
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４回久喜市国民健康

保険運営協議会を開会いたします。 

 始めに、この度、当市運営協議会第４号委員につきまして、 

委員の辞任に伴う異動がありましたのでご報告いたします。 

篠塚 優委員に代わりまして、全国健康保険協会埼玉県支部 

からご推薦いただいた齊藤栄二様が新たに委員となられます

ので、よろしくお願いします。 

 なお、本日は都合により欠席でございます。 

 それでは、開会に先立ち、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１５人、欠席者３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。 

傍聴希望者がいらっしゃらないようですので、議事に入り 

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、儘田省吾委員、三浦治郎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）審議事項となっております 

「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

号）（案）について」でございます。 

事務局に説明を求めます。 

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２ 

号）（案）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。 

野矢委員  質問ではないんですが、災害臨時特例補助金に関してです。 

今回、浪江町から避難されましたが、この方たちとのお付き合

いがありました。体育館などに避難された方ですが、目を悪く

して外に出られないので中でごろごろしていたんですね。そし

たら体調を崩して接骨院に行ったわけです。接骨院は無料のと

ころもあれば無料でないところがあるんですね。 

 今は福島に戻っていますが、お金がかからなくて助かりまし

たといわれたんですね。 

 久喜市にお世話になって感謝して帰ったということをお知

らせしたいと思います。 

井上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２２年度国民健康保険加入者階層別一覧を見ると、滞納

額が４億５千万円位あって、歳入は載ってないんですが、歳入

に対して滞納額は２０%弱だと思います。総合的には大きな額

ではありますが、滞納額を取ったとしても４億５千万円位プラ

スになるだけだと思います。 

 たとえば、保険給付費を見ると１００円を払って３００円の

支出があるわけで、この中には国・県の補助がありますが、あ

まりにも多いと思います。 

 前期高齢者は５倍位になるのではないかと思います。これは

あまりにも差がありすぎるのではないでしょうか。 

 全体的に歳出を減らせばいいのではないでしょうか。予防等

は減らすのではなく、それ以前に市民が元気になる方法がある

のではないでしょうか。 



井上委員 

 

 やり方として、前にもお話しましたが、運動の部署、健康の

部署など同じ部署にして欲しいと話しましたが、久喜市の組織

の変更を考えたらどうでしょうか。 

健康増進部長  井上委員さんが言われた支出の面では、これから国民健康保

険がどうなっていくか心配しています。 

 国での高齢者の医療制度改革が、今現在見えてきていません

が、今回の通常国会に高齢者の医療制度廃止に向けた見直し 

の法案の提出の動きがあるようです。 

 今の歳出をいかに減らそうかということでは、健康になって

いただき医療費の抑制をしていくことでもあり、このためには

健康事業を継続的に実施していくわけですが、来年度も健康教

室等実施する予定です。 

 また、各課に分かれているのを統合したらどうかということ

ですが、福祉や介護などもありますし、健康増進部につきまし

ては、国保もそうですが保健センターでは健診関係とか健康づ

くりを担当していますが、なかなか一緒にすることは難しい面

があります。なかには内容によっては保健センターと共催して

事業を進めています。 

 また、それぞれの法律がありますので難しい面があります。 

結論は出ませんが、事業の統合などは課題ということで、今後、

さらに医療費の抑制に向けて取り組んでいきたいと思います。 

井上委員  努力しているのはわかりますが、病院にかかった場合、こう

いう病気だからこういう方法がありますよとかじゃなく、大体

が薬で終わってしまっているんです。 

 今度は保健師さんに行くと案内されますが、６ヶ月から１年

の短期で終わってしまって、後は自分でやりなさいというふう

になります。また、運動施設は別の場所になるわけです。 

 せめて連絡を取りながらやる方法があるのではないでしょ

うか。 

健康増進部長  健康づくりに関して、各保健センターで短期的ではあります

が、事業を行っています。 

 参加する方は、健康を意識していますが、無関心な方をどう

参加してもらうか、また、参加しても１回・２回ではなく継続

的に行えば成果が出てくると思います。 

井上委員 

 

 

 

