
次期大阪府国民健康保険運営方針策定 進行管理（全体表）

次期方針

改定の方向性
（案）

Ⅰ 基本的事項 

1 １ 策定の目的 事業運営WG 時点修正
2 ２ 策定の根拠規定 事業運営WG 時点修正
3 ３ 策定年月日 事業運営WG 時点修正
4 ４ 対象期間 事業運営WG 時点修正
5 ５ 進行管理及び運営方針の検証・見直し 事業運営WG 時点修正

Ⅱ 府における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方 

１ 基本的な考え方 

6 （１）市町村国保が抱える構造的な課題 事業運営WG 時点修正
7 （２）基本認識 事業運営WG 継続
8 （３）視点 事業運営WG 時点修正

２ 府内統一基準の設定 

9 （１）保険料関係 財政運営WG 継続
10 （２）保険料関係以外 事業運営WG 継続
11 ３ 統一時期 事業・財政 要検討 ただし書きについての検討

Ⅲ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 

１ 医療費の動向と将来の見通し 

12 （１）府の人口 財政運営WG 時点修正
13 （２）府内市町村国保の概要 財政運営WG 時点修正
14 （３）医療費の動向 財政運営WG 時点修正
15 （４）将来の国民健康保険財政の見通し 財政運営WG 時点修正

２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 

16 （１）府内市町村国保の現状 財政運営WG 時点修正
17 （２）財政収支の改善に係る基本的な考え方 財政運営WG 時点修正
18 （３）計画的に解消すべき対象としての「赤字」の範囲 財政運営WG 継続
19 （４）赤字解消の取組、目標年次等 財政運営WG 継続
20 （５）累積赤字の取扱い 財政運営WG 時点修正
21 （６）市町村が保有する財政調整基金の取扱い 財政運営WG 要検討
22 （７）府国民健康保険特別会計の在り方 財政運営WG 継続

３ 府財政安定化基金の運用 

23 （１）「特別な事情」による収納不足時の交付 財政運営WG 継続
24 （２）「特例基金」の活用 財政運営WG 要検討

Ⅳ 市町村における保険料の標準的な算定方法 

１ 府内市町村の現状 

25 （１）保険料の算定方式 財政運営WG 時点修正
26 （２）応能割と応益割の割合 財政運営WG 時点修正
27 （３）賦課限度額の設定状況 財政運営WG 時点修正
28 ２ 標準的な保険料算定方式（医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分） 財政運営WG 継続
29 ３ 保険給付費等交付金（普通交付金）の対象とする保険給付の拡大 財政運営WG 要検討

４ 事業費納付金の算定方法 

30 （１）医療分 財政運営WG 要検討
31 （２）後期高齢者支援金分・介護納付金分 財政運営WG 継続
32 ５ 標準的な収納率 財政運営WG 要検討
33 ６ 府内統一保険料率 財政運営WG 継続

７ 激変緩和措置 

34 （１）激変緩和措置の期間 財政運営WG 要検討
35 （２）府が実施する激変緩和措置の内容 財政運営WG 要検討
36 （３）激変緩和措置の対象 財政運営WG 要検討
37 （４）府・市町村の共同の激変緩和措置 財政運営WG 要検討

８ その他 

38 （１）保険料・保険税の区分 財政運営WG 継続
39 （２）保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数 財政運営WG 継続
40 （３）保険料の減免 財政運営WG 要検討

Ⅴ 市町村における保険料の徴収の適正な実施 

41 １ 府内市町村の現状 事業運営WG 時点修正
２ 収納対策 

42 （１）目標収納率の設定 事業運営WG 時点修正
43 （２）収納対策の強化に資する取組 事業運営WG 時点修正
44 ３ 収納率向上に対するインセンティブ方策 事業運営WG 時点修正

Ⅵ 市町村における保険給付の適正な実施 

45 １ 府内市町村の現状 事業運営WG 時点修正
46 ２ 府による保険給付の点検、事後調整 事業運営WG 時点修正
47 ３ 保険医療機関等による不正請求に係る返還請求 事業運営WG 時点修正

４ 療養費の支給の適正化 

48 （１）療養費の支給に係る共通基準の設定 事業運営WG 要検討 管理番号７０を集約
49 （２）市町村に対する定期的・計画的な指導・助言の実施等 事業運営WG 時点修正
50 ５ レセプト点検の充実強化 事業運営WG 継続

６ 第三者求償や過誤調整等の取組強化 

51 （１）第三者求償事務の取組強化 事業運営WG 時点修正
52 （２）過誤調整の取組強化 事業運営WG 継続

７ 高額療養費の多数回該当の取扱い 

53 （１）世帯の継続性に係る判定基準の標準化 事業運営WG 時点修正
54 （２）高額療養費の計算方法や申請勧奨事務に係る取組の標準化 事業運営WG 要検討 高額療養費の取扱い、70歳以上世帯の申請手続きの簡素化の検討

８ その他 

55 （１）一部負担金の減免及び徴収猶予 事業運営WG 要検討 保険料の経過措置期間との整合
56 （２）出産育児一時金 事業運営WG 時点修正
57 （３）葬祭費 事業運営WG 継続
58 （４）精神・結核医療給付 事業運営WG 要検討 R3以降の方向性を検討

Ⅶ 医療費の適正化の取組 

59 １ 府内市町村の現状 事業運営WG 時点修正
２ 医療費の適正化に向けた取組 

60 （１）生活習慣病重症化予防 事業運営WG 要検討
61 （２）適正受診・適正服薬 事業運営WG 要検討
62 （３）取組の進んでいる市町村の事例の情報提供等を通じた好事例の横展開 事業運営WG 要検討
63 （４）市町村に対する定期的・計画的な指導・助言の実施 事業運営WG 要検討    運営方針策定要領の改定を踏まえ検討
64 （５）データヘルス計画に基づくＰＤＣＡサイクルによる事業実施 事業運営WG 要検討
65 （６）府国保連合会等に委託して行う医療費適正化に向けた取組 事業運営WG 要検討
66 ３ 医療費適正化計画との関係 事業運営WG 要検討
67 ４ 健康づくり・医療費の適正化に対するインセンティブ方策 事業運営WG 要検討

Ⅷ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進 

１ 市町村が担う事務の共同実施 

68 （１）被保険者証（通常証）及びその他の証（高齢受給者証等） 事業運営WG 時点修正
69 （２）医療費通知及び後発医薬品差額通知 事業運営WG 継続
70 （３）レセプト点検 事業運営WG 要検討 管理番号４８に集約
71 （４）広報事業の共同実施 事業運営WG 継続
72 （５）その他 事業運営WG 時点修正
73 ２ 保険給付費等交付金の国保連合会への直接支払い 財政運営WG 継続
74 Ⅸ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 事業運営WG 要検討 運営方針策定要領の改定を踏まえ検討

Ⅹ 施策の実現のために必要な関係市町村相互間の連絡調整 

75 １ 協議の場の設置 事業運営WG 時点修正
76 ２ 府・市町村が一体となって進めるべき施策の実施に向けて 事業運営WG 継続
77 ３ 円滑な制度施行に向けた調整 事業運営WG 時点修正

備 考所管WG現行方針の項目建て管理
番号

円滑な制度施行に向けた調整のため削除、制度運営に向けた調整を追加

事業WG 財政WG 計

継 続 ８ １１ １９

時点修正 ２３ １０ ３３

要 検 討（＊） １５ １１ ２６

合 計 ４６ ３２ ７８

（＊）№１１両WG共管

資料１


