので、会議終了

後、少々お時間をいただければと思います。 

 

 

他にご意見等ございますか。ご意見等がなければ、以上をもちまして本日

の審議案件は全て終了となります。議事進行の方を事務局にお返しします。 

 

会長、議事進行どうもありがとうございました。 

 

閉会のあいさつ 


	令和３年度第３回運営協議会出席状況
	出席者
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戸田市保険年金課


「令和３年度第３回
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● 目 次 ●


１


・ これまでの審議の振り返り P２


・ 案４と案５の追加提案について P３


・ 案４、案５の考え方について P５


・ 改正案に基づく、計画対象赤字の推移（案２） P６


・ 案２に係る委員意見について P４


・ 戸田市国保の世帯・所得構成 P９


・ 改正案に基づく、計画対象赤字の推移（案４） P７


・ 改正案に基づく、計画対象赤字の推移（案５） P８


・ 近隣市との税率比較 P１０







 税率改正は、令和４年度、令和５年度の２年度で実施し、各年度の引上げ額は、いずれかの年度に負
担が集中することがないよう配慮する。


 単年度の引上げ額は、これまで示された案よりもさらに被保険者の負担感へ配慮し、より緩やかな
引上げとなるよう設定する。


 新型コロナウイルスの影響等で不透明になっている社会情勢を踏まえて、今後の柔軟な見直しを可
能とする案も含めて、検討を進める。


今後の税率改正に向けた検討のポイント


２


● これまでの審議の振り返り ●


〇案１ 令和４年度 ９,０００円 令和５年度 ３,８００円の税率改正案


赤字解消は見込まれるものの、単年度で9,000円の引上げという被保険者の負担感を考慮すると、理解
が得られないという意見が多数でした。従って、案１は、廃案とします。


〇案３ 令和４年度 ６,８００円 令和５年度 ３,０００円の税率改正案
赤字解消につながらないことに懸念の声が多くありました。一方で、新型コロナウイルスの影響等で


将来の社会情勢動向が見通せない現状や、低所得者への配慮など、柔軟な対応ができることを評価する
意見がありました。


これらの意見を踏まえ、案３を廃案とし、案４、案５を追加提案します。







令和４年度 ５,9００円 令和５年度 ５,9００円の税率改正案


低所得層の方の負担感を考慮し、２か年の引上げ額を11,800円とするとともに、各年度の引上げ額を同額
とすることで、いずれかの年度に負担が集中しないように配慮しています。一定の赤字削減効果を上げ、赤字
削減の見込みは、P７のとおり、約100万円の黒字の見込みです。


追 加
案 ４


令和４年度 ５,０００円 令和５年度 ４,８００円の税率改正案


２年間の引上げ額は、案３と同様、９，８００円になります。令和５年度に赤字解消未達成となる可
能性があるものの、各年度の引上げ額を同額程度とすることで、被保険者の負担感を緩和しています。
各種社会情勢の動向を見極めることができるとともに、応能割に重点を置き、低所得者への配慮が図れ
る案です。赤字削減見込み額は、P８のとおり、約2,000万円の赤字が残る見込みです。


追 加
案 ５


P２の考え方に基づき、案４、案５を追加提案し、案２と合わせて、３つの案を検討します。


３


● 案４と案５の追加提案について ●


令和４年度 ６,８００円 令和５年度 ６,０００円の税率改正案
令和４年度は、6,800円の税額変更により、約２億円の赤字削減、令和５年度は、6,000円の税額変更に


より、約２億２千万円の赤字削減につながり、２か年で、約４．２億円の赤字削減になります。赤字削減・解
消計画書では、令和４～５年度にかけて、約４．１億円解消する見込みでしたので、本案では、計画を達成で
きる見込みとなっております。


案 ２







案２ 税率：令和４年度 ６,８００円 令和５年度 ６,０００円の税率改正案


【委員意見のまとめ】


案２については、赤字解消が見込まれるとともに、各年度の負担感が均等化されていることから、本案
を支持する意見が多くみられましたが、その一方で、２年度の引上げ幅が厳しい、より穏やかな税率改
正を望むとの意見がありました。


