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１ はじめに
国民健康保険とは

現在、日本では、すべての国民が何らかの公的医療

保険に加入することとなっています（国民皆保険制

度）。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入してい

る人や生活保護を受けている人などを除くすべての人

は、お住まいの市町村の国民健康保険（国保）に加入

しなければなりません（強制加入）。

国保は、こうした加入者（被保険者）がお金（保険

料（税））を出し合い、病気やケガをしたときの医療

費などにあてる、助け合いの制度です。

加入者は、保険証（被保険者証）を１人１枚持ち、

病気やケガにより医療機関を受診する際に窓口提示す

れば、３割（２割または１割）の自己負担で医療を受

けることができます。残りの医療費については保険者

（市町村）が負担することにより、誰もが安心して医

療サービスを受けることができています。

平成28年7月

大分県福祉保健部 国保医療室
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２ 大分県の人口構成と高齢化率
大分県の総人口は、平成27年10月1日現在、116.5万

人となっており、減少傾向が続いています。

また、65歳以上の人口は35.2万人となっており、高
齢化率は30.4%と、県民のおよそ３人に１人が65歳以上
となっています。

総人口(人) ※いずれも１０月１日現在

※平成18～27年 大分県人口推計より

高齢化率(％)
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（１）国保加入者数と高齢化率の推移

平成26年度の大分県の市町村国保加入者数は29.8万人、加入

割合は25.4％となっており、県民のおよそ４人に１人が市町村

国保に加入しています。

加入者の総数は年々減少していますが、前期高齢者(65～74

歳)数については、平成24年度以降増加傾向にあります。

平成26年度の市町村国保加入者の前期高齢者の占める割合は

41.3％となっており、加入者の高齢化が進んでいます。

３ 大分県の国民健康保険の状況

※国保実態調査より

前期高齢者の占める割合（％）加入者数（人）
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（２）国保加入者１人当たり医療費の推移

加入者の高齢化などにより、市町村国保の１人当たり医療費

は全国的に上昇傾向にあります。

平成26年度の大分県の１人当たり医療費は、40.1万円と全国

平均を6.8万円上回っています。

本県の１人当たり医療費は、全国平均と比較して高い水準で

推移しており、平成22～26年度は全国で４番目に高い状況と

なっています。

6.8万円差



市町村国保の事業主体（保険者）は、それぞれの市町村で
す。

加入者はおおよそ、次のような人です。

• 自営業の人、農業や漁業に従事している人

• パート・アルバイトをしていて、職場の健康保険に加入して

いない人

• 退職などで職場の健康保険をやめた人や無職の人

• 外国人で、日本に３か月を超えて滞在する人

※なお、75歳以上の方については全員、「後期高齢者医療制度」に加入する

こととなります。

国保事業（一部負担金を除く医療費支払いなど）は、加入者
の保険料（税）で運営されています。

※大分県では、すべての市町村において保険税となっています。

４ 国民健康保険のしくみ

加入者
（被保険者）

国保連合会

市町村
（保険者）

医療機関

保険税

保険証交付

医療費
（一部負担金）

医療費を
請求

審査結果医療費支払
（国保連合会経由）

診療



（１）保険税のしくみ

○ 保険税は、下記の内訳の合計で決まります。

（※介護分は、40歳以上の加入者のみ負担）

○ 上記内訳ごとに、保険料負担能力に応じて賦課される応
能分（所得割、資産割）と、受益（医療サービスを受け
られること）に応じて等しく被保険者に賦課される応益
分（被保険者均等割、世帯別平等割）とで構成（算定）
されます。

