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施　策　評　価　表

施策番号 Ⅲ ⅵ 46 重点プラン － 施策名 国民健康保険の適正な運営 所管課 健康支援課 関係課 課税課 収納課

１．施策の概要 ２．施策指標の達成度（定量的評価）
対象 和光市国民健康保険被保険者

指標名 単位 年度 H23 H27 H28 H29 H30 H31 H32
平成27年度目標値
に対する進捗率（％）目的 市民が病気やケガをしたときに、誰もが必要な医療が受けられ、いつも安心して暮らせるようにします。

平成23年度策定時の状況

本市の国民健康保険の被保険者数は平成15年度から平成19年度まで約２万１千人以上で推移してきましたが、平成20年度からは、約１万８千
人台にまで大幅に低下しています。
この減少は、75歳以上の国民健康保険被保険者が、平成20年４月に創設された後期高齢者医療制度に移行したことによるものです。
今後は、長期間にわたり低迷する経済情勢や雇用情勢の悪化等により、失業などによる国民健康保険への加入者は増加するものと見込まれ、
高齢者や無職者など負担能力の低い被保険者が多い国民健康保険の財政運営は、更に厳しい状況になるものと予想されます。

計
画
に
基
づ
く

施
策
指
標

① 特定健診受診率 ％
目標値 - 42.0 56.0 60.0 

99.5
実績値 35.0 41.8 

② 特定保健指導実施率 ％
目標値 - 18.0 22.0 30.0 

97.2
実績値 18.1 17.5 

③ 国保税収納率 ％
目標値 87.2 90.0 91.6 93.0 

101.6
実績値 88.7 91.4 

平成27年度の現状

国民健康保険事業の運営は、経済情勢等の影響により被保険者数が増減する一方、医療費（特に一人当たり
医療費）は年々伸び続けるなど、制度の構造的な要因から非常に厳しいものとなっています。こうした現状を踏
まえた国民健康保険の制度改革により、平成30年度から事業運営が現行の市町村単位から都道府県単位へと
広域化されることになりました。

補
足
指
標

④
目標値

実績値

⑤
目標値

実績値

課題

国民健康保険制度は、国民皆保険を支える重要な基盤でありますが、年齢構成が高く医療費水準が高い、所
得水準が低い、保険料負担が重いなどの構造的な課題を抱えているといわれています。当市においても同様の
状況にあり、その財政運営は非常に厳しいのが現状です。今後の制度改正の内容等を踏まえながら、国民健康
保険制度を運営する保険者として、適切な運営を行っていくことが課題となっています。

施策指標の達成度に関する評価 理由

Ａ　目標をほぼ達成する　Ｂ　目標をやや下回る
Ｃ　目標を下回る　　　　   Ｄ　目標を大幅に下回る

B
特定健診受診率、収納率は目標を上回ることができたものの、特定保健指導実施率
については、目標を下回った。

３．施策の取組内容の達成度（定性的評価）

取組
番号

取組内容

取組内容の評価

事務事業名 課所名 備考
事務事業
評価結果

事業費 今後の方向性

活動の成果・進捗状況
未達成事項・

解決していない課題

26年度決算額（千円） 27年度決算額（千円） 28年度予算額（千円） 構成事
業の妥
当性

優先度

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

1次
評価

2次
評価

①
制度改正への対
応と周知活動

Ｈ27年5月29日に法律が改正され、保険者が
市であったものに県も加わることになり、いわ
ゆる国保制度の「広域化」がＨ30年度から実
施されることとなった。このため、市ＨＰなどに
より、改正内容などの情報提供、周知に努め
た。
また、Ｈ28年4月からの改正として、入院時の
標準負担額の改正、紹介状なしで大病院を受
診した際の定額負担の導入などを周知した。
その他、各種パンフレット等を作成し、制度を
周知するとともに被保険者の理解を深めた。

Ｈ30の制度改正について、現在国
等において詳細が検討されている
ところである。国保の財政運営、
被保険者の負担である国保税に
ついて大幅な完成となるため、随
時、被保険者への適切な情報提
供、制度周知が必要となる。