○ 令和４年度、５年度を均等の負担とし、納税者の負担感に考慮してい
る。この案に賛成する。


○ 令和4年度及び5年度の負担が平準化され、案①より現実的。


○ 公費獲得への影響を考えると、計画どおり、令和５年度までの赤字解
消が望ましい。被保険者の負担感を緩和できる案２を支持する。


○ 2年間の負担で、応能応益バランスの改善、財政健全化の目標が達成で
きる。


 税率変更はより穏やかに実行すべき。


 案①と同様、２年間で12,800円の引き
上げは厳しいのではないか。


賛 成 慎 重


● 案２に係る委員意見について ●


４







● 案４、案５の考え方について ●


【案４の考え方】
低所得層の方の負担感を考慮し、２か年の引上げ額を11,800円とするとともに、各年度の引上げ額を同額とする


ことで、いずれかの年度に負担が集中しないように配慮しています。


【赤字解消の見込み】
令和４年度は、５,９00円の税額変更により、約１億９千万円の赤字削減、令和５年度は、5,９00円の税額変更に


より、約２億２千万円の赤字削減につながり、２か年で、約４．１億円の赤字削減になります。赤字削減・解消計画
書では、令和４～５年度にかけて、約４．１億円解消する見込みでしたので、本案では、概ね計画を達成できる見込
みとなっております。


案４ 税率：令和４年度 ５,９００円 令和５年度 ５,９００円の税率改正案


５


【案５の考え方】
２年間の引上げ額は、案３と同様、９，８００円になります。令和５年度に赤字解消未達成となる可能性があるもの


の、各年度の引上げ額を同額程度とすることで、被保険者の負担感を緩和しています。各種社会情勢の動向を見極める
ことができるとともに、応能割に重点を置き、低所得者への配慮が図れる案です。


【赤字解消の見込み】
本案では、赤字解消は厳しい状況で赤字削減見込み額は、P８のとおり、約2,000万円の赤字が残る見込みです。


しかし、県全体の医療費の伸び率が鈍化したり、保険者努力の交付金を多く獲得できたりするなどの要因により、赤字
が解消される可能性もあります。


案５ 税率：令和４年度 ５,０００円 令和５年度 ４,８００円の税率改正案







● 改正案に基づく、計画対象赤字の推移 案② ●


【考察】


令和２年度までは、決算見込みに基づく数値で、令和３年度以降は、推計値になります。
被保険者数の減少による税収減や、事業費納付金の減少を見込み、令和５年度には、
約２，０００万円の黒字になる見込みです。


単位　：千円


平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


国民健康保険事業費納付金 3,968,141 3,810,279 3,444,785 3,654,610 3,499,758 3,343,131


　 保険税 2,803,657 2,707,350 2,649,255 2,586,987 2,660,247 2,727,042


   国・県支出金（特別交付金） 179,980 165,513 165,000 165,000 165,000 165,000


　 諸収入等（延滞金） 53,820 115,746 50,000 52,066 50,000 50,000


　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費）


429,123 447,064 450,000 435,160 420,000 420,000


計画対象赤字額 501,561 374,606 130,530 415,397 204,511 ▲ 18,912


赤字が解消される見込み


案②　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正


※本推計は、県の運営方針の医療費の推計に基づき、推計しております。今後の医療費
の動向や、被保険者数の推移により、変動することが想定されます。


均等割6,000円


の引上げ


均等割6,800円


の引上げ


６







● 改正案に基づく、計画対象赤字の推移 案④ ●


７


【考察】


令和２年度までは、決算見込みに基づく数値で、令和３年度以降は、推計値になります。
被保険者数の減少による税収減や、事業費納付金の減少を見込み、令和５年度には、
約１００万円の黒字になる見込みです。


