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大阪府における国民健康保険制度改革の取組について
～持続可能な国民健康保険の運営に向けて～
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市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合 後期高齢者医療
（大阪府）

保険者数
（平成29年3月末）

１，７１６ （４３） １ １，３９９ ８５ ４７

加入者数
（平成29年3月末）

３，０１３万人
（1,874万世帯）

２２５．７万人
（139.3万世帯）

３，８０７万人
被保険者2,243万人
被扶養者1,564万人

２,９４６万人
被保険者1,628万人
被扶養者1,318万人

８７０万人
被保険者451万人
被扶養者418万人

１,６７８万人

加入者平均年齢
（平成28年度）

５２．３歳 － ３７．１歳 ３４．８歳 ３３．０歳 ８２．４歳

65～74歳の割合
（平成28年度）

４１．１％ （３８．０％） ６．８％ ３．２％ １．５％ ２．１％

加入者一人当たり
医療費

（平成28年度）

３５．３万円 （３６．４万円） １７．４万円 １５．４万円 １５．６万円 ９３．５万円

加入者一人当たり
平均所得

（平成28年度）

８６万円

一世帯当たり
１３９万円

６６ 万円

一世帯当たり
１０５万円

１４８万円

一世帯当たり
２５２万円

２１４万円

一世帯当たり
３８７万円

２３９万円

一世帯当たり
４５９万円

８３万円

保険料負担率 １０．１％ （１２．６％） ７．５％ ５．８％ ６．０％ ８．３％

■大阪府における国民健康保険制度の状況
現状・経過

〇 国民健康保険制度は、被用者保険と比較すると、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低い」、「保険料負担率が

重い」など構造的な問題を抱えており、とりわけ、大阪府は、全国と比較して保険料負担率が高いなど、大変厳しい状況となっている。

1出典元：厚生労働省資料 ※大阪府内市町村国保は追記



■国保制度改革に向けた大阪府における主な課題
１．保険料水準 ～広域化へ～

〇 人口減少・超高齢化が進展する中で、市町村単位の仕組みのままであれば、将来の保険料水準に大きな格差が見込まれた。

出典元：2017（平成29）年12月 大阪府知事記者会見資料 （注：保険料額は、仮定の前提条件の下、推計したもの） 2

府内最低 約11万円

府内最高 約17万円

【2016（平成28）年】 【2040（令和22）年】

↕格差6万円 （約1.6倍） ↕格差19万円 （約1.9倍）⇒
格差の拡大

約22万円

約41万円

■ 現在の「市町村単位」の仕組みのままだと…

※ 推計の前提条件：医療費は毎年約2.2％増加、
人口は府全体で▲15.6％（各市町村▲0.2％～▲37.1％）

2016年で一番高い市町村と低い市町村の格差は6万円。2040年の格差は19万円と3倍以上に。
■ そこで、「府内統一保険料率」をめざすことにより…

全市町村 約13万円 約26万円
【2016（平成28）年】 【2040（令和22）年】

人口減少・超高齢化の進展により、保険料上昇はやむを得ないが、「とんでもない保険料」は是正され、大阪府内の「被
保険者間の負担の公平性」は確保される。
⇒ 府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成なら同じ保険料」に

【参考】一人当たり年齢調整後の医療費指数の市町村間格差（H26～H28年度の３カ年平均） 府１．３倍（全国 最大３．４倍、最小１．１倍）

⇒



〇 大阪府内市町村国保では、全国と比べ平均所得が低く、被保険者の負担が重いことから、本来の適切な保険料率設定等ができ
ず、累積赤字が膨らんでいた。

〇 国民健康保険制度改革を見据え、将来世代へ負担を先送りしないため、平成２４年度に大阪府において定めた「赤字解消計
画策定基準」をもとに、該当する市町村が「赤字解消計画」を策定し、計画的な累積赤字の解消に努めてきた。
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累積赤字額と赤字保険者の年次推計
累積赤字額 赤字団体数

