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国民健康保険法

第一条 この法律は、国民健康保険事業
の健全な運営を確保し、もって社会保障
及び国民保健の向上に寄与することを目
的とする。



1. 国民健康保険は、単なる助け合いの制度ではなく、憲法第25条が保障する「健康で文
化的な生活」を担保する社会保障制度。

2. 国民の4人に一人が加入する、国民皆保険を支える重要な医療保険制度。
3. 加入者の8割は年金生活者、非正規雇用労働者などの低所得者層、しかし国庫負担は
介護保険制度より少ない２０％程度。

4. 高すぎる保険料が払えず、奈良県においてもおよそ１割の加入者が保険料を滞納し、
保険料の未払い理由に保険証の取り上げまで行われている自治体がある。



全日本民医連2018年経済的事
由による手遅れ事例調査報告

手遅れ事例として報告された77人の方の
内、22人が無保険（国保証発行せず？）、
8人が国保短期証、2人が国保資格証明書
のケースでした。

高すぎる国保料の問題は、保険料滞納に
よる保険証未交付⇒受診できない、又は
受診中断⇒手遅れ死亡事例にまでつな
がっていく、まさに命の問題だととらえ
ることが大切な視点。



問題意識

• 現行の国保制度は「病気になったとき、安心して医療にかかること
ができる」という医療保険の基本的な性質が失われつつあるのでは
ないか？

• 国保加入者の意識や生活実態を調査し浮き彫りにすることで、社会
保障としての国民健康保険の原点に立ち返って、制度のあり方を考
え直すことを国や地方行政、そして私たち自身に問いかけたい。

10月9日、県政経済記者クラブでの「国保
アンケート結果」の記者会見の模様。
内容は10月10日付朝日新聞や地元紙「奈
良の声」等で報道された。



●調査対象および調査方法

対象：奈良民医連所属の病院、診療所に受診した国民健康保険被保険者の患者さん
（基本的に病院診療所にかかれている人）

方法：待合室での聞き取り、外来等でのアンケート用紙の手渡しおよび封筒にての回収など
およそ800人にアンケートを配布、562人から有効回答を得た。

期間：2019年6月1日～8月31日

●アンケート回答者についての基本情報

①およそ半数弱（45.2%）が女性。およそ6割（58.2%）が前期高齢者。およそ25%が現役世代。
②回答者の87%は単身もしくは二人世帯。（単身：26.5%、2人：60.7%）
③主な収入源は年金（70.1％）、給与（5.2％）、事業・地代等（7.8%）。
④世帯年収は、200万円未満の貧困層が37.4%、300万円未満の低所得者層は70%を占めた。



質問１：2018年度から国民健康保険制度が、市町村の管理から県
の管理に移行したことをご存じですか？

質問２：今年度の国民健康保険料（税）は昨年より値上がりまし
たか？



質問４：国民健康保険料（税）の負担感についてどのような実感
をお持ちですか？

質問５：国民健康保険料（税）について普段感じていること、あ
てはまるものすべてに〇をつけてください。（複数回答可）

30%が
「もう限界」

3人に2人が「負担感」



質問５：国民健康保険料（税）について普段感じていること、あ
てはまるものすべてに〇をつけてください。（複数回答可）
（世帯年収400万円以上の世帯でフィルター）



質問１１：国民健康に関する要望として次の中からあてはまるも
のすべてに〇印をつけてください。（複数回答可）

5割超の人が
「保険料下げて」



質問６：加入者の中には滞納しておられる方がいます。どのよう
に感じますか？率直な思いを、次の中からあてはまるものすべて
に〇印をつけてください。（複数回答可）



質問７：あなたは今までで保険料が高いため滞納したことはあり
ますか？

質問８：あなたは今まで保険料を滞納したため、正規保険証を発
行してもらえなかったことがありますか？

3.8%が滞納を経験



質問９：前問で②あると答えた方へー次のような短期保険証、資
格証明書の発行、差し押さえなどされたことがありますか？

質問１０：前問で②あると答えた方への質問ー各市町村国保窓口
での対応はどうでしたか？



質問１０：各市町村窓口での対応ー自由回答欄より

「３年分全部支払わないと、国保に加
入させない」と言われた・・・

国保に入りたいと言った時、資格を失った時から今ま
での分（３年分）を全部支払わないと入れないと言わ
れた。しかし、もう一度役場に行ったら2年間分を支

払うと入れると言われ少し高かったが、それで加入す
ることが出来た。



質問１２：医療費の窓口（自己）負担や国保料（税）の支払いの
負担で、普段の生活のなかで、支出を切りつめているものがあり
ますか。当てはまるものすべてに〇印をつけてください。
（複数回答可）

