
 

 

 

 

 重度心身障害者及び母子家庭等医療費助成事業の所得制

限導入、乳幼児医療費助成事業の受給対象者年齢引上げにつ

いて 
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１ 医療費助成事業の現状 ～増加する医療費助成額～ 

平成１４年度医療費助成額のうち市の持ち出し分を市制施行の平成８年度の金額と比較

しますと、北海道の補助率削減（Ｐ３の表３参照）や対象者数の増などにより、非常に高

い伸びを示しています。特に、重度心身障害者は、約４，５００万円の増で約２．５倍、

母子家庭等は約５００万円の増で約２倍に増えています。（表１参照） 

 

 表１ 医療費助成額における市の持ち出し分と対象者数の比較   （単位：万円・人） 

区  分 
 

重度心身 
障害者 

母子 
家庭等 

乳幼児 計 

市の持ち出し Ａ 2,887 481 3,317 6,685 平成８年度 

対象者数   Ｂ 801 993 2,609 4,403 

市の持ち出し Ｃ 7,329 1,034 3,473 11,836 平成 14 年度 

対象者数   Ｄ 1,095 1,339 2,573 5,007 

市の持ち出しＣ－Ａ 4,442 553 156 5,151 比 較 

対象者数  Ｄ－Ｂ 294 346 △ 36 604 

市の持ち出しＣ／Ａ 153.9 115.0 4.7 77.1 伸び率（％） 

対象者数  Ｄ／Ｂ 36.7 34.8 △ 1.4 13.7 

 

２ 所得制限にあたって 

（１）所得制限のあり方 

 市税収入の大幅かつ継続的な増加などが期待できないなかで、市税等で負担する医療費

助成については、増加する傾向にあります。 

限られた財源を有効に活用していくためには、医療費助成が金銭給付である以上、これ

までの一定要件に対する一律の医療費助成から、対象者の経済的状況に応じた助成へと改

め、負担の公平性や将来的に持続可能な制度とする必要があります。 

このため、既に所得制限を設定している老人医療費助成事業以外の医療費助成事業につ

いては、所得制限を導入する必要がありますが、次に述べます理由により乳幼児医療費を

除外し、重度心身障害者医療費及び母子家庭等医療費の２つの助成事業について、所得制

限の導入を行おうとするものであります。 

 

（２）乳幼児医療費助成事業のあり方 

現在出生数が年々減少し、将来的には老人を支える人口が少なくなり、若者の負担の増

加が問題視されております。また、本市におきましても、少子化はまちの活力を損なうこ

となどにもつながり、今後のまちづくりを進めるうえで大きな課題となり、出生率の低下

を緩和する施策が必要であります。 

このようなことから、子供を産み育てる環境を整え、本市の次代を担う子供たちに、よ

り安心して医療が受けられる環境づくりに、努めていかなければならないと考えておりま

す。 

さらには、本市における人口の伸び率の鈍化や高齢化率の増加など、将来の活力あるま



ちづくりを進めるうえでの大きな課題であり、若年生産年齢人口の誘導策としての施策が

必要であります。 

このため、本市としては、これら医療費助成制度全体を考慮した上で、乳幼児医療費助

成事業については、少子化対策として、さらには若年生産年齢人口の誘導策として、対象

年齢を２歳引き上げるとともに、どの家庭の子供も均等に医療が受けられるよう所得制限

を導入しないこととしたものであります。 

 

３ 制度改正等による市の持ち出し分の影響 

平成１４年１０月に行われた国の医療制度改革により、３歳未満児の自己負担が３割か

ら２割に引き下げられたことに伴い、乳幼児医療費助成事業については本市の財政負担が

軽減されました。（表２参照） 

 

表２ 負担割合変更による市の持ち出し分の影響額      （単位：万円） 

 
区  分 

 

市の持ち出し分 
（３割負担） 

Ａ 

市の持ち出し分 
（２割負担） 

Ｂ 

 
市の持ち出し増 

Ｂ－Ａ 
重度心身障害者 2   1 △ 1 

母子家庭等 112 56       △ 56 

乳幼児 1,999     999 △ 1,000 

計 2,113     1,056 △ 1,057 

 
 

 ※平成１４年度決算額（３歳未満）をベースに算定しています。 

 

一方、北海道からの医療費助成の補助金については、平成１１年度まで１０分の６であ

った補助率が、平成１２年度以降補助率が段階的に削減され、平成１６年度以降は２分の

１となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、本市の財政負担は重くなってきています。（表３参照） 