赤字額は全国ワースト１（平成２０年度～平成２８年度） → 10年間で約765億円削減

平成２９年度時点の累積赤字団体は４３団体中７団体 ⇒ 計画策定団体は最長で令和３（２０２１）年度までには解消予定

２．財政状況 （累積赤字）

3



■統一保険料率をめざす経緯
国 大阪府

平成22年10月
〇府・市長会・町村長会の三者要望
⇒ 「統一保険料の実現をめざし、国に対して国保制度改革（都
道府県化）」の要望を実施

平成24年11月
〇社会保障制度改革国民会議
⇒ 平成25年8月：報告書とりまとめ、「『法制上の措

置』の骨子」閣議決定

平成25年12月 〇社会保障改革プログラム法の成立、公布
社会保障制度改革の全体像・進め方を明示 （国保制度改革を見据えた環境整備）

平成27年２月

〇国民健康保険制度の基盤強化に関する国と
地方の協議（国保基盤協議会）

⇒財政上の構造問題の分析とその解決に向けた方策
⇒国保運営に関する業務に係る都道府県と市町村
の役割のあり方 など

平成27年５月
〇医療保険制度改革のための法案成立、公布
（国民健康保険法の改正等）

〇市町村との協議の場（広域化調整会議）を設置

平成30年４月 〇新制度の運用開始 （新制度に向けて協議）

※大阪府内では、現在、水道や消防についても、広域化に向けた協議が進められている。 4



■国保制度改革における大阪府の取組方針（平成30（2018）年度～）

１．被保険者間の負担の公平化をめざす
２．健康づくり・医療費適正化へのインセンティブの

強化

〇統一保険料率の実施
府内のどこに住んでいても「同じ所得・同じ世帯構成」で

あれば「同じ保険料額」に

⇒ ≪統一する項目≫
保険料率、保険料及び一部負担金の減免基準 など

≪激変緩和措置≫
令和５（２０２３）年度までの６年間

〇赤字（法定外繰入）の解消
⇒ 各市町村計画に基づき、段階的に解消

〇府独自インセンティブの仕組みの構築
⇒ 保険料率の統一、赤字の解消などに積極的に取り組む

市町村を評価し、重点的に支援

〇国保ヘルスアップ事業「見える化支援ツール
等」の実施

⇒ 市町村毎の地域の課題に対して重層的に支援

〇府独自インセンティブの仕組みの構築
⇒ 健康づくり事業や医療費適正化などに取組む市町村を

評価し、重点的に支援

〇大阪府内全域での個人インセンティブ事業
「アスマイル」の実施等

⇒ 保険者努力支援制度の評価向上に向けた支援

5



国保制度改革における府の取組方針 ～１．被保険者間の負担の公平化～ 統一保険料率の実施

・被保険者間の負担の公平化を図る必要
同じ所得水準・世帯構成であっても保険料額は市町村によって相違
・地域格差拡大の可能性
今後見込まれる人口減少・高齢化の進展により、保険料に係る府内格差が拡大し続け、「被保険者間の負担の公平化」を図ることができなくなる

課題認識

統一保険料率の導入
府内のどこに住んでいても「同じ所得・同じ世帯成」

であれば「同じ保険料額」に

◇統一項目

保険料率、保険料及
び一部負担金の減免
基準、保健事業（共
通基準）など

平成30年４月１日《統一》

令和６年度《完全統一化》

◇激変緩和措置
令和5年度までの６年間
※ 激変緩和措置期間中に
限り、計画を定めた上で各
市町村の判断に委ねる

8
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平成31年度

（第二年次）
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（第四年次）

令和４年度

（第五年次）

令和５年度
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令和６年度

（最終年）

（団体数）各市町村計画における府内統一基準の実施予定（主なもの）

保険料率 保険料の減免基準 一部負担金の減免基準

【全43団体中】
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平成２８年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

各市町村計画における赤字額

府定義

国定義

・法定外一繰入を解消する必要
法定外一般会計繰入は法に反するものではないが、国保に加入し

ていない住民に対して、結果として国のルール以外の税負担を求めること
になるため、住民の税負担の公平性の観点などから適切ではない
⇒国が解消すべきとするものから範囲を拡大

・府内市町村における解消すべき赤字額
≪平成28年度決算≫ 府定義 約123億円 (国定義 約76億円)

課題認識

激変緩和措置期間(６年間)内での解消

府独自の解消すべき
赤字基準を設定

市町村が
赤字解消計画を策定

市町村の取組状況を
府独自インセンティブの仕組の中で評価

国定義によっても令和６年度
には０になる計画

国保制度改革における府の取組方針 ～ １．被保険者の負担の公平化 ～ 赤字（法定外繰入）の解消

（決算見込１７億円）

（億円）

7

府の統一基準へ合わせるため、新制
度初年度で、約１００億円解消

対
象
範
囲
を
拡
大

○決算補填等以外の目的
・前年からの所得減少等による保険料
（税）の減免額に充てるため
・災害等による一部負担金の独自減免
額の補填

など

府独自項目

○決算補填等目的
・全体の保険料（税）水準の負担緩和

など

府定義の範囲（国が解消すべきとする範囲から対象を拡大）

≪保険財政健全化に向けた市町村の取組み≫
〇収納率の向上（府内平均）
・平成27年度 90.29% ⇒ 平成29年度 91.46% 約1.2％増

（市町村の最大伸び率：約6.2％増）



〇 平成３０年度から創設される国の「保険者努力支援制度」に加え、府２号繰入金等を活用した府独自のインセンティブの仕組みを構築し、財政の
健全性の確保・向上、広域化の推進、健康づくり・医療費適正化に取り組む市町村を評価し、重点的に支援。