単位　：千円


平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


国民健康保険事業費納付金（※） 3,968,141 3,810,279 3,444,785 3,654,610 3,499,758 3,343,131


　 保険税 2,803,657 2,707,350 2,649,255 2,586,987 2,640,247 2,709,442


   国・県支出金（特別交付金） 179,980 165,513 165,000 165,000 165,000 165,000


　 諸収入等（延滞金） 53,820 115,746 50,000 52,066 50,000 50,000


　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費）


429,123 447,064 450,000 435,160 420,000 420,000


計画対象赤字額 501,561 374,606 130,530 415,397 224,511 ▲ 1,312


案④　令和４年度　5,900円　令和５年度　5,900円の税率改正


※本推計は、県の運営方針の医療費の推計に基づき、推計しております。今後の医療費
の動向や、被保険者数の推移により、変動することが想定されます。


赤字が解消される見込み


均等割5,900円


の引上げ


均等割5,900円


の引上げ







● 改正案に基づく、計画対象赤字の推移 案⑤ ●


８


【考察】
令和２年度までは、決算見込みに基づく数値で、令和３年度以降は、推計値になります。


被保険者数の減少による税収減や、事業費納付金の減少を見込んだところですが、令和５
年度に赤字解消は厳しく、約２，０００万円の赤字になる見込みです。


しかし、県全体の医療費の伸び率が鈍化したり、収納率の向上、保険者努力の交付金を
多く獲得できるなどの要因により、赤字が解消される可能性もあります。


単位　：千円


平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


国民健康保険事業費納付金（※） 3,968,141 3,810,279 3,444,785 3,654,610 3,499,758 3,343,131


　 保険税 2,803,657 2,707,350 2,649,255 2,586,987 2,640,247 2,687,442


   国・県支出金（特別交付金） 179,980 165,513 165,000 165,000 165,000 165,000


　 諸収入等（延滞金） 53,820 115,746 50,000 52,066 50,000 50,000


　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費）


429,123 447,064 450,000 435,160 420,000 420,000


計画対象赤字額 501,561 374,606 130,530 415,397 224,511 20,688


案⑤　令和４年度　5,000円　令和５年度　4,800円の税率改正


赤字の解消は厳しい


※本推計は、県の運営方針の医療費の推計に基づき、推計しております。今後の医療費
の動向や、被保険者数の推移により、変動することが想定されます。


均等割5,000円


の引上げ


均等割4,800円


の引上げ







令和２年度　国保世帯所得別集計表　（医療分・全体分）


１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 4人以上世帯 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減


未申告 3,390 18.64% 1,903 702 446 339 0 0 0 3,390


所得無し 4,405 24.22% 3,737 500 123 45 3,399 245 189 572


100万円以下 4,277 23.52% 3,069 897 212 99 119 1,438 978 1,742


200万円以下 3,060 16.83% 2,033 761 167 99 6 8 248 2,798


300万円以下 1,454 8.00% 839 429 104 82 1 2 14 1,437


400万円以下 593 3.26% 285 184 76 48 0 0 1 592


500万円以下 294 1.62% 128 102 43 21 0 0 0 294


600万円以下 192 1.06% 76 66 26 24 2 0 0 190


700万円以下 117 0.64% 44 43 18 12 0 0 0 117


800万円以下 79 0.43% 20 36 11 12 0 0 0 79


900万円以下 66 0.36% 22 18 16 10 0 0 0 66


1000万円以下 33 0.18% 10 13 4 6 0 0 0 33


1000万円以上 225 1.24% 68 98 32 27 0 0 0 225


合計 18,185 100.00% 12,234 3,849 1,278 824 3,527 1,693 1,430 11,535


（構成比） 67.3% 21.2% 7.0% 4.5% 19.4% 9.3% 7.9% 63.4%


軽減なし所得区分 世帯数 比率
内訳 軽減対象世帯


【世帯構成】 １人世帯 約６７．３％ ２人世帯 約２１．２％
３人世帯 約 ７.０％ ４人以上世帯 約４．５％


【所得構成】 所得２００万円以下の世帯 約８３．２％
所得２００万円超４００万円以下の世帯 約１１．３％
所得４００万円超の世帯 約５．５％


● 戸田市国保の世帯・所得構成 ●


９





平成29年度国保世帯所得別段階集計表（医療分・全体）


			平成２９年度　国保世帯所得別集計表　（医療分・全体分） ヘイセイ ネンド コクホ セタイ ショトク ベツ シュウケイ ヒョウ イリョウ ブン ゼンタイ ブン


			所得区分			世帯数			比率 ヒリツ						内訳 ウチワケ																																	軽減対象世帯 ケイゲン タイショウ セタイ																																																軽減なし ケイゲン			【戸田市国保の世帯構成】

