
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３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１４人、欠席者４人でございます。従いまして、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、最初に田中市長よりごあいさつ申し上げます。 

 （市長あいさつ） 

事務局 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。 

 続きまして、田中市長から当協議会に諮問をさせていただき

ます。 

市長  （諮問書の読み上げ） 

事務局 ありがとうございました。 

田中市長におかれましては、公務のため、これで退席させて

いただきますことをご了承いただきたいと存じます。 

続きまして、議事に入りたいと存じます。 

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

りまして、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、篠原芳枝委員、篠塚優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。 

昨年８月１９日に諮問があり前回７月７日までに延べ５回

の運営協議会を開催し、審議してまいりました。前回の運営協

議会で税率改正の内容が固まっておりますが、確認の意味で事

務局に資料を作成していただいておりますので、資料に基づき

説明を求めます。 

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。 

岩部委員  収入見込額ですが、久喜市全体で１人当たりいくらだったの

か、今度の税率改正で１人当たりいくらになるのか、各地区ご

とに教えていただきたい。それと、平成２４年度の見込みで現

年度３８億円という説明がありましたが、これは取れる見込み

であって実際の税率改正でいくらになるのか教えていただき

たい。 

事務局  ２つ目のご質問からお答えいたします。収入見込額を見込収

納率で割り戻すと、およそ４３億５千万円になります。これが

調定額になります。 

岩部委員  そうすると平成２４年度は逆算すると５億円くらい未収金

があることになりますね。 

事務局  そういうことになります。 

 １つ目のご質問は時間をいただきたいと思います。 

井上委員  平成２３年度に比べて平成２４年度は、１億１千万円くらい

増えるということは、誰かが増えるということですよね。ある

機関紙では菖蒲、栗橋では１０万円以上負担増になると書いて

ありました。こういうことに対抗するためには、岩部委員が

言ってましたが、税収を増やすこと、また、私が負担額を減ら

せと言っています。 

 私の案として、事務の効率化として、収納のやり方とかある

と思います。また、支払いを銀行振込みにして欲しいといいな

がらその割合は非常に低くなっています。これを銀行振込みに

もっていくようにすれば事務の効率化になると思います。 

 私は、収納を増やすこと、事務の効率化、料金のかからない



施策をぜひやっていただきたい。 

国民健康保険課長  事務の効率化ですが、以前は納税組合というのがありまし

て、組合が税を徴収すると事務費という形で補助金を支払うと

いう制度がありましたが、今はありません。 

 収納課と効果的な方法として振込みの促進等調整をしなが

ら対策を取れればと思っています。ただ、なかには納付書でと

いう方もいます。振込みによって手間が省けるというのは確か

にそうです。ＰＲが不足している点があると思いますので、収

納課と調整して打てる手立てをしていきたいと思います。 

 それと、保健事業のことが前から出ていますが、国保として

取り組むべき保健事業は、まだまだ有ると思います。その部分

を長い間やっていかないと医療費抑制に繋がらないのではな

いかと思います。新年度の予算に尐しでも反映できればと思い

ます。 

また、事務費の削減もなかなかできませんが、支出の部分で

ウエイトを占めているのは医療費だと思いますが、これらに関

して健康長寿ということで、埼玉県で柱としてやっていくとい

うことです。具体的には、医療費が尐ないところがありまして、

埼玉県で追跡調査をして、それをモデル化し、現在実証中で来

年くらいには結果が出てくるのではないかと思います。 

 久喜市としても調査研究して、できる事があれば行っていき

たいと思います。 

井上委員  文化施設やスポーツ施設の予約サービスが新しくなり、市民

として使い勝手が良くなりましたが、久喜総合文化会館はくら

し安全課、ふれあいセンターは社会福祉課ということで、みん

なばらばらですよね。縦割り行政の欠点はありますが、むしろ

横割り行政の欠点でもあると思います。どこかでまとめて資料

等出すところがないわけです。久喜市としてまとめるところが

ないわけです。 

 ぜひこれを直していただきたいと思います。これは国保とは

関係ありませんが、話し合ってまとめていただきたい。 

議長（榎本会長）  これからの課題として受け止めていただきたいと思います。 

 それでは、税条例のほうに移らせていただいて、前回で方式

と率については、賛同を得ていますので、これに沿って答申と

