
様式第2号(第5条関係) 

 

審議会等会議録 

発言者 会議のてん末・概要 

事務局  それでは、ただ今から、平成２３年度第２回久喜市国民健康

保険運営協議会を開会いたします。 

 出席委員につきましてご報告申し上げます。委員１８人中、 

出席者１３人、欠席者５人（遅れて１名出席）でございます。 

したがいまして、久喜市国民健康保険に関する規則第５条の規 

定により、委員の出席数が過半数を超えておりますので、本会 

議が成立していることを、ご報告申し上げます。 

 なお、会議の終了は１４時４５分を予定しております。 

傍聴者の確認を、お願いいたします。 

榎本会長 協議会の会議を傍聴される方がおられますので、久喜市審議

会等の会議の公開に関する条例施行規則に基づきまして、傍聴

を認めます。 

事務局 それでは、議事に入る前に、資料の確認をしたいと存じます。 

 （配布資料確認） 

事務局 それでは、最初に健康増進部遠藤部長よりご挨拶申し上げま

す。 

（部長あいさつ） 

続きまして、榎本会長よりごあいさつをお願いいたします。 

榎本会長 （会長あいさつ） 

事務局  ありがとうございました。 

それでは早速、議事に入りたいと思います。久喜市国民健康 

保険に関する規則第４条第１項の規定により、会長が議長を務

めることになっておりますので、議事進行を榎本会長にお願い

いたします。 

議長（榎本会長）  それでは議事に入ります。着席のまま進めさせていただきた 

いと思います。どうぞご協力をお願いいたします。 

 はじめに、議事録署名委員を指名させていただきます。 

１号委員さんから順番ということとなっておりますので、本

日は、善林六朗委員、長谷川和子委員にお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

次に、次第（１）審議事項、継続審議となっております「久 

喜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について（国民 

健康保険税率改正について）」でございます。 

事務局より説明をお願いいたします。 



事務局 「久喜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

（国民健康保険税率改正について）」説明 

議長（榎本会長）  ありがとうございました。それでは、ただ今の説明に対しま

してご意見、ご質問をお受けいたします。ご意見、ご質問があ

る方は挙手願います。 

井上委員  タイトルが国民健康保険税率改正について説明していただ

きましたが、冒頭の説明の中で健全運営と税率改正ということ

で、説明があったと思います。健全運営ということで、いいア

イデアがあるのかなと思ったが、健全運営のバランスシートを

合わせる為であって、滞納者を減らすとかそういうのが健全運

営と思ったんですが、税率改正の数字ばっかりで、根本的なと

ころを論議されていないように思います。 

 この、健全運営というのはどういう意味なんでしょうか。 

事務局  国保の健全運営を図るため、税率を適正にしていくというこ

とで説明をしたつもりですが、今回は税率改正が目的ですの

で、税率改正して健全運営を図るということです。 

井上委員  健全運営というのは収支を合わせるということなんですか。 

事務局  前回説明しましたが、必要額に対し賄うべく税率が必要であ

るとご説明しました。賄うべく税率を設定していく、また、不

均一を統一するというのが第一と考えます。 

岩部委員  前々から私が言っている収納率ですが、平成２２年度の決算

が出たかどうかわかりませんが、収納率がどうなったのか平成

２２年度の収納率が下がったというのであれば、現年度分と過

年度分合わせて収納率が６０％台、残り４０％の人が未納で、

今回税率を上げるのがいいのかどうなのか。国保に加入してい

る人に賛否ではないが、これでいいんですかと申し上げるべき

ではないかと思っています。 

 また、運営するにあたって議論をしてないと思います。財源

の確保は収納率向上すれば済むと思います。 

 私は菖蒲なので菖蒲は医療費が尐なかったと思います。だか

ら、国保税も安く、税率改正をしなかったのは一般会計から繰

り入れすれば対応できるだろうということで税率改正をしな

かったと思います。 

 市の税率を一本化するということはわかっていますが、 

久喜と鷲宮はほとんど上がらないだろうと思います。足りない

９億円は菖蒲と栗橋にかけるという税率改正じゃないでしょ

うか。５０対５０でみると４０％伸びるとなると一世帯当たり

十数万円上がるのが、いいのかどうか。 



 地区別の１人当たりの医療費、地区別の１人当たりの未納額

がいくらなのかデータを分析した上で協議していただければ

ありがたいと思っています。 

国民健康保険課長  資料的に不足があったということですが、手元にある資料で

お答えしたいと思います。 

 まず、１人当たりの地区別医療費はどの位かかっていたのか

ということですが、合併前のデータしかありませんが、平成２

０年度の数字です。医療給付費等合算数値で１人当たり久喜地

区で256,170円、菖蒲地区は261,286円、栗橋地区は288,215円 

鷲宮地区は260,409円でした。参考までに全体の合算を当時被

保険者１人当たりで割った数字では、263,118円でした。若干

の差がありますが、どこかの地区が多いとか尐ないというのは

ないと思います。それから収納率のお話がありましたが、確か

に全体ですと６０％台の数字が出ています。平成２１年度の現

年分で申し上げると87.8％です。速報値では、平成２２年度の

数値はこれから出ると思いますが、聞いているところでは現年

度分で88.3%くらいになるのではないかということで、若干プ

ラスになりました。それでいいのかという議論になると非常に

難しいかもしれませんが、収納課では、課税されたときは所得

等ありましたが、その後資産がなくなってしまった方とかい

らっしゃいます。そういった現在の担税力というのも十分調査

して差押えできる物は差押えするということで臨んでいます。

合併して尐し混乱がありましたが、尐しずつ体制も整ってきた

ので、十分に努力をしないといけないと思います。 

井上委員  この税率改正するにあたって附帯事項を付記していただい

て、こういう努力をしますという付記を付けていただければと

思います。 

健康増進部長 

 

 

 

 

 井上委員さんから答申に当たっての附帯事項ということで

すが、先ほど説明しました収納率向上の努力とか医療費抑制の

ための事項などの附帯事項が考えられますので、運営協議会の

中で、協議をお願いしたいと思います。 

 