□　１人世帯
　　　１２，３６２世帯、約６３．３％。

□　２人世帯
　　　４，４５２世帯、約２２．８％。

□　３人世帯
　　　１，６６４世帯、約８．５％。

□　４人以上世帯
　　　１，０５７世帯、約５．４％。 トダシ コクホ セタイ コウセイ セタイ ヤク セタイ ヤク セタイ ヤク セタイ ヤク


												加入割合（被保？） ヒ ホ			１人世帯			２人世帯			３人世帯			4人以上世帯 ニン イジョウ セタイ			４人世帯            			５人世帯            			６人世帯            			７人世帯            			８人世帯            			９人世帯            			10人以上世帯             ニン			７割軽減 ワリ ケイゲン			7軽減金額            			５割軽減 ワリ ケイゲン			5軽減金額            			２割軽減 ワ ケイゲン			2軽減金額            			通常世帯			通常金額			限超世帯			限超金額			１号被保数			２号被保数			３号被保数			通常被保数			限超被保数			合計被保数


			未申告 ミシンコク			3,633			18.60%			18.59			1,935			705			560			433			299			116			10			6			2			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			94			58824307			0			0			0			0			340			6919			3,633


			所得無し ナ			5,030			25.75%			25.74			4,248			571			151			60			49			10			1			0			0			0			0			4,034			0			200			0			197			0			599			0			0			0			4950			285			226			634			0			6095			599


			50.0			2,103			10.77%			10.76			1,427			513			110			53			43			7			3			0			0			0			0			100			8,916,059			1,180			252,851,612			467			171518475			356			91254568			0			0			138			1926			542			402			0			3008			356


			100.0			2,302			11.78%			11.78			1,462			645			137			58			49			9			0			0			0			0			0			5			3,660,366			232			150,123,085			603			454972970			1462			1128274087			0			0			10			602			1206			1586			0			3404			1,462


			150.0			1,889			9.67%			9.66			1,202			510			124			53			42			10			0			0			0			1			0			1			1,038,400			10			11,188,402			164			191939137			1714			2125569604			0			0			3			43			477			2298			0			2821			1,714


			200.0			1,335			6.83%			6.83			759			387			115			74			49			19			4			1			1			0			0			3			4,708,400			4			6,849,676			50			85997626			1278			2215831158			0			0			9			15			224			1960			0			2208			1,278


			250.0			879			4.50%			4.49			451			276			84			68			48			14			5			1			0			0			0			3			6,359,600			1			2,432,400			11			24449897			864			1929658286			0			0			8			4			56			1486			0			1554			864


			300.0			613			3.14%			3.13			302			191			79			41			25			13			3			0			0			0			0			2			5,549,600			1			2,819,472			2			5239569			608			1668298496			0			0			5			3			12			1084			0			1104			608


			350.0			390			2.00%			1.99			155			141			56			38			30			6			1			0			1			0			0			1			3,338,000			1			3,285,859			1			3074377			387			1256662379			0			0			4			4			8			753			0			769			387			【戸田市国保の所得構成】

□　所得２００万円以下の世帯
　　　１６，２９２世帯、約８３．４％。

□　所得２００万円超４００万円以下の世帯
　　　２，１４９世帯、約１１．０％。

□　所得４００万円超の世帯
　　　１，０９４世帯、約５．６％。






			400.0			267			1.37%			1.36			98			104			41			24			18			5			0			0			1			0			0			0			0			0			0			1			3591865			266			996823774			0			0			0			0			2			532			0			534			266


			450.0			182			0.93%			0.93			61			69			35			17			13			4			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			182			771414570			0			0			0			0			0			376			0			376			182


			500.0			133			0.68%			0.68			42			45			24			22			17			5			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			133			630508220			0			0			0			0			0			297			0			297			133


			550.0			95			0.49%			0.48			30			28			19			18			13			3			1			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			95			499289559			0			0			0			0			0			223			0			223			95


			600.0			75			0.38%			0.38			23			26			13			13			10			3			0			0			0			0			0			1			5,850,000			0			0			0			0			74			424141633			0			0			1			0			0			168			0			169			74


			650.0			69			0.35%			0.35			22			28			11			8			7			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			69			427033548			0			0			0			0			0			144			0			144			69


			700.0			55			0.28%			0.28			16			17			14			8			8			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			51			344849618			4			33581			0			0			0			108			16			124			55


			750.0			44			0.23%			0.22			13			18			9			4			2			1			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			26			186619599			18			320442			0			0			0			42			53			95			44


			800.0			38			0.19%			0.19			9			13			10			6			5			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2			15136441			36			1394088			0			0			0			2			88			90			38			【軽減対象世帯】