（平成３１年度予算 約４０億円程度）

8

〇財政の健全性の確保・向上
・法定外繰入の削減状況
・既存の累積赤字解消の取組状況

〇広域化の推進
・保険料率を府統一基準と同率で設定
・保険料及び一部負担金の減免基準を府基準に統一

など

〇健康づくり・医療費適正化の推進など（先駆的・効果的な取組に対する優先採択・支援（平成31年度～）
・重点課題（糖尿病性腎症重症化予防、後発医薬品推進、重複・多剤投薬など）に対する先駆的・効果的
な取組みを実施する事業を採択し、市町村へ実績を交付。

府 独 自 の 交 付 メ ニ ュ ー

国保制度改革における府の取組方針 ~ 府独自インセンティブの仕組みの構築 ~



・大阪府の健康指標は全国的に低い
特定健診受診率（H28） 【府平均30.0％】（全国平均36.6％）全国42位
特定保健指導実施率（H28）【府平均15.8％】（全国平均26.3%）全国42位

・保険者努力支援制度での低評価【H30評価】 （都道府県分一人あたり交付額）

市町村取組33位、医療費水準34位、都道府県の取組5位 【全国43位】

・将来にわたる健康づくり、医療費適正化のためのインセンティブの確保
医療費の増加が見込まれる中、医療費の伸びをできるだけ抑制し、ひいては被保険者の負担を軽減する必要がある

課題認識

国保制度改革における府の取組方針 ~ ２．健康づくり・医療費適正化へのインセンティブの強化 ~

市町村保健事業の支援強化

市町村内の詳細な課題分析
～地域差、属性や受療行動の影響等データヘルスの推進

重点課題への取組み強化
～糖尿病性腎症重症化予防、後発医薬品の使用促進、重複・頻回受診
及び重複・多剤投薬

保険者努力支援制度の評価向上への体制づくり
～国保と保健衛生部門の一体となった体制
～保健師等の専門性発揮に向けた環境整備

府独自のインセンティブの仕組を構築
～国の保険者努力支援制度に加え、府２号繰入金等を活用した府独自の仕組み
～重点課題の優先採択・支援

国保ヘルスアップ事業の実施
～データを活用した保健事業の推進事業
～市町村保健事業への介入支援事業
～糖尿病性腎症重症化予防アドバイザー事業

大阪府内全域での個人インセンティブ事業の実施
～「おおさか健活マイレージ アスマイル」の実施

「保健事業・医療費適正化市町村支援チーム」の設置
～市町村個別ヒアリングを実施し、取組への助言や各種支援事業への誘導等を実施

「市町村保健事業推進ワーキング」の設置
～市町村が参画したモデル事業の実施や課題解決のための検討部会への参画
～モデル事業や部会を通じて、先進市町村の事例等を共有し交流する場づくり

9

【参考】大阪府の健康寿命（平成28年度）
【男71.50歳】全国38位 【女74.46歳】全国34位
（全国 男72.14歳 女74.79歳）
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【平成３０年度】
国民健康保険ヘルスアップ支援事業を創設。以下のツールを作成し市町村へ配布。

【平成３１年度】
平成３０年度に作成したツールの活用支援に加え、新たな展開を支援！

６ 大阪府ヘルスアップ支援推進
会議

事業の評価・助言を行い、効果
的な実施を支援するための有識者
会議を運営

助言

介入･
助言

助言

３ データを活用した保健事業の推進事業
平成３０年度作成ツールの利活用セミナーを開催

４ 市町村保健事業への介入支援事業

健康指標や取組状況等に課題のある市町村に有識者を派遣し、地域診断や助言等の個別
支援を実施

５ 糖尿病性腎症重症化予防アドバイザー事業

技術的支援や、かかりつけ医との連携体制構築等に向け、専門医による市町村へのアド
バイスを実施

➢平成３０（２０１８）年度：健康づくり施策、医療費適正化施策、国民健康保険施策を一体的に進めるため、国民健康保険課を福祉部から健康医療部へ移管。

➢平成３１（２０１９）年度：「健康づくり課」及び「国民健康保険課」を１室２課に再編し、「健康推進室」を創設。

大阪府の組織体制の強化

国保制度改革における府の取組方針 ~ ２．健康づくり・医療費適正化へのインセンティブの強化 ~

国民健康保険ヘルスアップ支援事業「見える化支援ツール等」

１ 市町村・地域差見える化支援ツール

公的統計、健診データ等の指標を地図上で重ね合わせ、健康指標の地
域差や特徴等を「見える化」するツール

２ 保健事業の対象者抽出ツール

特定検診未受診者、生活習慣病の高リスク者などの市町村保健事業の
対象者を細かな条件設定で容易に抽出できるツール

府独自のインセンティブの仕組みの構築「優先事業の採択・支援」
重複・多剤投薬対策（ポリファーマシー対策とブラウンバッグ運動）、糖尿病性腎症対策（データを活用した保健指導のあり方検討） など