井上委員  附帯事項を考えているということですが、努力します、こう

やりますとかでなく具体的な物を附帯事項の中に入れていた

だきたい。 

議長（榎本会長）  旧久喜市でいいますと、諮問に対して答申の附帯事項を付け

たことがありました。事務局案というより委員の皆さんがこう

いう附帯事項を付けていただきたいということで、出していた



だき皆さんの賛成を得て附帯事項を答申に付けたことがあり

ました。委員の皆さんも附帯事項について考えていただければ

ありがたいと思います。 

岩部委員  ＮＨＫで国保税の収納について放映されましたが、放映は収

納だけでなく限られた財源をいかに有効に使うかということ

で、全市を上げて収納をしているのが放映されましたので、参

考になるのかなと思いました。 

議長（榎本会長）  かなり前の国保新聞の中で、都道府県市町村国保担当者研修

会がありまして、倉敷市の渡辺保健医療センター理事長さんが

収納率を上げるために大変な苦労をされたという記事が載っ

ていますが、税収アップを附帯するのもよろしいのかなと思い

ます。 

岩部委員  収納率が悪い市町村はペナルティがあると聞いていますが、

今もあるのですか。 

事務局  補助金が減額されるというのは以前ありました。 

 平成３０年度に国保の広域化が図られ、県で広域化計画を作

成していますが、計画を作成した場合ペナルティがなくなると

いうことがあります。 

井上委員  病院に行くのは病気を治すということですが、その他に病気

の予防という面から先生に積極的にアドバイスをしていただ

ければよろしいのかなと思います。 

 これは私のアイデアですが、カルテに連絡票など付けて保健

師さんなどにこの人はこういう所があるので、保健指導的なこ

とをやって欲しいというようなことができればいいのかなと

思います。つまり、市民の健康を守るために市を上げてやって

いただければいいのかなと考えます。 

 それと、ＮＨＫの番組で呉市のジェネリック医薬品を使っ

て、かなり医療費を下げたというのがありました。なかには病

院によってジェネリック医薬品を使いたがらないというよう

なことを聞いています。 

 どこの市でも国民健康保険は破綻しているといっています

よね。そうであればジェネリック医薬品も一つの例ですが、国

民健康保険課が音頭をとってやっていただきたいというのが

私の提案です。 



根本委員  私もＮＨＫの番組を見ました。ジェネリック医薬品を推進す

るということと、１週間に５回も病院に行くということで、先

生の顔を見ると安心する。しかし、先生は来る患者さんは拒め

ませんから、市の職員が１回でも減らすようにケアするという

ことでした。 

 薬剤師からするとジェネリック医薬品を勧めるようにして

います。ただ、処方箋に先生のサインがしてある場合はジェネ

リック医薬品には変えられないのです。サインがない場合は自

由にジェネリック医薬品に変えることができますので、患者さ

んに説明しています。 

 １割負担の患者さんだとそんなに差がないんですが、９割は

市の負担になるわけです。３割負担の患者さんは、負担がか

かってしまうのでジェネリック医薬品に変えてくださる方が

います。 

 薬局としても協力はしていきたいと思います。 

国民健康保険課長  久喜市の現状の中で体制的に同じことができるのかという

と、国民健康保険課には１人も保健師がいない状況で、専門職

も欲しいというなかで、今後そういう取り組むためには、内部

で意見を出す場があったときには、国民健康保険課としては医

療費削減に向けての体制として、健康づくりの専門係を国民健

康保険課に欲しいということを言っていきたい。 

 また、他課との連携というのは先ほどらい言われております

が、専門分野の所にお願いして実施していけばいいのでしょう

が、実際には部署が違うとこちらの思惑どうりに行かないと

か、調整に時間がかかるとか、色々な弊害もあります。そのよ

うな中で医療費削減に向けての専門的な職員が欲しいと意見

を述べております。 

 また、医療費削減ということでレセプト点検を実施しており

ますが、点検するだけで手いっぱいというのが現状です。その

なかで、医療費分析などしてジェネリック医薬品に変えるとこ