30%の方が食費や
交際費を切り詰め



質問１６： ここ1、2年で、治療や診察が必要だと感じながら、
治療費や診察代などお金がかかるため病院へ行くことを先延ばし
にしたことがありますか？

質問１７：ここ1，2年で、治療費や診察代がかかるため、治療を
中断したことがありますか？

①ある 37 6.6%

②ない 447 79.5%

NA 78 13.9%

N= 562

7.5人に1人が経済的理由で受診抑制

15.2人に1人が経済的理由で治療中断



質問１８：治療や診察にお金がかかるため、次のような工夫をさ
れたことがありますか。次の中から当てはまるものすべてに〇印
をつけてください。（複数回答可）

「重くなってから受診」「売薬で済ます」「薬の間引き飲み」など、
少なくない人たちが、様々な受診抑制を実行・・・



まとめ

① ６４％の人が「国保料に負担感」、３０％の人が「もう
これ以上の負担はできない」と回答。年収４００万以上
の層も５割超える人が「年々高く負担感」。

② ５割超える人が「保険料下げて」、４割の方が「窓口負
担を下げて」。年収４００万円以上の層も同じ傾向。

③ 3.8％（２１人）が滞納を経験。内１１人に短期証。２年
分の滞納額を一度に全額払ったケースも。

④ 保険料負担や窓口負担のため、３０%の人が食費や交際
費を切り詰め。

⑤ 7.5人に1人が経済的理由で受診抑制、15.2人に1人が経済
的理由で治療中断。様々な形で受診抑制が行われている。



私たちの主張

① 奈良県統一国保２年目にして、すでに3割が保険料支払いに

「限界」。奈良県統一国保方針はすみやかに見直すべき。根
本問題は低すぎる国庫負担。国は国庫負担の大幅増額を行う
べき。

② 払いたくても払えない国保料のため3.8%の方が滞納を経験。

被保険者証の不交付など人権侵害ともいえる窓口対応の是正、
および国保料申請減免制度（国保法77条）による救済を。

③ 窓口負担も大変、少なくない方が受診抑制や受診中断を経験。
奈良県福祉医療制度の充実、一部負担金申請減免制度（国保
法44条）の適用、公的医療機関での無料低額診療実施を。



私たちの主張①：奈良県統一国保２年目にして、すでに3割が保

険料支払いに「限界」。奈良県統一国保方針はすみやかに見直
すべき。根本問題は低すぎる国庫負担。国は国庫負担の大幅増
額を行うべき。

奈良県は県単位化６年後の「統一保険料率」を実現するために、
①これまで市町村が行ってきた「一般会計からの法定外繰り入れ」を禁止。

②国保県単位化による保険料上昇を緩和するため市町村が積み立ててきた「基金」の保険料上昇抑制のため
の投入を禁止。

⇒このため、法定外繰り入れをやめた自治体は特に激しく保険料上昇。一方、使い道を閉ざされた「基金」
は79億を突破（H29期末）。この基金残高は、そもそも「取り過ぎた保険料」。加入世帯に返すべきである。



高い保険料を取り過ぎたために、奈良県国保財政は大黒字！
繰り越し金＋基金残高＝１２７億４６００万円（H29期末）



高すぎる保険料、根本問題は低い国庫負担率。

「協会けんぽなみに保険料負担をさげるためには１兆円の国
庫投入を」（全国知事会）。国庫負担の大幅増額を！
１兆円を投入すれば、所得の大きさに関係なく被保険者１人につき割り当てられる「均等割保険料」や一律に世帯にか
かってくる「平等割保険料」を全額無料にすることができます。特にこども一人当たり3万円を超える均等割は社保の健康

保険制度にはない、子育て世代泣かせの悪税ですから、真っ先に無くすことが必要です。「均等割保険料」そのものを廃
止するには国会での法律改正が必要ですが、地方自治体レベルでも「均等割減額」「こどもの均等割り廃止」は可能です。