大阪府全域での個人インセンティブ事業 「おおさか健活マイレージ アスマイル」 の実施
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国保制度改革における府の取組方針 ~ ２.健康づくり・医療費適正化のインセンティブの強化 ~



ﾎﾟｲﾝﾄ区分

１階

２階

３階

府民分ポイント

国保分ポイント
(40歳～）

医療保険者独自ｵﾌﾟｼｮﾝ
(協会けんぽ等)

・・・

市町村独自オプションポイント
(市町村の希望に応じて追加）

① 全国最大級の健康マイレージ事業
～ポイント還元額4年で、7億7千万円、 I CT活用で、政令市を含む全市町村での参加目標30万人規模は全国最大級
② 特定健診データとの連携により、健康活動データを見える化
～特定健診データと個人の健康活動の連携は都道府県では全国初の取り組み
③ 抽選回数、日本一！毎月・毎週抽選を実施
～毎月抽選に加え、毎週抽選を行うことで、楽しみながら続けていただく機会をより多く提供
④ 特典に、複数の電子マネーを用意
～お持ちのカードに合わせて、チャージできる電子マネー

事
業
の
特
色

市町村や医療保険者との協働による府民の行動変容促進

目標参加人数
事業参加人数 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度

府民(国保含む) ２万人 10万人 20万人 30万人
国保 １万人 ５万人 10万人 15万人
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○ ２０１９（平成31）年は「団塊の世代」が７０歳に移行することによる医療費の増加により、被保険者の負担は大幅な増加となった。
≪府内一人あたり保険料（理論値）≫
平成３０年度：１２７，８９４円 ⇒ 平成３１年度：１３９，６６９円（伸び率9.21%）激変緩和反映後：１３５，６４４円（伸び率6.06%）

【主な要因：保険給付費総額の増加によるもの（５％程度）推計被保険者数の減少によるもの（５％程度）】

○ ２０２５（令和７）年には「団塊世代」が後期高齢者へ移行することにより、国保における医療費の減少が見込まれる一方、その移行に伴う支援
金支払いの増加等により、更なる負担増加が見込まれる。

○ ２０４０（令和22）年には「団塊ジュニア世代」が65歳以上となり、国保における医療費の増加が見込まれ、更なる負担増加が見込まれる。

■今後の保険料の見通し

13.4%
17.7%

18.7%

26.8% 28.5%

34.7%

39.8%
34.8%

45.7%

2018（平成30）年 2025（令和７）年 2040（令和22）年

高齢者の割合の推移

府人口に占める75歳以上の割合

府人口に占める65歳以上の割合

国保加入者における65歳以上の割合

284,224 

300,562 304,745 
313,484 

321,718 
327,080 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（実績見込値）

平成31年度

（推計値）

一人あたり保険給付費の推移 （円）

307,430 

629,532 

70歳未満 70歳以上

1人あたり診療費 平成31年度(推計値：円）

2倍以上
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○ 将来にわたって安定的かつ持続可能な医療保険制度の構築に向けた、国民健康保険制度の構造的問題の抜本的解

決策として、医療保険制度の一本化の議論を進め、各医療保険制度間での格差是正を図っていただきたい。

≪当面の要望事項≫

１． 保険料の急激な増加を抑制し、被保険者の保険料負担が軽減されるよう、国において更なる公費拡充を実施されたい。

２． 保険者努力支援制度等において、広域化の推進（保険料水準の統一など）、財政健全化や 医療費の適正化等の

先進的な取組みに対して、適切に評価する仕組みを構築していただきたい。

とりわけ、大都市では医療費適正化の取組みが、ただちに効果として現れにくいことから、全国一律に評価することにより府

県間格差が顕在化する恐れがある。人口規模に応じた取組みの改善状況など地域の特性を考慮し、きめ細やかに評価され

たい。

３． 保健事業や医療費適正化に向けた様々な取組みの効果が適切に測れるよう、国としてデータの提供を含め、きめ細や

かな協力をお願いしたい。

■国への要望
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