国民健康保険趣旨普及活動 健康支援課 このまま継続 566 566 0 597 597 0 1,800 1,800 0 ○ B B

②
医療費増加への
対応

疾病の早期発見、早期治療を目的として、生
活習慣病重症化予防の実施、特定健診・特定
保健指導の実施に取組んでいる。
また、医療費適正化への取組として、レセプト
点検の実施、医療費通知の発送、ジェネリック
医薬品差額通知の発送に取組んでいる。
また、適正受診に努めるようリーフレットの配
布、市ＨＰなどで啓発を行っている。

引き続き、一人当たり医療費は増
加傾向にあると予測され、いかに
その伸び率を抑制し、医療費の減
少に努めるかが重要である。この
ため、被保険者の健康意識の高
揚を目指すとともに、受診率の向
上、適正化の取組を強化し、更な
る効果をあげる必要がある。

特定健康診査・特定保健指導 健康支援課 改善して継続 63,615 37,651 25,964 65,045 22,548 42,497 79,136 27,920 51,216 ○ A A

保健衛生普及活動 健康支援課 このまま継続 8,253 3,272 4,981 8,824 4,650 4,174 21,615 10,000 11,615 ○ B B

③
国民健康保険税
の適正化と収納
率の向上

2年に一度実施している国保税見直しの必要
性の検討を行った。その際、Ｈ26年度決算状
況、今後の財政シミュレーション等を分析し、
今回はＨ28年度からの課税限度額の引上げを
実施することとした。
また、Ｈ27年度から5割軽減、2割軽減の基準
が改正され、条例の整備を行った。
収納対策については、納税サポートセンターの
活用、滞納整理の強化などに努め、収納率は
高い水準を維持できた。

今後についても、決算状況・剰余
金の状況、財政シミュレーションな
どを分析し、自主財源である国保
税の確保を図る必要がある。
また、Ｈ30年度からは市国保に必
要な国保税という考えから、県国
保に必要な国保税の当市負担分
に変更となる。今後、当市負担分
が県から示されることになり、制度
改正に合わせた早期の検討が必
要となる。

賦課業務（国保） 課税課 このまま継続 2,932 2,932 0 3,775 3,724 51 2,535 2,535 0 ○ B B

徴収業務 収納課 このまま継続 8,485 8,485 0 8,045 6,969 1,076 9,990 9,990 0 ○ A A

国民健康保険運営協議会運営 健康支援課 このまま継続 176 176 0 156 156 0 351 351 0 ○ C C

和光市納税サポートセンター運営
（国保）

収納課 このまま継続 3,964 3,964 0 3,964 3,964 0 3,964 3,964 0 ○ B B

４．これまでの取組に関する施策全体の総合評価 ５．今後の施策の方向性(施策の推進に向けた今後の施策の展開や事業の見直し等)【1次評価(所管課)】
総合評価 理由（施策全体の進捗状況・解決していない課題など）

1次
評価

Ｈ３０年度の改正に適切に対応する必要がある。また、医療費増加に対する取組を強化し、効果を拡
大するとともに、国保財政の根幹である国保税改正を検討する必要がある。

対象者の方向性
（増減）（％）

基本目標に
対する貢献度

　Ａ　順調に進んでいる
　Ｂ　ほぼ順調に進んでいる
　Ｃ　あまり順調に進んでいない
　Ｄ　順調に進んでいない

B

国民健康保険法が求められている保険者としての役割を果たし、適切な運営を行ってい
る。 98 B

６．今後の施策の方向性【2次評価（行政評価委員会）】

2次
評価

平成３０年度からの制度改正を適切に対応するため、医療費の適正化の取組、効
果を拡大し、国保税率等の見直しの必要性について検討する。

優先度 取組の進捗状況 コスト増加等の必要性

○
当市のサービス水準 理由（近隣他市との比較）

　Ａ　高い
　Ｂ　普通
　Ｃ　低い

B

国保税率、税額などに違いはあるものの、法律に基づいた運営、保険給付を行っている。