□　所得なし～５０万円以下の世帯
　　　約８６．６％が軽減対象

□　所得５０万円超１００万円以下の世帯
　　　約３６．５％が軽減対象

□　所得１００万円超１５０万円以下の世帯
　　　約９．３％が軽減対象 ケイゲン タイショウ セタイ ショトク マンエン イカ セタイ ヤク ケイゲン タイショウ ショトク マン エン チョウ マンエン イカ セタイ ヤク ケイゲン タイショウ ショトク マンエン チョウ マン エン イカ セタイ ヤク ケイゲン タイショウ


			850.0			21			0.11%			0.1			1			12			4			4			4			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			21			1508154			0			0			0			0			53			53			21


			900.0			25			0.13%			0.12			6			12			4			3			2			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			25			2398322			0			0			0			0			55			55			25


			950.0			36			0.18%			0.18			11			14			4			7			2			3			1			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			36			4909132			0			0			0			0			87			87			36


			1000.0			18			0.09%			0.09			5			7			3			3			2			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			18			2989333			0			0			0			0			41			41			18


			1000万円以上 マンエン イジョウ			303			1.55%			1.55			84			120			57			42			32			9			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			303			426811698			0			0			0			0			674			674			303


			合計 ゴウケイ			19,535			100.00%			100			12,362			4,452			1,664			1,057			769			241			31			10			5			1			0			4,150			39,420,425			1,629			429,550,506			1,496			940783916			8166			4711365540			555			499189057			5128			2882			2753			12095			1407			30844			12,260


			（構成比） コウセイヒ												63.3%			22.8%			8.5%			5.4%			４人構成比            			５人構成比            			６人構成比            			７人構成比            			８人構成比            			９人構成比            			以上構成比            			21.2%						8.3%						7.7%						通常世帯比						限超世帯比						１号構成比			２号構成比			３号構成比			通常被保比			限超被保比			合計比			62.8%


																																																																		41.8						2.84						16.62			9.34			8.92			39.21			4.56			100
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令和2年度国保世帯所得別段階集計表（医療分・全体） 


			令和２年度　国保世帯所得別集計表　（医療分・全体分） レイワ ネンド ヘイネンド コクホ セタイ ショトク ベツ シュウケイ ヒョウ イリョウ ブン ゼンタイ ブン


			所得区分			世帯数			比率 ヒリツ						内訳 ウチワケ																																	軽減対象世帯 ケイゲン タイショウ セタイ																																																軽減なし ケイゲン			【戸田市国保の世帯構成】

□　１人世帯
　　　１２，２３４世帯、約６７．３％。

□　２人世帯
　　　３，８４９世帯、約２１．２％。

□　３人世帯
　　　１，２７８世帯、約７.０％。

□　４人以上世帯
　　　８２４世帯、約４．５％。 トダシ コクホ セタイ コウセイ セタイ ヤク セタイ ヤク セタイ ヤク セタイ ヤク


												加入割合（被保？） ヒ ホ			１人世帯			２人世帯			３人世帯			4人以上世帯 ニン イジョウ セタイ			４人世帯            			５人世帯            			６人世帯            			７人世帯            			８人世帯            			９人世帯            			10人以上世帯             ニン			７割軽減 ワリ ケイゲン			7軽減金額            			５割軽減 ワリ ケイゲン			5軽減金額            			２割軽減 ワ ケイゲン			2軽減金額            			通常世帯			通常金額			限超世帯			限超金額			１号被保数			２号被保数			３号被保数			通常被保数			限超被保数			合計被保数


			未申告 ミシンコク			3,390			18.64%			18.59			1,903			702			446			339			299			116			10			6			2			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			94			58824307			0			0			0			0			340			6919			3,390


			所得無し ナ			4,405			24.22%			25.74			3,737			500			123			45			49			10			1			0			0			0			0			3,399			0			245			0			189			0			599			0			0			0			4950			285			226			634			0			6095			572


			100.0			4,277			23.52%			11.78			3,069			897			212			99			49			9			0			0			0			0			0			119			3,660,366			1,438			150,123,085			978			454972970			1462			1128274087			0			0			10			602			1206			1586			0			3404			1,742


			200.0			3,060			16.83%			6.83			2,033			761			167			99			49			19			4			1			1			0			0			6			4,708,400			8			6,849,676			248			85997626			1278			2215831158			0			0			9			15			224			1960			0			2208			2,798


