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令和３年度国民健康保険料率算定の考え方について

１ 国民健康保険料率の算定について

国民健康保険料率は、平成３０年度の制度改革（広域化）により、東京都が「国民健

康保険事業費納付金・標準保険料率」を算定し、区は東京都が算定した納付金を納付す

るとともに、標準保険料率を参考に保険料率を決定する仕組みに変わった。

このたび、東京都から「令和３年度国民健康保険事業費納付金・標準保険料率」が示

されたので、中野区の保険料率算定の考え方を報告する。

（１）納付金の算定方法（按分の方法）

区の納付金の算定に当たっては、都全体の医療給付費等の見込み額から国庫負担金等

の見込み額を差し引き、都全体で必要となる納付金の総額を算出し、区市町村の医療費

水準及び被保険者の所得水準に応じて納付金を按分する。

≪イメージ≫

都全体の納付金必要額 区ごとの納付金算定方法

２ 令和３年度国民健康保険事業費納付金

（１）納付金額の比較（中野区） （単位：円）

医療分（基礎分） 支援金分 介護分 合計

令和 2年度 8,123,981,377 2,682,473,858 1,036,023,563 11,842,478,798

令和 3年度 7,486,162,605 2,606,529,740 1,147,385,287 11,240,077,632

前年度比
△637,818,772 △75,944,118 111,361,724 △602,401,166
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（２）被保険者数の比較

３ 令和３年度標準保険料率と令和２年度保険料率の比較

（１）保険料率の比較

（２）1人当たり保険料の比較 （単位：円）

４ 中野区の令和３年度保険料率算定における基本的な考え方

東京都が算定した令和３年度標準保険料率と中野区の令和２年度の保険料率には、

所得割で１．４１％、均等割額で１４，９８１円、一人当たり保険料は２８，０４５

円の乖離がある。前年度同様、低所得者及び多子世帯の保険料負担に配慮し、保険料

が急激に増加しないよう、激変緩和措置を講じながら、段階的に決算補填等目的の法

定外繰入金の削減に向けた取組を進める。

なお、平成２９年度に策定した中野区財政健全化計画については、国保会計の規模が

一般被保険者数
うち２号被保険者数

（40 歳～64 歳）

令和 2年度 80,304 人 26,918 人

令和 3年度 76,220 人 26,306 人

前年度比
△4,084 人

（94.9％）

△612 人

（97.7％）

医療分(基礎分) 支援金分 介護分 合計

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）

令和 2年度

保険料率
7.45 37,500 2.29 11,700 1.86 15,900 11.60 65,100

令和 3年度

標準保険料率
7.50 44,117 2.72 15,579 2.79 20,385 13.01 80,081

差 0.05 6,617 0.43 3,879 0.93 4,485 1.41 14,981

医療分（基礎分） 支援金分 介護分 合計

令和 2年度

保険料
94,109 28,952 33,787 156,848

令和 3年度

標準保険料
101,677 36,041 47,175 184,893

差 7,568 7,089 13,388 28,045
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縮小（平成３０年度予算：34,453,000千円、令和３年度予算（見込）：32,045,000千

円、△2,408,000千円）したこと、達成目標としていた目標収納率（令和元年度：

86.04％）と決算収納率（令和元年度：84.53％）の乖離が大きくなっていることを踏ま

え、令和２年度に変更した。

主な変更点は、激変緩和措置の期間を９年間から１２年間に３年間延長したこと、目

標収納率の見直し、それに伴う赤字削減予定額の見直しである。（【別添資料】国保財政

健全化変更計画のとおり）

（１）激変緩和措置①

令和３年度の賦課総額の算出に当たっては、支援金分及び介護分の国保事業費納付金

の６％相当額を控除する。

（２）激変緩和措置②

標準保険料率の算定に当たっては、納付金総額等を標準的な収納率（直近の収納率８

４.５５％）で割り戻しているが、保険料の急激な上昇を抑えるため、９４.１５％で割

り戻すこととする。

中野区の

納付金

＋
葬祭費等

（医療分のみ）

÷
収納率 ＝

賦課すべ

き保険料

必要総額
令和３年度保険料率

激変緩和措置②

中野区の直近（令和元年度）の収

納率（８４．５５％）ではなく、

９４．１５％で割り戻す。

激変緩和措置①

支援金分と介護分の納付金の６％相

当額を控除する。（６％相当額は、一

般会計からの繰入金で賄う。）
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0.5%

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 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%

9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0%
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＜激変緩和措置①のイメージ＞

＜激変緩和措置②のイメージ＞

収納率の向上を図りながら、割り戻す収納率を目標収納率に近づけていく。

一般会計からの繰入金で賄う
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５ モデル世帯別の保険料の前年度比較