いうことでよろしいですか。また、答申に附帯決議を付けたら

いいということで、何かご意見はありますか。 



岩部委員  前回皆さんの意見を基に作ってみました。 

 １つは税率改正するに当たって、運営協議会を何回開催し

た、それと平成２４年度及び平成２５年度の国保を運営するに

当たって、税率改正が必要なのでこれ位不足が生じるのでこれ

位増額したい、また未収金及び欠損の額を見ると未収金を徴収

すればむしろ下げられるのではないか、また、一層の収納率向

上に努めること、医療費を抑えるために予防活動の推進、ジェ

ネリック医薬品の普及及びレセプトを活用した保健師の活動

を実施する。また、被保険者への広報活動の実施等々盛り込ん

ではどうでしょうか。 

 これらの意見は皆さんから出たと思いますので、まとめさせ

ていただきました。 

議長（榎本会長）  今までに附帯決議を付けたことはありますが、文章的には短

いもので、長い文章は作っていませんので、今の内容をそのま

ま盛り込むのはどうでしょうか。 

 事務局で案は作っていますか。 

事務局  今、資料をお配りします。 

 お配りしている間に、先ほど岩部委員さんから質問がありま

した、１人当たりの収入見込額の比較についてお答えします。

平成２２年度末の所得等から計算して、久喜地区で１人当たり

約95,100円が新税率案ですと約94,800円で300円の減、菖蒲地

区では約82,700円が約88,900円で6,200円の増、栗橋地区が約

87,500円で約96,000円になり8,500円の増、鷲宮地区が約

94,000円で約88,000円になり6,000円の減です。全体的には約

91,700円が約92,500円になり、800円の増になります。 

 お配りした答申案の資料ですが、事務局案ということで作成

しました。１枚目が答申案、２枚目が附帯意見案です。 

議長（榎本会長）  これについてどうでしょうか。 

池井委員  事務局として附帯意見が有るのと無いのとではどうなんで

しょう。 

 こういう文章があると、やろうという意識が出るだろうとい

う意味なんですか。 

事務局  事務局として２つの案を出させていただきましたが、附帯意

見の有無にかかわらず必ず努力しなければいけないものと

思っています。 

岩部委員  具体的に収納率を何％引き上げるとか、数値目標を掲げたほ

うが良いのではないでしょうか。 

池井委員  この案だと市民の方が見た場合、別に無くてもいいのではな



いかと思いますよ。 

議長（榎本会長）  他にご意見はありますか。 

池井委員  例えば、収納率の現状はこうです、これを超すようにします、

ということであれば納得するかもしれませんが、これだと意欲

が見えないんですね。 

 今日最終としないといけないんですか。 

議長（榎本会長）  議会に提出しなければいけないので、ギリギリまでいくと難

しい面もあります。 

池井委員  それと、広報の話を前回しましたが、８月の広報に尐しは載

せていただけるのかなと思っていましたが、載っていませんで

した。会議録もホームページに前回開催された会議録が載って

いませんでした。やはり、広報はちゃんとやっていただきたい。

市民全体に関係すると思いますので、広報活動は積極的にやっ

て欲しいと思います。 

 例えば、昨年８月からの会議録の掲載された期間は８月が１

９日後、１１月が１５日後、１月が１４日後、今年の５月が１ヶ

月と１日かかっています。前回はまだ掲載されていません。私

は、趣旨を知らしめていただきたかったということです。 

 それと、減額の表示は減額の額の表示の仕方がおかしいと思

います。それは主ではなく、実際のかかる額が上にきて軽減額

はカッコで下にくると私は思います。この表示の仕方だと軽減

額を大きく見せようとしているとしか思えません。 

事務局 確かにおっしゃるとおりだと思います。 

条例ですと減額する額が表に出ますので、それを基に作成し

ましたので、この様な表示にさせていただきました。 

池井委員 市民としては納める額を知りたいわけですので、これだと自

分で計算してくださいということになりますよね。 

事務局 広報等でお知らせする場合は考えたいと思います。 

議長（榎本会長） 他にご意見はありますか。 

井上委員 事務局案ということで２つの案が出されていますが、昨年と

同じような努力を今年もやるのであれば意味がなく、今年は＋

αでこういうことをやるのだということを教えていただきた

い。 



国民健康保険課長  保健事業につきましては、昨年に比べて今年は若干増やさせ

ていただきました。 

 先程お話した健康長寿埼玉モデル事業としての小鹿野町を

調査した県の資料を見ますと、多彩な保健事業を行っていると

いう結果が出ています。今後、具体的にどうやるかということ

は決まっていませんが、先進地調査などで久喜市でも取組める

ものがあれば尐しでも取組んでいければと思っています。 

 また、ジェネリック医薬品に関しては、ジェネリック医薬 

品と通常の医薬品との価格の差というものを通知しようとい

うことで検討していますが、一律に出せばいいというものでは

なく、どういう人たちに出せばいいのか詰めさせていただいて

います。それと会議録の件ですが、基本的にはまとまりしだい

掲載するようにしています。ちなみに前回の会議録は８月５日