 参加したいけど出来ないと言う方がいるんです。 

 それは、公民館などはグループじゃないと貸してくれませ

ん。参加しない方は、１人２人位でやる方が多いんです。そう

いう人のためには、全部ではないんですが公民館は貸してくれ



井上委員 ません。参加するようなシステムをしてないように思います。 

健康増進部長  広報でもお知らせしましたが、鷲宮保健センターで健康大学

を、２月２日から３月８日までの６日間ボディバランス講座と

いうことで、生活習慣病の予防のための健康講座を行う予定で

す。他の保健センターでも実施しております。このほかにもい

くつか事業を展開しておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

井上委員  理解はしていますが、納得はしていないんですよ。 

岩部委員  今は、資料１の補正予算の審議なので、井上委員さん質問は

資料２の平成２４年度会計予算に関係があると思いますので、

先に補正予算の審議をしてはどうでしょうか。 

議長（榎本会長）  わかりました。 

 他に質問はありますか。 

 質問がなければ、「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会

計予算（第２号）（案）について」は以上とします。 

 それでは、ここで採決に入りたいと思います。 

 議題（１）諮問事項１の「平成２３年度久喜市国民健康保険

特別会計予算（第２号）（案）について」を、原案どうり可決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

  （全員賛成） 

議長（榎本会長）  ありがとうございました。 

 全員賛成ですので、議題（１）諮問事項１の「平成２３年度

久喜市国民健康保険特別会計予算（第２号）（案）について」 

は原案のとおり可決と決しました。 

 続きまして、諮問事項２の「平成２４年度久喜市国民健康保

険特別会計予算（案）について」を議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局 「平成２４年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）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、ご質問のある方は挙手をお願いします。 

井上委員 

 

 

 

 