（１）年金収入（６５歳以上）１人世帯 （医療分＋支援分） （単位：円）

（２）年金収入（６５歳以上）２人世帯 （医療分＋支援分） （単位：円）

（３）給与所得者（３０歳）１人世帯 （医療分+支援金分） （単位：円）

（４）給与所得者 ４人世帯（医療分+支援金分+介護分）

〔世帯主（４０歳）＋配偶者（４０歳・収入なし）＋子２人（収入なし）〕 （単位：円）

※介護保険料は４０～６４歳の被保険者に適用される。

６ 一人当たり保険料

（単位：円）

年収 100 万円 200 万円 300 万円 400 万円 500 万円 600 万円 700 万円

①令和 2年度 14,760 85,138 192,378 272,732 354,548 437,338 520,128

②令和 3年度案 14,580 83,718 188,838 267,542 347,678 428,768 509,858

差（②－①） △180 △1,420 △3,540 △5,190 △6,870 △8,570 △10,270

年収 100 万円 200 万円 300 万円 400 万円 500 万円 600 万円 700 万円

①令和 2年度 29,520 94,978 241,578 321,932 403,748 486,538 569,328

②令和 3年度案 29,160 93,438 237,438 316,142 396,278 477,368 558,458

差（②－①） △360 △1,540 △4,140 △5,790 △7,470 △9,170 △10,870

年収 100 万円 200 万円 300 万円 400 万円 500 万円 600 万円 700 万円

①令和 2年度 26,548 135,886 204,066 276,142 354,062 431,982 513,798

②令和 3年度案 26,208 133,506 200,286 270,882 347,202 423,522 503,658

差（②－①） △340 △2,380 △3,780 △5,260 △6,860 △8,460 △10,140

年収 100 万円 200 万円 300 万円 400 万円 500 万円 600 万円 700 万円

①令和 2年度 116,620 217,540 367,320 498,880 591,680 684,480 781,920

②令和 3年度案 118,144 220,108 371,628 504,676 598,436 692,196 790,644

差（②－①） 1,524 2,568 4,308 5,796 6,756 7,716 8,724

基礎分 支援金分 介護分 合計

令和 2年度 94,109 28,952 33,787 156,848

令和 3年度 91,310 30,187 39,480 160,977

差 △2,799 1,235 5,693 4,129
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７ 今後の予定

３月 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例、提案



　

0 千円（％） 200,974 千円（％） 198,911 千円（％） 66,347 千円（％） 144,567 千円（％） 147,450 千円（％） 758,249 千円（％）

0 千円（％） 0 千円（％） 0 千円（％） 0 千円（％） 0 千円（％） 0 千円（％） 0 千円（％）

0 千円（％） 200,974 千円（％） 198,911 千円（％） 66,347 千円（％） 144,567 千円（％） 147,450 千円（％） 758,249 千円（％）

【別添資料】

国保財政健全化変更計画書
「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」（平成30年1月29日付保国発0129第2号厚生労働省国民健康保険課長通知）
に基づく赤字削減･解消計画

（平成３０年度から令和５年度まで６ヵ年計画）

年度(赤字発生年度) 平成28年度 赤字の原因①
赤
字
の
発
生
状

況

※１　国民健康保険事業の実施状況報告様式５の決算補填等目的の法定外一般会計繰入額の小計額と一致していること。
※２　当該年度の繰上充用（当年度の歳入が歳出に不足し、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てる）の額と、前年度の繰上充用の額の差引増加分。但し、累積赤字のうち削減・解消された繰上充用金がある場合は、その額を除く。
※３　率の場合は、赤字額又は削減すべき合計額に占める削減予定額の割合を記載する。なお、赤字額がすべて解消される場合には削減率100％とする。

合計
赤字削減予定額（率）

②
　
赤
字
削
減
計
画

　
※
３

年
度
別
の
赤
字
削
減
予
定
額

（
率

）

法定外繰入金 ※１ ２，４７０，６１６千円 赤字の原因
(１)保険料の収納率が低迷している。
(２)保険料負担緩和のため、国都からの公費を５０％、保険料の賦課率を５０％として設計して
いる。
(３)保険料負担緩和のため、高額療養費の一部等を保険料賦課総額から除外している。

繰上充用金の新規増加分 ※２ ０千円

赤字額（合計） ２，４７０，６１６千円

赤字削減・解消のための基本方針 赤字削減・解消のための具体的取組内容

1．予算ベースの令和3(2021）年度の赤字額：1,321,538千円
2．削減の目標年次：令和17（2035）年度
3．赤字削減の主要事項
　(1)保険料率の段階的な引上げ
　(2)収納率の向上対策の取り組み
　(3)医療費適正化の取り組み

1．保険料が急激に増加しないよう、激変緩和措置を図り、12年間を目途に段階的に縮小し、決算補填を目的とした法
定外繰入の削減を図る。
  (1)支援分・介護分の国保事業費納付金を平成30年度は9％減額する。令和元年度以降は減額する割合を1％、令和
７年度以降は減額する割合を0.5％ずつ引き下げる。
　(2)割り返す収納率を段階的に引き下げる。
2．収納率を赤字削減の目標年次の令和17年度に92.78％とすることを目標とし、収納率向上対策に取り組む。
  (1)口座振替の利用促進を進めつつ、新たな収納チャネルの導入を検討する。
　(2)税務部門が保有する滞納処分情報を共有することで、一体的な滞納整理を進める。
　(3)転出者への催告の強化を行う。
　(4)多言語対応による制度周知を図る。
3．医療費適正化の取り組みを行う。
　(1)レセプト点検や医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知を実施する。
　(2)データヘルス計画に基づく糖尿病予防重症化対策事業や特定健診・保健指導の受診率向上事業を実施する。

計画年次 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次 第5年次 第6年次

合計

年　　　度 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

法定外繰入の
削減予定額（率）

繰上充用金の新規増
加分の削減予定額

（率）