に載っているようでございます。 

池井委員  そうですか。 

 私が確認した限りでは、載っていませんでした。 

国民健康保険課長  もう一度確認いたします。いずれにいたしても、なるべく早

く掲載するようにいたします。 

議長（榎本会長）  税率改正についての答申案というのはこれまでの内容をま

とめていただいた形だと思いますが、答申案につきましては前

回了承した案だと思います。附帯意見につきましては、岩部委

員さんからご意見ありましたが、事務局案だと当然やっている

ことではないのかという意見もありました。なお一層努力して

いただくという形だと附帯は要らないということであれば附

帯はいらないということなりますが。 

岩部委員  収納率の目標を設定して欲しいということは、根拠があって

言っています。今日の資料で平成２３年度の県の指導助言で目

標を設定しなさいということになっています。市役所は作成し

なければならないことになっているので、載せられない訳はな

いと思います。 

議長（榎本会長）  指針数値に近づけるように努力するとか、たとえば、９０％

とか数字を入れると非常に難しい面もありますね。 

井上委員  数字を入れると事務局でも難しいと思いますが、保険税の収

納率の向上、未納者対策など税収の確保に努めると書いてあり

ます。 

 この収納率は前から問題になっています。パーセントを載せ

るのは難しいとなると、具体的に何をやるんですかということ

になりますよね。その辺を教えていただきたい。 



岩部委員  前に話がありました小鹿野町は収納対策ということではな

く、保健事業ですよね。小鹿野町は町立の病院を持っていてそ

こを核として健康づくりに力を入れています。ですから環境が

整っているといえますね。 

健康増進部長  事務局案を出させていただいたんですが、今回税率改正に当

たっての答申です。 

 数字的なものについては、毎年予算の中で、たとえば平成２

４年度の予算のときにご意見を伺いながら進めていければと

思っています。今回の税率改正ですが、附帯意見については他

の市町村は具体的な数字を載せてないところが多いように思

います。 

 毎年の事業ですと委員さんがおっしゃった目標などご意見

をいただきながら予算計上するということで進めていくこと

になります。税率改正の答申ということですので、具体的な数

字を載せない形で出させていただきました。井上委員さんから

細かくこういう案もあるんじゃないかということですが、各委

員さんも入れたほうがいいんじゃないかとか意見があるよう

でしたら検討していただき、決めさせていただきたいと思いま

す。 

 税率改正案につきましては、１１月議会に上程する予定で

す。今日答申をいただければ有り難いのですが、附帯意見の検

討について、よろしく協議をいただきたいと思います。 

井上委員 今年と来年の収納率は同じなんですよね。悪い見方をすれ

ば、昨年と同じ努力をすればいいんだと、良い見方をすれば努

力しないと維持できないんだということで、出していると思い

ます。やはり尐なくともパーセントが変わる数字を出さないと

市民としては、なにやってんのと言うことになると思います。 

国民健康保険課長 試算につきましては、同じ率で計算しています。ただ、見込

みについては期待を上げてしまうと、ずれた場合困りますので

同じ率を使ったわけです。 

井上委員 なんでもうまくいくとは限らないんですが、具体的にこうい

う努力をするんだというのが出てこないんです。 

議長（榎本会長） どうですか。 

他の委員さんはご意見ありますか。 

野矢委員 皆さんいい意見を出していますが、久喜市が新市になった税

率改正の答申ですから、附帯意見もしっかりやったほうがいい

と思います。 



池井委員 具体的にということは難しいと思いますので、例えば前段は

いいと思いますので、目標を立て実現に向け実施するというよ

うなことで、意欲を示していただければいいと思います。 

議長（榎本会長）  かなり時間も経過していますが、この後もう一つの諮問事項

と報告事項がありますので、答申案についてはこれでよろしい

でしょうか。附帯意見については、今のご意見を入れて修正し、

次の諮問事項を進めている間に調整していただくのは可能で

しょうか。 

 収納率の向上と目標を立て努力するというような文言を入

れて修正をするというのはどうでしょうか。 

 仮に次回会議を開催しても変わらない気がします。 

 もしよろしければ、挙手をお願いします。 

 （賛成多数） 

事務局  皆さんの意見をまとめてみたんですが、「保険税の収納率の

向上及び保健事業の推進を目標に定め、その実現に向けて努力

する」というようなことでよろしいでしょうか。 

池井委員  最後の努力するということではなく、実施するという形が良

いと思います。 

議長（榎本会長）  それでは作成していただくあいだに、諮問事項「平成２３年

度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（案）につ

いて」を事務局より説明をお願いします。 

事務局  （平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）（案）について）説明 

議長（榎本会長）  それでは、ただ今の説明に対しまして、ご質問等ありますか。 