 支出の方は、医療給付とか予防というのはわかります。 

 先ほど話しましたが、予防以前の健康になるやり方が保健事

業費にありますが、力を入れるのであれば数字が見えてくるは

ずですが、見えてこないんです。 

 たとえば、保健センターは別の部署なので数字が出てこない



井上委員 んでしょうか。 

事務局  概要説明に記載していませんが、平成２４年度の予算額は 

3,549,000円です。内容としまして、ボディシェイプ教室、ダ

イエット教室など一般の方が参加しやすい内容になっていま

す。 

井上委員  予防のための予算にしては数字がかけ離れて、力が入ってい

ないと感じました。 

 ある程度の数字を入れないといけないと思いますが、その辺

はどうなんでしょうか。 

国民健康保険課長  他の課でやっている健康事業、それから生涯学習でやってい

る健康づくりに寄与する事業、色々あるわけですが、基本的に

一般会計予算でそういった事業を行っています。 

 国民健康保険特別会計でみるのはどうかということと、特別

会計という性格上、被保険者向けというのが基本になるわけで

す。 

 久喜市の全体の健康増進あるいは健康増進を久喜市として

どういう体系でやっていくのか、その辺が井上委員さんのお話

されている一体的にやる必要があるのではないかという意見

だと思います。 

 健康だけの部署で、１５万人を超える市民に対して、少数精

鋭の人数で果たしてできるのかなと思います。小さな町や村で

したら少数で全体というのは可能でしょうが、これだけの規模

になると、部署を分けていかないと動かないという面がありま

すが、これは大規模になる弊害だと思います。 

 久喜市として市民の健康増進をどのようにやったらいいの

か、いま、健康増進計画を作成中です。その中に関係課がそれ

ぞれ取り組んでいる事業とか、意見を述べて一体化した体系作

りを健康医療課がまとめています。 

 相互に連携して一つの方向性に向けて動き出せばいい方向

に向かっていくのかなと思います。 

井上委員  大きいから出来ないというのは、間違いだと思います。 

 先ほどの横断的というのは非常にいいのかなと思いますが、

横断的というのは他の部署ごとに予算があるということで、重

複してもいいので、その予算というのは資料として出せないん

でしょうか。 

国民健康保険課長  まとめ役が健康医療課なので、各課の事業を把握しているか

どうか確認したうえで、市としてその分野の費用負担している

のか確認したいと思います。 



議長（榎本会長） 大切な大きな問題ですので、各委員の皆さんから具体的にこ

うしたらどうかという意見がありましたら、回を重ねるうちに

提案していただけたらと思います。 

江森委員 健康づくりというのは、本来自分が健康になるためですか

ら、他人に頼っては絶対にいけないと思います。お金を支払っ

てでも健康になりたかったら行ったらいいと思います。 

井上委員 私は、利用できる場所を提供して欲しいといっているんで

す。 

保険税を払えない人が沢山いるんですよ。そういう方は、余

裕がなくお金を支払えないですよ。そういう方はどうするんで

すか。 

江森委員 今、各保健センターや自治会でもやっていますよね。 

ただ、そういう方は誘っても参加しませんよね。 

井上委員 だから組織のやり方だといっているんです。 

誘って出てくるんならすでにやっていますよ。 

今は保険税が大きな問題になっているからどうしたらいい

のかという話をしているんです。 

江森委員  たとえば、お年寄りがいる場合、行かなくてもいいのに病院

に行って薬をもらわないと安心できないんです。それだけでも

無駄ですよね。 

井上委員  それは、その方の過去の歴史があるわけですよ。昔の方は、

お医者様なんですよ。われわれは多少薄まってお医者さんに

なったんですよ。だからそういうお年寄りをどうするかという

のが問題なんですよ。 

議長（榎本会長）  色々ご意見あると思いますが、事務局でも考慮していただけ

ればと思います。 

 他にご意見はありますか。 

篠原委員  県の事業で老人の教室というのを開いています。お金を削ろ

う、浮かそうという問題ではないし、１年間ですがこういうと

ころに行けば、勉強になりますし、県からアドバイスをいただ

いたりします。１年間で卒業しますと、どのクラブに入っても

いいという制度なんです。私もいくつかクラブに入っていま

す。 

 自主的に自分から行かないといくら予算が増えても効果が

ないと思います。 

 自分に合えば自ら先に参加するという姿になるんじゃない

でしょうか。 

 



井上委員  医療費はこれからどんどん増えていくんですよ。国が負担し

ないとなると、国民健康保険の加入者が負担するんです。医療

費を少しでも抑えるためには支出を抑えなければならないと

お話をしているんです。 

 加須市では３年間面倒を見るんです。その後は、自分たちで

グループを作って２人のグループもあれば１０人のグループ

も有ります。場所提供や用具などは加須市が提供しているんで

す。 

 久喜市は半年長くて１年、後は自分たちで考えなさいという

ことなんです。公民館も無料のところもあれば有料のところも

あるわけです。 

 健康増進に関して、色々と弊害があるんじゃないですかとお

話をしているんです。 

健康増進副部長  久喜市が作成している健康増進計画について、今後の体制に

ついてお話させていただきます。 

 目的としては、健康とは守る時代から自ら作っていただくと

いう目的で健康増進計画を策定しています。その中で健康づく

り推進会議がありまして、長谷川委員さんに代表となって入っ

ていただいています。その下で健康づくりに関する課を集め

て、健康づくり庁内推進会議を設けて議論して、それを健康づ

くり推進会議で議論いただき作成した計画です。現在はパブ

リックコメントで市民の方の意見を求めています。 

 作成してからの推進体制が大事になるわけですが、庁内の連

絡会議を密にしまして、皆様の代表である健康づくり推進会議

で、どのように市民の皆様に情報を提供できるか、こういう情

報があるので提供したいなど推進会議の中で話し合いをして

いただき、少しでも医療費の削減になればと思っています。 

議長（榎本会長）  予算の額について、ご意見はありますか。 

岩部委員  平成２４年度に税率改正するわけですが、調定額をいくら見

込んでいるんですか。 

事務局  平成２４年度の現年度分の調定見込みは、４３億３千７百万

円で収納率８８%程度で約３８億円が現年度の収入見込みに

なります。 

岩部委員 

 

 

 

 

