参考資料３
保険者努力支援制度の取組について
R2.7.27 広島県国民健康保険課

１ 概要
国民健康保険の保険者努力支援制度は，保険者（都道府県・市町村）における予防・健康づく
り，医療費適正化等の取組状況に応じて国が交付金を交付する制度
２ 広島県及び県内市町の取組状況（全国順位及び獲得点）
（１）県分
評価指標

平成３０年度

平成３１年度

令和２年度

５位

２２位

２５位

３１位

３３位

－

医療費水準

５位

４位

－

都道府県の取組

５位

４０位

－

150 点（210 点）

175 点（255 点）

161 点（310 点）

61 点（100 点）

56 点（100 点）

50 点（110 点）

30 点（ 50 点）

30 点（ 50 点）

43 点（ 80 点）

59 点（ 60 点）

89 点（105 点）

68 点（120 点)

2,025 円（ 6 位）

2,165 円（12 位）

2,218 円（19 位）

市町村指標の評価

662 円（31 位）

704 円（36 位）

－

医療費水準

794 円（ 5 位）

965 円（４位）

－

都道府県の取組

569 円（ 5 位）

496 円（39 位）

－

総合順位
市町村指標の評価

獲得点合計

※（ ）満点

【指標１】

市町村指標の評価
【指標２】

医療費水準
【指標３】

都道府県の取組
一人当たり交付額

国民健康保険保険者
努力支援交付金（都道
府県評価分）

1,228,411 千円

1,258,554 千円

1,240,727 千円

《評価》
○ 市町村指標の都道府県単位評価
「特定健康診査の実施率」(1 点/12 点)，
「特定保健指導の実施率」(0 点/12 点)，
「後発医
薬品の使用割合」
（5 点/22 点）
，
「保険料（税）収納率」
（5 点/20 点）の評価が低いことが低
得点の要因となっている。
○ 医療費水準
「年齢調整後の一人当たり医療費の改善状況」で満点（40 点）をとったことで全国平均以
上の得点を獲得できたが，
「年齢調整後の一人当たり医療費」
（0 点/20 点）
，
「重症化予防の
マクロ的評価（当年度の実績）
」
（3 点/10 点）
，
「重症化予防のマクロ的評価（前年度の実績）
」
（0 点/10 点）の評価が低い。
○ 都道府県の取組
「重症化予防の取組等」
（5 点/25 点）
，
「市町村への指導・助言等」
（3 点/10 点）
，
「医療提
供体制適正化の推進」（0 点/25 点）の評価が低いことが低得点の要因となっている。

（２）市町分
評価指標

平成３０年度

平成３１年度

令和２年度

総 合 順 位

１６位

３０位

３４位

425 点（790 点）

486 点（880 点）

516 点（995 点）

獲得点合計
※（ ）満点
・全国平均以上「○」
・全国平均以下「×」

×

特定健診・特定保健指導・
メタボ関連

37 点（150 点）

43 点（150 点）

24 点（190 点）

×

がん検診・歯周病検診

33 点（ 55 点）

28 点（ 55 点）

9 点（ 70 点）

×

糖尿病重症化予防

72 点（100 点）

80 点（100 点）

94 点（120 点）

○

個人インセンティブ

73 点（ 95 点）

74 点（ 90 点）

102 点（110 点）

×

重複服薬

21 点（ 35 点）

30 点（ 50 点）

35 点（ 50 点）

×

後発医薬品

40 点（ 75 点）

52 点（135 点）

27 点（130 点）

×

収納率

30 点（100 点）

35 点（100 点）

31 点（100 点）

×

データヘルス計画

29 点（ 40 点）

42 点（ 50 点）

38 点（ 40 点）

○

医療費通知

23 点（ 25 点）

25 点（ 25 点）

24 点（ 25 点）

×

地域包括ケア推進

14 点（ 25 点）

14 点（ 25 点）

13 点（ 25 点）

×

第三者求償

24 点（ 40 点）

27 点（ 40 点）

27 点（ 40 点）

○

適正・健全な事業運営

29 点（ 50 点）

36 点（ 60 点）

73 点（ 95 点）

一人当たり交付額

1,890 円（7 位）

1,784 円（27 位）

1,916 円（22 位）

1,146,387 千円

1,036,986 千円

1,072,229 千円

国民健康保険保険者努力支援
交付金（市町村評価分）

（市町における一人当たり交付額）
項

目

H31

R1

一人当たり交付額

1,784 円

1,916 円

全国順位

27 位

22 位

３ 今後の対応
県は，得点が取れていない評価指標項目について，その要因を検証し，得点の獲得に向け，市
町への支援を行う。

