
第 4回国保運営協議会

資料 2‐ 1

平成31年度長浜市国民健康保険事業計画 (案 )

長浜市国民健康保険事業の適正な実施と持続的かつ安定的な財政運営を確保し、被保険者の健

康保持・増進を図つていくことを目的とします。

平成 30年度から都道府県化がスター トし、滋賀県では平成 36年度以降できるだけ近い段階

で県内保険料率の統一をめざすこととなりました。その実現に向け、負担と給付の公平性の観点

から、市町で担つている資格管理、保険給付、保険料の賦課。徴収、保健事業等の各種業務につ

いて、平準化が進められています。.県内市町との整合性を図りながら各種事業を推進するととも

に、保険者努力支援制度による国県の交付金の確保に努めます。

重 ,煮施策

1 適正な資格管理と給付  ′

2 保 l`父料の適正な賦課 1徴収

3 被保険者の健康づくり

1 目的

2 基本事項

3 重点事業と主な取組内容

1 適正な資格管理と

限りある財源で国保財政を運営するため、適正な資格管理に努めるとともに、保険加入の利益が

最大限得られるよう、適正な給付に努めます。

重点事業 平成 31年度の目標

高額療養費制度の周知徹底 申請率 50。0%(H30見込み :44.0%)

【目標達成に向けた取組内容】

①高額療養費申請勧奨の実施 (月 2回対象者へ通知)【保【父医療課】

②国保力日入時におけるパンフレントの配布 【保険医療課】

③証発送時にチラシを同封 【保険医療課】

④広報・ホームページによる啓発 【保険医療課】

⑤郵送による申請の推進 【保険医療課】
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重点施策 2′ 録険料の適正な賦課・徴収

国民健康保険の運営は一定の公費負担と保「父料で賄 うという基本原則に基づき、 必要な財源及

び負担の公平性を確保するため一層の収納率向上に取り組むなど、 適正な賦課・徴収に努めます。

重点事業 平成 31年度の目標

収納率の向上 現年度分目標収納率 95.0%(H30日 標 :94.0%)

【目標達成に向けた取組内容】

①適正な資格管理 【保険医療課】

②コンビニ収納および日座振替の推進 【税務課】

③外国人滞納者への対応 (ポルトガル語の通訳を配置)【滞納整理課】

④療養費等申講時の納付御奨 【保険医療課】
⑤延長窓口での納付相談の実施 【滞納整理課】

⑥財産調査、実態調査の徹底 【滞納整逸課、税務課、保険医療課】

⑦滞納処分の実施 【滞納整理課】         :
③資格証 ,短期証の交付 【保険医療課】
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重Jミ施策 3 被保険者の健康づくり

被保険者の健康保持・増進と生活習慣病の早期発見・重症化予防を図るため、特定健診の啓発

や受診初奨の取組みを強化し受診率向上に努めるとともに、被保険者の健康的な行動の習慣化を

図るため、健康アプヅ「BIWATTEKU」 事業を推進します。

重点事業 1 平成 31年度の目標

特定健康診査等受診率向上対策 特定健康診査受診率 37.0%(H29実績 i34。2%)

【目標達成に向けた取組内容】

① (新規)イ ンヤンティブとして前年度受診者の自己負担金 (1,000円 )を無料化

【保ll尖医療課・健康推進課】

②41歳受診対象者の自己負担金無料Fヒ 【保険医療課。健康推進課】

③特定鱒診のみの集団健診 (さ くさく健診)の実施 【健康推進課】

④新聞広告の掲載 【保険医療課】

⑤地域づくり協議会等と連携しての啓発 【健康推進課】

⑥病院における受診啓発チラシの配布 【保険医療課】

⑦餌 を使用した健診啓発の効率化 (受診勧奨およびデータ分析)【保除医療諜】

③未受診者への電話勧奨 【保険医療課】

⑨オプトアウト方式による健診申し込み 【健康推進課】

⑩veb予約システムによる24時間申込み受付 【健康推進課】

①人間ドック費用助成 【保険医療課】 イ

⑫O次健診対象者への受診働奨 【健康推進課】
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重点事業 2 平成 31年度の目標