れだけ削減になるとか、この人は受診が多すぎるのではないか

とか、内容によって保健指導に結びつけるとか、今後取り組む 

べき課題は沢山あります。 

 皆さんの意見をいただいて一歩でも前進するようにしてい

きたいと思います。 

岩部委員  埼玉県で以前は各市町村の国保担当課に１人は保健師さん

がいたんですね。その後、移管とかされて保健センターなどに

いってしまったわけです。 



 せひとも国保に１人でも保健師さんを抱えていただければ

よろしいと思います。 

井上委員 ちょっと疑問点があるんですが、栗橋の保健センターで２０

年以上体操教室をやっていました。私の友人が年４回ほどやっ

ていたのに、新久喜市になって２回に減らされたと言われたん

ですが、財政的なものがあるのはわかりますが、健康づくりに

お金をかけたほうが医療費の削減になるのではないでしょう

か。何かお金のかけ方が違うのではないでしょうか。プラスに

なるのは時間をかけてやるという気持ちがないといけないの

ではないでしょうか。尐しでも努力して医療費を下げる必要が

あるのではないでしょうか。 

国民健康保険課長 井上委員さんがお話されたことは私も感じています。 

私は旧鷲宮ですが、保健センターで健康づくりということで

色々な教室を今以上にやっていました。当時健康づくり担当部

署が合併するに当たって、協議する相手がいないと聞いたんで

すね。健康づくりに携わっていた職員は１週間のうち殆ど外に

出ていて、教室開催の手助けをしたりとか、行政区で声をかけ

て集まったときには健康体操をやったりとかしていました。 

住民の健康づくりは医療費削減に繋がるという将来的な目

標のなかで尐しでも関心を持つ方に提供したり、会場を作って

来ていただくということで、取り組んでいました。 

国民健康保険課として医療費という観点から一番影響があ

るわけですので、発信していかなければならないと思っていま

す。なおかつ専門部署を市として市民の健康づくりはどうある

べきかというのをしっかりやるセクションを根付かせるべき

だと思います。それが、国民健康保険課がどこまで食い込める

かということもあるわけですが、国民健康保険課が一翼を担わ

なければならないといけないと思います。 

井上委員  例えば運動をしなさいといってもある程度人数がいないと

施設を貸してくれません。そうすると健康な人はどんどん外に

出て、そうじゃない人は家に閉じこもってしまうんで、やはり

１人でも２人でも提供する場を作らなければいけない。狙いど

ころが悪いんで、運動教室などに来る人じゃなく、家にこもり

がちの人をいかに外に出す方法を考えるか、これは生涯学習の

分野になるかもしれませんが、こちらで音頭をとっていかに医

療費を下げるか知恵を絞る必要があるんじゃないでしょうか。 

議長（榎本会長）  色々意見が出ていますが、資料を見ると３つの案を作ってい

ます。５０対５０、６０対４０、７０対３０のどの案でいくの



かということになりますが、事務局としては６０対４０当たり

が一番影響が尐ないのかなと思いますがどうでしょうか。 

事務局  資料４を見ていただくと低所得者については、５０対５０で

は影響があるのかなと思います。高所得者では７０対３０です

と増額が多くなると思います。そうなると平準化を図るとなる

と６０対４０が公平なのかなと思います。 

議長（榎本会長）  以前久喜市が５０対５０を採用したとき、あまり検討しない

でいっきにやってしまった過去がありましたが、今日は丁寧に

資料を作成していただきました。 

 皆さんいかがでしょうか。３つの案の中で今日は１つを選ん

でいただいて１歩進んでいただいて具体的な案を作成してい

ただくということでどうでしょうか。 

池井委員  家計に占める保険税というのは大きいと思うんですね。たと

えば広報の仕方として、会議のなかで一つの方針というのはわ

かりますが、市の広報にページは限られると思いますが、要約

して資料等載せていただいてどんな反響があるのか知る必要

があるのではないでしょうか。決めてしまったらそれに従うこ

とになりますよね。決めたものを広報等に載せるのではなく、

決める前に出していくのも一つの方法ではないでしょうか。 

健康増進部長  今のご意見ですが、事前にお知らせということですが、難し