北海道の補助率の推移 

平成１１年度まで ：６／１０ 

平成１２年度   ：５．８／１０ 

平成１３年度   ：５．６／１０ 

平成１４年度   ：５．４／１０ 

平成１５年度   ：５．２／１０ 

平成１６年度以降 ：１／２  



表３ 補助率削減による道補助金の影響額             （単位：万円） 

平成 14 年度 平成 16 年度  
区  分 

 
道補助金 
（補助率 
5.4/10） 

 
市の持ち出し 

Ａ 

道補助金 
（補助率 
1/2） 

 
市の持ち出し 

Ｂ 

 
市の持ち
出し増 
Ｂ－Ａ 

重度心身障害者 8,125 7,329 7,523 7,931  602 

母子家庭等 1,195 1,034 1,106 1,122      88 

乳幼児 2,465 3,473   2,283 3,656  183 

計 11,785 11,836  10,912 12,709  873 

 
 

 ※平成１４年度決算額をベースに算定しています。 

 

４ 所得制限導入に伴う影響額等 

（１）所得制限の限度額と導入の影響額 

所得制限の限度額については、導入済みの市町村の大部分が次の手当の限度額に準拠し

て設定しています。 

 

 

 

 

 

また、上記の限度額を設定した場合、平成１４年度の受給者の方で所得制限を超えてい

る方の割合は次のとおりです。（表４参照） 

 

 

 

 

 

表４ 所得制限を超えている方の所得区分及び人数           （単位：人） 

665～700 
万円 

～800 
万円 

～900 
万円 

～1,000 
万円 

1,000 
万円超 

計  
重度心身 
障害者 ８ ３１ １１ ７ １９ ７６ 

301～400 
万円 

～500 
万円 

～600 
万円 

～700 
万円 

 計 

１０ １０ ４ ３  ２７ 

 
母子家庭等 

（母） 
（子） １２ １３ ７ ３  ３５ 

518～600 
万円 

～700 
万円 

～800 
万円 

～900 
万円 

～1,000 
万円 

計  
乳幼児 
 １２ ８ ３ ０ ２ ２５ 

 

次に、所得制限を導入した場合の影響額についてでありますが、先に提出しました資料

では平成１４年度実績をもとに算出しておりました。 

重度心身障害者→特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当 

母子家庭等  →児童扶養手当 

乳幼児    →児童手当（特例給付） 

重度心身障害者 → ６．９％（１，０９５人中７６人） 

母子家庭等   → ４．６％（１，３３９人中６２人） 

乳幼児     → １．０％（２，５７３人中２５人） 



 

 

 

 

 

※ （参考）乳幼児 →   １０６万円（平成１４年度実績）  

 

 ただ、市の持ち出し分は医療費から高額療養費戻入金と道補助金を除いた額であり、こ

のうち高額療養費戻入金は年度間の変動が非常に大きいことも事実です。 

 

 

 

 

 

 

 仮に、単年度ではなく５年間全体での割合を使用した場合の所得制限導入の影響額は次

のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

（２）所得制限導入の考え方 

ア 実施予定時期 

 平成１６年１０月１日 

イ 対象となる医療費 

   重度心身障害者医療費及び母子家庭等医療費 

ウ 所得基準 

   次のそれぞれのうち、主として受給の対象となる人の生計を維持する人の所得を基

準とします。（共働き世帯なども、世帯合算は行いません。） 

（ア）重度心身障害者医療費：本人、配偶者、扶養義務者 

（イ）母子家庭等医療費：母、扶養義務者 

  ※（参考）乳幼児医療費：保護者（父母のうち所得の多い方） 

 エ 所得基準期間 

   申請時の前年の１月から１２月までの１年間です。 

オ 所得制限の限度額 

   所得制限の限度額は、次のとおりです。 

なお、表の所得額は、実際の収入額から一定の控除をした後のものです。 

 