高額療養費の歳出の関係ですが、限度額認定証があります

が、医療機関としては、保険者としてもうすこしＰＲをしてい

ただきたい。被保険者が知らないと高額な医療費を一旦は負担

しなくてはならない。 

私のところの病院では、限度額を超える場合は限度額認定証



岩部委員 を市に申請してくださいと、案内しています。 

ぜひともＰＲをお願いしたい。 

それと歳出の７款の共同事業拠出金ですが、主な内容が書い

てありますが、歳入の方には高額医療費共同事業交付金等に金

額が載っていますが、歳出の方は載っていない。歳出としては、

主な内容に載っているだけでしょうか。 

国民健康保険課長 主な内容ということですので、全て載っているわけではあり

ませんので、当然歳入にあるとおり歳出も高額医療費の拠出金

はあります。 

岩部委員 久喜市の場合は、もらう金額と支出する金額は同じくらいな

んですか。 

国民健康保険課長 ここ数年は拠出するよりもいただく方が多いです。 

岩部委員 国と県が４分の１ずつ、保険者が２分の１ということで変わ

りはないと思いますが、昔はマイナスの場合は保証して、マイ

ナスにはしませんということですが、最近はマイナスになって

いる所もあると聞いているんですが。 

拠出金の保障はしない、撤廃されたと聞いているんですがど

うなんでしょうか。 

国民健康保険課長 国・県の調整交付金が来年度から県も９％になるわけです

が、その辺で不足分を見てくれると思います。 

保険財政共同安定化事業がありますが、これはレセプトの額

によって高額になるか共同安定化になるか違ってきますが、３

０万円以上が共同安定化ということで一本化でやっています

が、来年度から１０万円以上になります。それをやることに

よって支出の方が多くなる場合は、県の調整交付金でみると聞

いています。 

根本委員  歳出の方を見ましが、薬剤師としてお話したいと思います。 

 出された薬は飲まないと気がすまない患者さんもいらっ

しゃいます。しかし、お医者さんから処方された薬が、飲み忘

れたといって薬が残っている人もいるんです。 

 たとえば、先生に前回出された薬が残っているんですよと、

お話すれば先生も少し減らして処方してくれればいいのかな

と思います。 

余った薬は回収して処分しますが、１割負担の方は９割が市

の負担になりますので、医療費の削減に繋がると思います。 

野矢委員  私も６００人からの団体の会長をしていますが、そういう問

題もありまして、私も言いました。余っているときは余ってい

るとお医者さんに話しなさいといっています。 



国民健康保険課長  限度額認定証に関してお話が出来ませんでしたので、お話し

させていただきます。 

 高額になるような場合は限度額認定証を提出することに

よって、窓口負担が少なくなるんですが、４月からは入院だけ

でなく通院も適用になります。 

 市としては、３月頃の広報紙にお知らせする予定です。 

篠原委員  限度額認定証を出すのを忘れても市から通知が来ますね。東

京の病院に入院したときに、３ヶ月か４ヵ月後に通知が来まし

たのでちょっとびっくりしました。 

岩部委員  国民健康保険でも高額は申請主義ですので、通知している市

町村もありますが、通知していないところもあります。特に社

会保険に入っている人は、通知は来ませんよ。 

議長（榎本会長）  他にご質問はありますか。 

 質問がなければ、「平成２４年度久喜市国民健康保険特別会

計予算（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。 

 議題１諮問事項２の「平成２４年度久喜市国民健康保険特別

会計予算（案）について」を、原案のとおり可決することに賛

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した。 

 全員賛成でありますので、議題１諮問事項２の「平成２４年

度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）について」は原案の

とおり可決と決しました。 

 それでは、お時間をいただいて答申書（案）を作成したいと

思います。 

議長（榎本会長） 再開いたします。 

それでは、答申書(案)を読み上げさせていただきます。 

  （答申案読み上げ） 

議長（榎本会長）  以上が答申書(案)の内容ですが、ご異議はございませんで

しょうか。 

 その他で、委員の皆さんから何かありますか。 

 何もなければ、事務局の方から、連絡事項はありますか。 

事務局  次回の協議会の開催予定は、９月議会前の８月の予定でござ

いますが、６月議会に補正予算等の議案を提出する必要が生じ

ましたら、速やかにご連絡させていただきますので、よろしく

お願いします。 

岩部委員  資料を出していただいた件ですが、所得なしの方が全体の 



岩部委員 ２５％を占めています。国保を運営する上で非常に厳しいと思

います。 

 一方で８００万円以上の高額所得の方も国保税を納めてい

ない世帯があるのもわかりました。９００万円以上の世帯で３

世帯滞納していますが、平均すると１世帯あたり６２万円の滞

納があります。こういう世帯は前年度も滞納があるかもしれま

せん。国保税以外の税金も滞納しているんじゃないでしょう

か。 

 高額所得の世帯で滞納している世帯の対応がこれからの課

題になるのではないでしょうか。 

 それと、平成２３年７月末の数字ですが、その後半年たって

いますので、どの位減っているのかなと思います。 

国民健康保険課長  収納課としても、取れない方から無理やりというのは難しい

のですが、財産調査をして預金なり財産があるとわかればしっ

かり差押さえを行っています。 

井上委員  滞納している人は平成２２年度以前も滞納しているんです

か。 

事務局  今回の資料は、平成２２年度ですが、平成２２年度以前にも

滞納している方もいますし、単年度しか滞納されてない方もい

ます。 

議長（榎本会長）  他に何かありますか。 

 なければ、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たいと思います。 

 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、進行役を事務局にお返ししたいと思います。 

 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。 
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