(新規)健康推進アプ リ

「BIWA― TEKU」 事業
加入者数 190人  (新規事業)

※  健 康
ア プ リ

「

BIWA一 TEKU」 と は

健康づくりの意識付けと習慣化を目的とした気軽に参加できる健康推進アプ )。 1年を通じ

てウオーキングや健診、健康イベン トヘの参力日によリポイン トを取得 し、そのポイン トで景品

が当たる抽選に応募できるスマー トフオンの健康アプリ。  :

【日標達成に向けた取組内容】

①「BIWA― TЁ KU」 事業周知のための広報、参加勧奨 【健康推進謀】

②スタンプラジ●用ウォーキングコースの設定および登録 【健康推進課】

③景品抽選用賞品 (企業の協賛品)の取得 (企業への協力依頼)【健康推さ課】

④ポイント取得用イベントの設定および登録 【健康推進課】
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事業区分 事業名 事業内容

(1)保険料賦課 。徴収

保険料の決定
保険者が負担すがき費用 (保険給付費等)を所得
割、均等割、平等割によつて納付義務者に接分 し、
納める保険料を定める。

納付書及び督促状の発送
保険料を納めるための納付書や督促状を納付義務者
に送付する。

財産調査及び滞納処分
滞納者が、督促状の指定期限までに保険料を納入 し

ない場合に、催告や財産調査等を行い、その財産を

差 し押 さえ、保険料に充てる。

保険料軽減及び減免事務
一定所得以下の世書について保険料を軽減 した り、
災害等に遭遇 した世帯に録険料を減免 した りする措

置を行なう。

非 自発的失業者保険料軽減
雇用主側の理由による退職によつて失業者になった

場合に保険料を軽減する措置を行なう。

(2)保険給付等

保険給付

保瞼の給付
病気やけがに対 して療養 (診療、投薬、手術等)を
給付する。

療養費支給

一旦自費で療養を受けた場合に、事後に現金でその

費用を支給する。 (コ ルセット作成、接骨院受診、
海外での受診等)

高額療養費支給
過重な自己負担の軽減を図るために、自己負担額が一定

額以上になつた場合は、超えた全額を支給する。

特定疾病療養費支給
高額な治療を長期継続する疾病として厚生労働大臣
が定める疾病について、年齢、所得によつて設定さ
れた自己負担金を除く費用を支給する。

高額介護合算療養費
支給

医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が、高額
療養費と高額介護サービス費の支給を受けてもなお
高額になる場合は、 1年間の合算額について限度額
を超える額を支給する。

特別療養費支給
被保険者資格証明書を提示して受けた療養に対して

費用を支給し、滞納保険料にあてる。

出産育児一時金支給
被保険者の出産に関して、条例に定めるところによ

リー時金の支給を行なう。

葬祭費支給
被保険者の死亡に関して、条例の定めるところによ
り葬祭費を支給する。

被保険者証及び高齢者受給者証
等交付 (平成 31年 8月 から一

体化の予定)

被保険者の証明をする被保険者証と70歳以降に支
払う自己負担金の負担割合を表示している高齢受給
者証をメぇ<行する。

居所不明被保険者調査の実施
保険料の納付書等を送付しても宛所不明で届かない

場合等に、居住を確認 して、被保険者資格の有無を
確認する。

被扶養者適用調査の実施
健康保険の「被扶養者」になるべきものが、国保の

被保険者になつていないかを調べ、切り替えるよう
に指導する。

退職被保険者適用事務
退職後に国保加入となつた被保険者とその被扶養者
の退職者医療制度への適用の有無を調査し、適用さ
せる。

(3)被保険者資格の
適用適正化事業
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修学中や病院等に入院、入所又
は入居中 (■6条該婆)の被保
険者の資格管理

就学や/白
~設への入所等により市外に居住する被保[父

者に、届出によつて被保険者証を発行する。

短期被保険者証及び資格証明書
交付   ′

国r呆の保険料を滞納 している世帯の被保騒父者証につ

いては、特別の有効期限を定めた短期被保険者証や
全額 自己負担する被保険者資格証明書を発行する。

レセプ ト (診療報酬請求書等)を、被保険者資格の
有無、診療報酬の算定の適不適を点検し、診療報酬
支払を適正に行なう。 (県内市町共同事業 一部国
保連委託)