いと思います。ただ、市民の方には合併後２年以内に統一する

という方針が示されています。 

 国民健康保険の運営状況は久喜市だけでなく全国的に厳し

い状況なので、財政状況も含めてお知らせしながら国民健康保

険の状況をＰＲするのも一つの手法と考えています。 

 久喜市だけでなく税率改正する前に広報でお知らせして 

国民健康保険はこういう状況ですよということで、お知らせし

ています。ただ、税率等の数字を出すというとまだ税率改正が

決まらない中では、混乱を招きますので無理だと思います。 

池井委員  たとえば資料４の１から４の４までありますが、全て載せる

のではなく、要約した物でも載せて欲しいのです。自分はこの

辺になるのかなということで解かりますよね。 

 そういう意味で資料を出して欲しいということです。 

健康増進部長  税率改正後にあたっては、お知らせの時点で、いくつかのモ

デルケースまたは事例を上げて広報等に載せていきたいと考

えています。 

 再三協議をしていただいておりますが、２年以内に統一をし

なければいけないということで、委員さんもご苦労されてご審



議していただいております。統一が一つの目標ですが、統一だ

けではなくいかに国民健康保険を運営していかなければなら

ないというのが次にあります。 

 前回、一般会計その他繰入を今まで３億円弱ですが、今回は

７億８千万円を投入して負担を軽減していこうということで

投入させていただきました。 

池井委員 人間というのは納得する時間が必要ですよね。その時間が欲

しいんですよね。 

そういう意味で前もって情報を出していただいたほうが、尐

しでも理解ができるのではないでしょうか。 

また、広報もうまく使っていただいて、ポイントを押さえて

出していただければよろしいのではないでしょうか。 

岩部委員  今回配布していただいた埼玉の国保の１６ページに加須市

の合併と国保税ということで書かれていますが、その中で悩ま

しい税率改正ということで、低所得者や突出した地域での額を

上げるのを避けたいということが書かれています。まさにこの

とおりだと思います。 

 資料３の１で低所得者の方が６６％もいます。今回の改正で

減額される可能性が大きいと思います。前回の時にどういう人

たちが滞納者なのかというと、この人たちということで受け

とったんですが、低所得者が多くいて納めないとなると、その

残りの人たちが値上げをするのもいかがなものかと思います。 

 所得階級別に滞納者はどうなのか、医療費は高額所得者の方

が多く使っているのかどうか、こういうのを見て判断していか

なければいけないと思います。 

低所得者だけを下げて高所得者を上げる、それも３０％～４

０％もある地域に対して上げるというのはいかがなものかな

と思います。 

健康増進部長  今回の資料４の中で青く塗ってある所がありますが、ここの

所は低所得者の方で減額の対象になっていますが、旧３地区に

ついては、軽減割合が今までは６割・４割でそれが７割５割２

割になり、低所得者について軽減が入ってきますので、低所得

者については減額傾向になります。税額については、下がる方

上がる方いろいろな方がいますが、低所得者につきましては、

軽減措置ということで対応しており、ご理解をいただきたいと

思います。 



井上委員  今の考えでやりますと、たとえば６０対４０でやった場合、

低所得者の方が仮に多いとなると、滞納率は下がるのか上がる

のかどういう考え方をもっていますか。 

 税率改正に当たって、得する人損する人がいると思います

が、殆どの人が損をする人が多いと思います。そうすると必然

的に滞納が増えるんじゃないかと、その辺はどう考えているん

ですか。 

健康増進部長  収納率の判断は非常に難しくて単純に税率が上がるから収

納率が下がるかといえば一概には言えないところがあります。 

 今回の税率改正は、４地区の不均一課税を統一課税というこ

とで進めていますが、今の傾向でいきますと、菖蒲、栗橋地区

が上がる傾向にあります。 

 国保の収納率は全国的に下がる傾向にあり、久喜市としても

どうしたらいいのかということで、収納課の方で努力していま

す。今年度の収納率の状況としては若干上がる状況にありま

す。 