 質問がなければ「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）（案）について」は以上といたします。 

 それでは、ここで採決に入りたいと思います。 

 賛成の方は挙手をお願いします。 

 （賛成多数） 

議長（榎本会長）  ありがとうございました。 

「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）（案）について」は原案のとおり可決といたします。 

続けて報告事項「平成２２年度久喜市国民健康保険特別会計

決算について」を事務局よりお願いします。 

  （「平成２２年度久喜市国民健康保険特別会計決算について」

説明） 

議長（榎本会長）  ありがとうございました。 

 ただ今の説明に対しまして、ご質問等ありますか。 



岩部委員 国民健康保険税ですが、調定金額は約６１億６,９００万円

ですよね。予算現額は約４０億２,４００万円、実際に入って

きたのが、３９億４,１００万円ですよね。また、未収金が２

０億５,１００万円あります。私が言いたいのは、約４０億予

算を取っておきながら８,２００万円取れなかったのはいかが

なものかなと思います。 

私は、国保のほうは理解していますが、収納課に対しては努

力しているのか見えてこない。 

 収納率は収入済額割る調定額でいいんですよね。そうする

と、３６％の人が払っていないというのはどうなんでしょう

か。また、どのくらいの世帯の人が払っていないのか教えてい

ただきたい。 

国民健康保険課長  未収金の多くは過年度分が占めているわけですが、滞納世帯

の状況というのが手元にありませんので、収納課と調整して細

かく分析して次回までに用意するということでよろしいで

しょうか。 

 ちなみに、現年度分の収納率は88.34％です。ただ、滞納繰

越分が約20億円ありますが、そちらの収納分が12.42％という

ことで、どういう所得階層の人が滞納に回ってしまっているの

かしっかり把握する必要がありますので、次回までに資料を用

意させていただきたいと思います。 

井上委員  そういう数字は私どもだけでなく、一般市民の方に出してい

ただきたい。そうすれば一般市民の方も色々な意見が出てくる

と思うんですがね。数字的なものは出せないんですか。 

国民健康保険課長  久喜市の国保の状況はどうなっているのか市民の皆さんに

ご理解をいただかないといけないので、秋口の広報紙には紙面

を確保したいと思います。その中で収納の関係も調整しながら

載せていければと思います。 

議長（榎本会長）  答申案が作成中ですので、ここで休憩を取りたいと思いま

す。 

 （１０分休憩） 

議長（榎本会長）  再開いたします。 

 ご審議いただいて貴重なご意見ありがとうございました。事

務局でまとめて頂きましたので、読み上げたいと思います。 

 （答申案読み上げ） 

議長（榎本会長）  いかがでしょうか。 

 これではまだ弱いでしょうか。 



善林委員  附帯意見ですが、文章で努めるとともにとなっていますが、

努めるにあたってはということではないでしょうか。 

議長（榎本会長）  いかがでしょうか。 

井上委員  事務局としてはどういう意味で書いたのか聞きたいですね。 

議長（榎本会長）  事務局として補足説明がありますか。 

事務局  考え方としては、１行目は同じで通常やるべきことをやりま

す。やることにあたって目標を定めて実現に向け実施しますと

いうことです。 

 

議長（榎本会長）  いかがでしょうか。 

 それでは、「保険税の収納率の向上、未納者対策など、税収

の確保に努めるにあたり、目標達成のための具体的な計画を定

めその実現に向け実施すること」「健康づくりや疾病予防のた

めの保健事業などを推進し、医療費の削減に努めること」 

これを附帯意見として付記して答申するということに賛成の

方は挙手をお願いします。 

 （全員賛成） 

議長（榎本会長） ありがとうございます。 

次に諮問事項「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）（案）について」の答申書（案）を読み上げ

させていただきます。 

  （答申書(案)読み上げ） 

議長（榎本会長） これで答申するということでご異議はありませんか。 

 それでは、賛成の方は挙手をお願いします。 

 （全員賛成） 

議長（榎本会長）  ありがとうございました。 

 他にご意見はありますか。 

議長（榎本会長）  それでは、答申を作成中のあいだ事務局から報告事項はあり

ますか。 

事務局  何もなければ、来年１月に来年度の予算等に向けて協議会を

開催する予定です。ただ、補正予算が生じた場合は、１１月議

会前に開催するかもしれまません。 

議長（榎本会長）  それでは、久喜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

に関する答申書を読み上げさせていただきます。 

  （答申書の読み上げ） 

 （答申書副市長へ） 

副市長  （あいさつ） 



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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