「均等割・平等割」を廃止すれば、国保料はこんなに安くなる！
所得200万、シングルマザー3人家族＝↓15万円（58.6%に）
所得200万、70歳年金生活夫婦世帯＝↓9万８千円（64%に）
＜トピック＞上牧町は、2019年度から2年間、子どもの均等割り（一人当たり34800円）をゼロに
しました。財源は上牧町の国保基金。（2019年3月議会で決定）



私たちの主張②：払いたくても払えない国保料のため3.8%の方

が滞納を経験。保険証の不交付など人権侵害ともいえる窓口対
応の是正、及び国保料申請減免制度（国保法77条）の適用を。

皆さんはこんな保険料、払えますか？
●奈良県12市平均のモデル保険料(H30年度）

加入世帯 加入率 ③滞納世帯 滞納率

19.3末 ①／③ 19.3末 ②／③ 19.3末 19.3末 19.3末 19.3末 19.3末

9,767 43.4% 292 1.3% 44.7% 593,678 188,315 31.7% 22,490 11.9%
（2019/10奈良県社保協調査より）

全体

奈良県国保
滞納率・短期
証等の発行

制裁率
全世帯数

国保世帯
短期保険証 資格証明書

奈良県国保＝滞納率11.9%。9767世帯に短期証、292世帯に資格証発行。



１ヶ月短期保険証発行のケース(奈良市・Ｔ診療所、６０代定期通院が必要な患者）

・ 2018/10 国保課の窓口で当月支払える金額として5000円程支払いしたが、17,000
円程支払いしないと保険証渡せないと言われ、11月からの保険証は交付されず。
↓

・ その後、担当ケアマネジャが国保課窓口に行き、１ヶ月の保険証が発行された。
・ 毎月、国保課窓口で5,000円支払いを行い、その都度１ヶ月の保険証が交付される。
滞れば、口座差し押さえになると言われた。
↓

・ 2019年春になり、国保課から月約20,000円支払わなければ国民健康保険証は渡せ
ないと言われた。保険料納付額は、滞納分を完済できる方向でないといけない。提示
された金額を支払ったが、次回も保険証を発行できるかどうかは分からないと窓口で
言われた。

・ 本人に支払う意思はあり、毎月窓口に現金を持って行っているが、保険証は渡せない
かもしれないと窓口で言われる。



奈良県国保＝滞納世帯数２２４９０世帯
預貯金差し押え１８６９件、給与差押え１５４件、年金差押え５２件
⇒１億３０００万円を現金化。

件数
その内
学資保
険等

件数 金額 1件当金額

合　　計 22,490 68 1,869 115 0 9 154 52 64 2,331 10.4% 2,062 130,855,060 63,460

（2019/10奈良県社保協調査より）

滞納世
帯数

財産調査の対象

単独さしおさえ

奈良県国保
差押え状況

現金化

不動
産

預貯金

生命保険

物品 給与 年金
税還
付金 総件数

対滞納世
帯比率

給与や年金などの必要生活資金の差し押えは、明ら
かに違法。「死ね」と言われているのと同じ。

↓
差し押さえするより、国保法第77条を適用して救済
するべき。一人を救済できない制度は制度ではない。



私たちの主張③：窓口負担も大変、少なくない方が受診
抑制や受診中断を経験。奈良県福祉医療制度の充実、一
部負担金申請減免制度（国保法44条）の適用、公的医療
機関での無料低額診療実施を。

1. 県の福祉医療制度は償還払いではなく窓口無料に。
2. 窓口負担の減免制度（国保法44条）を奈良県国保運営
方針で具体化し、全自治体で適用を。

3. 県内の全ての公的医療機関で無料低額診療の実施を。
済生会のベッド削減反対。



私たちは「奈良県国民健康保険の改善を求める請願」
署名や意見書採択の取り組みをすすめています。

・１０月１日、奈良県社保協、奈良民医連、
奈商連の3団体は、奈良県国民健康保険
の改善を求める署名３８０９筆（第１次集約
分）を奈良県に提出。この署名は継続中。

・奈良県社保協、奈良民医連、奈商連の3
団体は、「奈良県統一国保見直し」意見書
の市町村議会での採択を要請しています。
現在、大和高田市、御所市、川西町、河合
町の4自治体で採択されています。この取
り組みも2019年奈良県自治体キャラバン
の中で継続中。



職場で国保問題を学び、要求と提案を掲げて
今年の秋も奈良県自治体キャラバンに参加しよう！

（終）