 今回の税率改正につきましては、先ほども申し上げたとおり

法定外の繰入をしたり、あらゆる手立てを使いまして最小限に

抑えて、引き続き収納の努力をしていかなければならないと

思っています。 

井上委員  たとえば今まで１００として、今回上げて１２０になって、

結果的に８０しか入ってこなかった、それでは前のままでいい

んじゃないかということになりますね。 

 トータル額を増やすためにはどういうものがいいのか、ただ

足りないから上げるのではなく、その辺はどう考えているんで

すか。 

健康増進部長  一つには単純に尐ない税率のところでやればいいんじゃな

いかという話もありますが、それを行った場合は医療費の高騰

という中では無理な状況です。どういった形が一番いいのか、

本来なら独立採算ですので、保険税あるいは国などの補助金で

賄うのが本来ですが、現実では無理です。 

 そういう意味で試算しながらどのパターンが一番いいのか、

市の財政状況を考えながら影響がないよう総合的に判断して

今の案を出させていただきました。 



井上委員  私が言いたいのは、委員になってなかったらこういうことは

解かりません。一般市民の方は全然解からないと思います。広

報など今の現状はこうなんですよと、これだけ厳しいんです

よ、そのためにこういう努力をしているんですよということ

を、ＰＲする必要があると思います。 

 このままでは納得できないと思いますよ。 

議長（榎本会長）  いかがでしょうか。 

 今まで貴重な意見をいただいておりますが、やはり案に対し

て委員の皆さんがどの案がいいのか意見を出していただきた

いと思います。 

 採決しますか。 

 ３つの案に対してどの案が良いのか、５０対５０、６０対４

０、７０対３０どの案がいいのか、皆さんご意見はありますか。 

それを基にして事務局の方で計算していただくわけです。 

健康増進部長  たとえば今日方向性が出たとしますと、最終的に国保税の条

例改正がでてきます。今回軽減の説明もしましたが、軽減も条

例改正がでてきますので、具体的な方向性がないと案もできま

せんので、方向性を出していただきたいと思います。 

議長（榎本会長）  それでは皆さんの挙手でお願いします。 

 ５０対５０がよろしい方。 

６０対４０がよろしい方、６０対４０が多いのでこの案を基

にしていただいて作業を進めていただくということで、よろし

いでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

議長（榎本会長）  それでは、今日の会議では３案のうち６０対４０ということ

で、次に進めていただいて次回も継続審議ということになりま

す。 

岩部委員  そうすると６０対４０のところで、３０～４０％位上がると

ころもあるわけですが、これでいくということですね。 

健康増進部長  今ご質問がありましたが、２００万円以下あるいは３００万

円以下の方たちが７割くらいいるんですが、何人かの方はある

程度上がることになりますので、ご理解をいただかなければな

らないと思います。 

 そういう意味で、広報等で国保の現状などお知らせしていき

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

議長（榎本会長）  よろしいでしょうか。 

 なければ、事務局の方から、その他連絡事項がありますか。 

事務局  （次回の協議会開催予定を報告） 



議長（榎本会長） それでは、これで本日の協議事項は、全て終了いたしました

ので、以上で議長の任を解かせていただきます。 

 議事進行にあたり、委員の皆様のご協力に深く感謝申し上げ

まして、事務局にお返しします。 

 ご協力ありがとうございました。 

事務局  ありがとうございました。 

 それでは閉会にあたりまして、吉水副会長にご挨拶をいただ

きます。よろしくお願いします。 

吉水副会長  （閉会のあいさつ） 

事務局  ありがとうございました。以上をもちまして閉会とさせてい

ただきたいと思います。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 
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