レセプ ト点検 (内容点検・資格
点検)

不法行為等 (交通事故、けんか等)に よつて生じた

給付について、損害賠償と保険給付の調整を行な
う。主として、加害者に対して保険給付額を限度に

費用請求を行 う。

第二者行為求償事務

不当 (不正)利得返還事務 (保

険者闘調整事務)

国保資格喪失後受診により発生する保I父給付の返還
金の請求を行なう。保険者間で調整する場合もあ
る。

ジェネリック医薬品使用推進のために、ジェネリン
ク医薬品希望シーノレの西己布や差額通知 (県内市町共
同事業 国保連委託)を行なうど

ジェネ リック医薬品普及啓発及
び差額通知

柔道整復師適正受診啓発 (患者
調査)

柔道整復のレセプ トの頻回請求に対して患者調査を

行い、適正請求及び適正受診を促す。 (県内市町共

同事業 国保連委託)

期間を定めて、使用した医療費の総額を知らせ、適
正受診を促す。 (県内市町共同事業

1国
保連委託)

医療費通知

同じ疾病で複数の医療機関受診を行なつていたり、
受診 日が頻回となっている被保 1子父者に対して、訪閥
による状況確認と相談指導を行なう。

(4)医療費適正化
対策事業

重複多受診被保【父者患者調査及
び指導

特定健康診査及び特定保健指導
被保険者に対して健康診査や保健指導を行い、生活
習慣病の早期発見をはかり、重症化を予防する。

被保険者に姑して、健診受診を促す対策を行なう。健診受診啓発事業

被保【父者の人間 ドング受診に対して費用助成を行
い、疾病の早期発見をはかり、重症化を予防する。

人間 ドック助成事業

被保険者に対して各種がん検診を受診するよう促
す 。

各種がん検診

1年を通じて、被保険者の健康的な行ヨカの習慣化を

図る。

(5)保健事業

健康ア
~プ

リ  「BIWA― TEKU」  事業
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月 事業内容

4月
○ 人間 ドック助成事業受付 (～ 12月 )

○ ジェネ ジック差額通知 (1回 目)

5月
○ 特定健康診査受診券作成 。発送
○ 医療費通知 (1回 目)

6月

○ 保険料決定通知発送
○ 特定健康診査 (集団健診)開始 (～ 11月 )

○ 被保険者証 (兼高齢受給者証)更新・発送

7月

○ 一部負担金限度額認定証更新 (高額療養費関係)

○ 特定疾病療養受領証更新
○ ジェネリック差額通知 (2回 目)

8月

○ 医療費通矢日 (2回 目)

○ 居所不明被保険者調査 (8月 1日 )

O 国民健康保険運営協議会

9月 ① 重複多受診者訪問指導 (～ 10月 )

10月
○ 被保険者資格適用適正化調査 (～ 12月 )

○ ジェネリック差額通知 (3回 目)

11月
○ 医療費通知 (3回 目)

○ 予算編成 (次年度)

12月 0 116条 該逹 (修学、入院、施設入所等)被保険者調査

1月
○ 被保険者証 (短期)更新 。発送
○ ジェネリック差額通知 (4回 目)

2月
○ 国民健康保瞼運営協議会
○ 医療費通知 (4回 日)

3月 O 保険料の決定

その他 (毎月又は随時実施 )

○ 納付書及び督促状の発送
○ 催告書の発送
○ 財産調査及び滞納処分
○ 保険料減免事務
O 非自発的失業者保険料軽減事務
○ 高額療養費申請働奨通知発送
○ 療養費及び高額療養費支給、高額介護合算療養費支給
○ 特定疾病療養受給者証交付
○ 出産育児二時金・葬祭費支給
O 高齢受給者証新規交付
○ 退職非該当被録険者証更新
○ レセプ ト点検
○ 特別療養費支給
○ 不当利得返還請求 (保険者間調整)

○ 柔道整復施術療養費調査 。分析

7