			300.0			1,454			8.00%			3.13			839			429			104			82			25			13			3			0			0			0			0			1			5,549,600			2			2,819,472			14			5239569			608			1668298496			0			0			5			3			12			1084			0			1104			1,437


			400.0			593			3.26%			1.36			285			184			76			48			18			5			0			0			1			0			0			0			0			0			0			1			3591865			266			996823774			0			0			0			0			2			532			0			534			592


			500.0			294			1.62%			0.68			128			102			43			21			17			5			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			133			630508220			0			0			0			0			0			297			0			297			294


			600.0			192			1.06%			0.38			76			66			26			24			10			3			0			0			0			0			0			2			5,850,000			0			0			0			0			74			424141633			0			0			1			0			0			168			0			169			190			【戸田市国保の所得構成】

□　所得２００万円以下の世帯
　　　１５，１３２世帯、約８３．２％。

□　所得２００万円超４００万円以下の世帯
　　　２，０４７世帯、約１１．３％。

□　所得４００万円超の世帯
　　　１，００６世帯、約５．５％。


			700.0			117			0.64%			0.28			44			43			18			12			8			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			51			344849618			4			33581			0			0			0			108			16			124			117


			800.0			79			0.43%			0.19			20			36			11			12			5			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2			15136441			36			1394088			0			0			0			2			88			90			79


			900.0			66			0.36%			0.12			22			18			16			10			2			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			25			2398322			0			0			0			0			55			55			66


			1000.0			33			0.18%			0.09			10			13			4			6			2			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			18			2989333			0			0			0			0			41			41			33


			1000万円以上 マンエン イジョウ			225			1.24%			1.55			68			98			32			27			32			9			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			303			426811698			0			0			0			0			674			674			225


			合計 ゴウケイ			18,185			100.00%			100			12,234			3,849			1,278			824			565			192			19			7			4			0			0			3,527			39,420,425			1,693			429,550,506			1,430			940783916			8166			4711365540			555			499189057			5128			2882			2753			12095			1407			30844			11,535


			（構成比） コウセイヒ												67.3%			21.2%			7.0%			4.5%			４人構成比            			５人構成比            			６人構成比            			７人構成比            			８人構成比            			９人構成比            			以上構成比            			19.4%						9.3%						7.9%						通常世帯比						限超世帯比						１号構成比			２号構成比			３号構成比			通常被保比			限超被保比			合計比			63.4%


																																																																		41.8						2.84						16.62			9.34			8.92			39.21			4.56			100
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● 近隣市との税率比較 ●


１０


● 令和３年度時点の標準保険税率 ●


所得割 均等割 所得割 均等割


医療分 9.04% 23,960円 8.00% 20,000円


支援金分 2.35% 14,692円 1.60% 9,500円


介護分 2.42% 22,467円 1.42% 12,500円


合計 13.81% 61,119円 11.02% 42,000円


R３年度標準保険税率 戸田市現行税率


※他市の税率は、令和３年度時点を採用しており、今後、税率変更する可能性があります。


所得割(%) 均等割(円） 所得割(%) 均等割(円） 所得割(%) 均等割(円） 所得割(%) 均等割(円）


さいたま市 7.51 29,500 2.24 9,100 2.1 10,200 11.85 48,800


川口市 7.45 28,000 2.5 9,000 1.3 13,000 11.25 50,000


草加市 7.3 27,000 2.3 7,800 1.8 9,800 11.4 44,600


八潮市 7.3 28,000 2.2 13,000 2.0 10,000 11.5 51,000


戸田市（現行） 8.0 20,000 1.6 9,500 1.42 12,500 11.02 42,000


戸田市（案２） 8.0 32,800 1.6 9,500 1.42 12,500 11.02 54,800


戸田市（案４） 8.0 31,800 1.6 9,500 1.42 12,500 11.02 53,800


戸田市（案５） 8.0 29,800 1.6 9,500 1.42 12,500 11.02 51,800


医療分 後期支援分 介護分 合計
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令和３年度 第３回 


戸田市国民健康保険運営協議会 


会 議 次 第 
 


 


日 時 令和３年７月２９日（木）午後２時～午後３時 


場 所 市役所５階 大会議室 


 


 


１．開 会 


 


２．案件審議 


 


（１）戸田市国民健康保険税の税率改正（案）について 


（２）戸田市国民健康保険税のあり方について（答申案） 


 


３．その他 


 