○ 保険税は、世帯ごとに算定され、世帯主に対して課税さ
れます。（納税義務者は世帯主となります。）

○ 低所得者への軽減制度や、災害を受けたときの減免制度
があります。詳細についてはお住まいの市町村へお問い
合わせください。

区分 医療分 後期支援分 介護分 保険税

応能分
所得割 所得割 所得割

合計したものが
保険税

資産割 資産割 資産割

応益分
均等割 均等割 均等割

平等割 平等割 平等割

５ 国民健康保険税について

※１ 資産割を徴収しない市町村もあります。

２ 税額（率）は市町村ごとに異なります。

医療分 介護分後期高齢者医療支援分



（２）国保会計のしくみ

ア 収 入

○ 加入者からの保険税だけでなく、公費（国費や県費、
市町村費）も充てられています。

○ また、他の保険（協会けんぽや健康保険組合、共済組
合等）からの財政的支援を受けています。

イ 支 出

○ 加入者の医療費などの支払い（保険給付）に７割が充
てられています。

○ また、後期高齢者医療制度や介護保険制度などを支え
るための支出もあり、日本の社会保障制度を互いに支え
合っています。

保険税
17%

公費
（国、県、市
町村費）
47%

他保険からの
交付金
26%

その他
10%

収 入

保険給付
70%

後期高齢者
支援金
11%

介護納付金
5%

その他
14%

支 出

※いずれも平成２６年度国民健康保険事業状況より



６ 国民健康保険で受けることの
できる主なサービス等
病気やケガをした際に、保険適用の医療を受けることがで

き、その場合、加入者は医療費の３割（２割または１割）を負
担します（一部負担金）。

そのほかに、国民健康保険では次のようなサービスを受ける
ことができます。

（１）療養費

次のような場合は７割（９割または８割）が払い戻されま
す。
・急病や旅行などで、やむをえず保険証を持たずに保険適用の

医療を受けて、医療費全額（10割）を支払ったとき

・コルセットなど、治療に必要な補装具の費用を支払ったとき など

（２）高額療養費

病院の窓口で支払う一部負担金額が一定の額を超えた場合
（主に入院や手術などの場合）には、超えた額について高額
療養費として支給されます。

（３）出産育児一時金

加入者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。

（４）埋葬料（葬祭費）

加入者が死亡した場合、喪主に対して埋葬料（葬祭費）の
一部が支給されます。

上記（１）～（４）についてはいずれも、必要な書類をそろえて

市町村の窓口に申請または請求の手続きが必要となります。



（５）特定健康診査・特定保健指導

生活習慣病を予防するため、 40歳以上（74歳以下）の加入
者は「特定健康診査（特定健診）」を受診することができま
す。

また、健診結果から、生活習慣の改善が必要と認められる
方を対象に、「特定保健指導」も行われています。

毎年必ず、特定健診を受診して、自分の身体の健康チェッ
クを行うとともに、生活習慣を見直しましょう。

（６）その他の健康づくり

糖尿病の重症化予防や40歳未満の加入者を対象とした健診
など、市町村において独自に行っている健康づくりメニュー
もあります。



７ おわりに
（１）国保は医療のセーフティネットです

国民健康保険は日本の社会保障制度の根幹を支える公的
医療保険のひとつであり、医療のセーフティネットとして
国民の健康を支えている大切な仕組みです。

（２）国保は国民全員で支え合う仕組みです

国民健康保険は、無職の方や所得の低い方の加入者が増
えているとともに、加入者の高齢化により医療費が増加し
ており、財政運営の状況は大変厳しいものとなっていま
す。

医療のセーフティネットである国保が、将来にわたって
安定的に存続するためには、国民（県民）全員で支え合っ
ていかなければなりません。

（３）国保加入者も健康寿命（※）日本一！

健康で長生きすることは、県民共通の願い

でもあります。そのため、大分県では「健康

寿命日本一」を目指して、さまざまな取組を

展開しています。

０歳から７４歳までのみなさまが加入する国保において
も、加入者の健康づくりと疾病予防の取組を積極的に行っ
ています。

市町村が行う特定健診や特定保健指導などの保健事業を
活用し、健康づくりに積極的に取り組みましょう。

（※）健康寿命とは…健康上に問題がない状態で

日常生活を送ることができる年齢



【参考：法令関係】
（１）日本国憲法

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限
度の生活を営む権利を有する。

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社
会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ
ならない。

（２）国民健康保険法

（目的）

第一条 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、も
つ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。

（国民健康保険）

第二条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、
出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものと
する。