（ア）重度心身障害者医療費（特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当

に準拠） 

重度心身障害者 →    ９８７万円 

母子家庭等   →     ２５万円 

   計        １，０１２万円  

●平成１４年度において所得制限を超えている方の医療費に占める高額療養費 

戻入金の割合    ：重度心身障害者６７．０％、母子家庭等３９．０％ 

●過去５年間（平成１０～１４年度）全体の医療費に占める高額療養費 

戻入金の割合    ：重度心身障害者２０．３％、母子家庭等８．２％ 

重度心身障害者 →  ４０８万円 

母子家庭等   →   １７万円 

   計        ４２５万円 



扶養親族等の数 限度額 

０人 ６，２８７，０００円 

１人 ６，５３６，０００円 

２人 ６，７４９，０００円 

３人 ６，９６２，０００円 

４人 ７，１７５，０００円 

５人以上 以下２１３，０００円ずつ加算 

※限度額に加算されるもの：老人扶養親族１人につき６万円 

（注）所得とは収入額から一定の控除額を控除した額です。具体的には特別児童扶養手当

等の支給に関する法律と同法施行令に定める特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別

障害者手当の所得制限の計算方法に準じて計算されます。 

 

（イ）母子家庭等医療費（児童扶養手当に準拠） 

扶養親族等の数 限度額 

０人 ２，３６０，０００円 

１人 ２，７４０，０００円 

２人 ３，１２０，０００円 

３人 ３，５００，０００円 

４人 ３，８８０，０００円 

５人以上 以下３８０，０００円ずつ加算 

※限度額に加算されるもの：老人扶養親族１人につき６万円 

（注）所得とは収入額から一定の控除額を控除した額です。具体的には児童扶養手当法と

同法施行令に定める児童扶養手当の所得制限の計算方法に準じて計算されます。 

 

※（参考）乳幼児医療費（児童手当（特例給付）に準拠） 

扶養親族等の数 限度額 

０人 ４，６００，０００円 

１人 ４，９８０，０００円 

２人 ５，３６０，０００円 

３人 ５，７４０，０００円 

４人 ６，１２０，０００円 

５人以上 以下３８０，０００円ずつ加算 

※限度額に加算されるもの：老人扶養親族１人につき６万円 

（注）所得とは収入額から一定の控除額を控除した額です。具体的に児童手当法と同法施

行令に定める児童手当の特例給付の所得制限の計算方法に準じて計算されます。



５ 乳幼児医療費助成事業対象年齢引き上げによる影響額 

 乳幼児医療費の通院における対象年齢を現在の４歳未満から６歳未満へ２歳引き上げた

場合、市の持ち出し分は約２，６００万円増えることになります。 

 しかしながら、北海道では補助対象年齢を現在の３歳未満から引き上げる動きがあり、

仮に１歳引き上がると市の持ち出しは６５０万円減る見込みであります。また、市の持ち

出し分は、負担割合変更で１，０５７万円減、所得制限導入で１，０１２万円減、道の補

助率削減で８７３万円増となりますことから、全体的な動きで見た場合、７５４万円の増

となります。（表５参照） 

 

表５ 実質的市の持ち出し額 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ おわりに 

 医療費の自己負担は、税などによる公的負担、保険料による保険者負担とともに、医療

費全体を誰がどれほど負担するかを医療保険制度として定めたものです。これは、受診す

る人とそうでない人の公平性を図るとともに、受診者が負担し得る限度も勘案して定める

ものであり、受診者に受益の範囲内で一定の負担を求めたものといえます。 

よって、自己負担により各家庭等の生活における経済的負担が過大であるならば、それ

は医療保険制度として基本的に解決すべきものと考えます。 

地方自治体が行ってきた医療費助成制度は、住民ニーズもあって医療保険制度の付加的

サービスとして長年続けられてきたものですが、これは公的負担の上乗せであり、医療保

険制度の本旨から考えると、適切な受益と負担の関係に疑問が持たれるものの、長年継続

してきたこと、また多くの自治体で実施してきたこともあり、広く住民に定着し、多くの

市民が望むサービスであることも事実です。 

このことから、事業の継続を基本的に考えるものですが、上記にも述べましたとおり、

全ての自己負担分を公費で負担することの是非は問われるところであり、今後は、北海道

において、現在、検討が進められております定率負担の導入などについても、その状況を

見定め、慎重に検討を行う必要があります。 

 

 

 

 

乳幼児の対象年齢２歳引き上げ        →   ２，６００万円 

 道の補助率削減               →     ８７３万円 

 負担割合変更                →  △１，０５７万円 

 所得制限導入                →  △１，０１２万円 

道の乳幼児の補助対象年齢引き上げ（見込み） →   △ ６５０万円 

計 ７５４万円 