４．閉 会 
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令和３年 ９月 日 
 
 戸田市長 菅原 文仁 様 
 
                     戸田市国民健康保険運営協議会 
                        会 長 齊藤 恭平 印 
 


案   戸田市国民健康保険税のあり方について（答申） 


 
 令和３年４月２２日付け、戸保第２６２号にて諮問を受けた標記の件につい


て、当協議会において慎重に審議した結果、下記のとおり答申いたします。 
 


記 
 
 国民健康保険制度は、地域住民の医療を確保する制度として、国民皆保険制度


の基幹的役割を果たす重要な役割を担っているものであり、将来にわたり持続


可能なものにしていかなければならない。 
平成 30 年度からの国保制度改革（国保の広域化）に伴い、市町村の財政リス


クは回避される仕組みとなった一方で、県内の市町村が支え合う要素が強まる


ことから、域内の統一的な運営基準や保険料負担の格差の平準化など、新たな枠


組みの中で公平となるよう運営努力が求められている。 
以上のことも踏まえ、本市の国民健康保険税のあり方については、県から提示


された標準保険税率等を参考にしながら、被保険者の所得や世帯構成に応じた


負担状況などに留意しつつ議論を行ってきた。 
その結果、見直しにあたっては、赤字解消を目指しつつ、被保険者の負担にも


十分配慮して、激変緩和を反映した国民健康保険税率の引き上げ等について改


正を行うことという結論に至った。 
 
１ 答申内容 
（１）必要な国民健康保険税の収入確保を図りつつ、応能・応益割合の適正化に


努める観点から、別表のとおり、医療分均等割の国民健康保険税の改正を


行うこと。 
 


（２）毎年度、国の制度改正の動向、医療費（県納付金）や被保険者数等の状況


変化を踏まえ、税率等の見直しを検討すること。 
 
（３）公平な税負担の観点から、賦課限度額は法定限度額とし、国の政令の改正


の時期から、遅滞なく対応すること。 
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別表 
区分 現行制度 令和４年度 令和５年度 


医療分 
所得割率 8.00％ 8.00％ 8.00％ 
均等割額 20,000 円 20,000 円 20,000 円 


後期高齢者 
支援金等分 


所得割率 1.60％ 1.60％ 1.60％ 
均等割額 9,500 円 9,500 円 9,500 円 


介護分 
所得割率 1.42％ 1.42％ 1.42％ 
均等割額 12,500 円 12,500 円 12,500 円 


 
２ 附帯事項 
 国民健康保険財政を安定的かつ公平に運営するためには、保険税水準の見直


しだけでは不十分であるため、次の事項についても積極的に取り組んでいただ


きたい。 
（１）効果的な保健事業の実施や、被保険者の生活改善や意識改善に働きかけ


を行い、医療費の抑制に努めること。 
（２）保険者努力支援制度を始めとした、公費の獲得に向けて、戦略的に取り組


むこと。 
（３）国や県への補助金の増額及び更なる財政基盤強化へ繋がる保険制度の見


直しを引き続き要望すること。 
 
３ 答申を行う背景 
国民健康保険を取り巻く状況は、年齢構成や所得構成といった構造的問題、広


域化における本市国保に求められている財政負担等、厳しいものがあることに


加えて、今後、医療費の伸びや被保険者の減少も予想されるものであった。 
 また、医療費を中心とした歳出と、保険税を中心とした歳入とのバランスが崩


れており、国保財政は一般会計からの法定外繰入が多額となっている。こうした


状況をうけ、令和 3 年３月、県の「第２期国民健康保険運営方針」に基づき、令


和５年度までに、一般会計からの法定外繰入金を解消する「赤字削減・解消計画」


を提出したところである。 
 こうした中、当協議会ではこれまで令和３年４月から慎重に国民健康保険税


のあり方について審議してきた。県より示された納付金見込額や標準保険税率


をもとに、収納すべき保険税額に対する不足額を、複数年でどのように削減して


いくかについても議論を行った。新型コロナウイルス感染症の影響などにより


先行きが見通せない中、国民健康保険制度を取り巻く状況は、変化していくこと


が予想され、現時点では不確定な事項が多い。そのため、国保の制度改革に応じ


ながら、今後の財政の健全化及び安定した事業運営ができることを期待する。 
 以上により、今後も広域化における国・県の情報を随時把握し、県との共同運


営への体制をしっかりと整えていくことをお願いいたしたい。 







