
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、久喜市国民健康保険運営協議会委員委嘱書交付式

を開会いたします。 

委嘱書の交付は、田中市長が皆様の席へお伺いいたします。 

１号委員さんから順次交付させていただきます。誠に恐縮で 

ございますが、お名前をお呼びいたしますので、その場にてご

起立いただきまして、受領していただきますようお願いいたし

ます。 

市長 （席を回り、一人ずつ委嘱書を交付） 

事務局 ありがとうございました。それでは、田中市長からごあいさ

つ申し上げます。 

市長 （あいさつ） 

事務局 続きまして、委員の皆様の自己紹介をお願いいたしたいと思

います。大変恐縮でございますが、お時間の関係もございます

ので、簡潔にお願いしたいと存じます。 

 （１号委員から順次自己紹介） 

事務局 続きまして、事務局を紹介させていただきます。 

 （職員自己紹介） 

事務局 皆様、今後とも、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、委嘱式を終了させていただきます。 

 なお、引き続き、この場所で運営協議会を開催させて、 

いただきますので、よろしくお願いいたします。  

  

事務局 ただ今から、平成２４年度第１回久喜市国民健康保険運営協 

議会を開会いたします。開会に先立ちまして、出席委員につき

ましてご報告申し上げます。 

委員１８名中、出席者１５名、欠席者３名（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。 

 それでは傍聴者がいらっしゃらないようですので、早速、議

事に入りたいと思います。 



 ここであとからお見えになりました委員さんの委嘱式を行

いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 （委嘱書を交付） 

 それでは、議事に入る前に、資料の確認をさせていただきま

す。 

 （配布資料確認） 

事務局 それでは早速、議事に入りたいと思います。 

現在、議長となる会長が選任されておりませんので、会長が 

選任されるまでの間、市長に臨時議長をお願いしまして、進め

ていきたいと存じます。 

 よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

事務局  ありがとうございます。 

それでは、田中市長、臨時議長をお願いいたします。 

臨時議長  それでは、会長、副会長が決定するまでの間、しばらくの間、

私のほうで議長を務めさせていただきます。 

はじめに、次第１でございますけれども、議事録署名委員の 

指名でございます。１号委員さんから順番ということで、伊藤 

攻委員、岩上君子委員にお願いいたします。 

それでは早速、議事に入ります。次第２「久喜市国民健康保

険運営協議会会長及び副会長の選出について」でございます。 

久喜市国民健康保険に関する規則第３条第１項に「協議会に、

会長１人、副会長１人を置く。」と規定されております。     

また、同条第２項では「会長及び副会長は、公益を代表する委

員、つまり３号委員さんの中から全委員の選挙によって選出、

選任されるものとする。」と規定されております。それでは、

選出方法については、いかがいたしましょうか。 

野矢委員 推薦がいいと思います。 

臨時議長 ただいま、推薦がいいのではないかとのご意見でございますけ

れども、そのような方法ですすめてよろしいでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

臨時議長 はい。それでは選出方法につきましては、３号委員、公益を代

表する方の中から推薦ということで決定させていただきます。

それでは、会長について、どなたかご推薦をお願い申し上げま



す。 

善林委員 はい。 

臨時議長 はい。善林委員さん。 

善林委員 前期まで会長に就任されておりました、榎本善司委員さんにお

願いできればと思います。 

臨時議長 ただいま、会長には榎本善司委員さんが適当というご推薦がご

ざいました。いかがでしょうか。 

 （拍手あり） 

臨時議長 異議なしと認めます。榎本委員さん、いかがでしょうか。 

榎本委員 私でよろしければ、お引き受けいたします。 

臨時議長 それでは、榎本委員さんに会長をお願いするということで決定

とさせていただきます。続きまして、副会長でございます。ど

なたかご推薦はございますか。 

榎本委員 はい。 

臨時議長 榎本委員さん。 

榎本委員 吉水委員さんにお願いできれば。 

臨時議長 榎本委員さんから副会長には吉水委員さんにお願いしたいと

いうご推薦がございました。いかがでしょうか。 

 （拍手あり） 

臨時議長 ありがとうございます。吉水委員さんよろしいでしょうか。 

吉水委員 はい。 

臨時議長 それでは、ご本人にご了解をいただきましたので、改めて申し

上げます。次第２の久喜市国民健康保険運営協議会会長につい

ては榎本委員さん、副会長には吉水委員さん、とそれぞれ決定

をさせていただきます。ご協力いただきまして、おかげさまで

会長及び副会長の選出をすることができました。厚くお礼申し

上げまして、ここで、私は臨時議長の任を解かせていただきま

す。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。会長、副会長が新しく決まりました

ので、それぞれ席に移動をお願いしたいと思います。 

 （席を移動） 

事務局 最初に会長より就任のあいさつをいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

榎本会長 （あいさつ） 

事務局 ありがとうございました。続きまして副会長より就任のあいさ

つをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 



吉水副会長 （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たいと思います。よろしくお願いいた

します。 

田中市長 （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、ここで退席させて

いただきますことをご了承いただきたいと存じます。 

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、 

議事進行をお願いしたいと存じますが、その前に審議会の会議

の取り扱いにつきまして、皆様のご確認をいただきたいと存じ

ます。 

 久喜市の審議会等につきましては、久喜市審議会等の会議の

公開に関する条例の規定により、原則公開となっておりますの

で、委員の皆様のご発言も、会議録により公開されることにな

りますので、ご了承いただきたいと思います。 

なお、この会議録の作成にあたりまして、記録方式について、

どのようにしたらよろしいかおはかりしたいと思いますので、

議長のほうにお願いしたいと思います。 

議長（榎本会長） それでは、審議会の会議録については、「全文記録方式」    

や「ほぼ全文記録方式」があります。今までの国保の協議会で

は、「ほぼ全文記録方式」という方法をとらせていただいてい

ました。今後も「ほぼ全文記録方式」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） ありがとうございました。今後も「ほぼ全文記録方式」の記

録でお願いします。 

議長（榎本会長） それでは続いて議事に入ります。どうぞ皆様方のご協力をお 

願いいたします。 

次第の議題（１）諮問事項、「平成２４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」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 （資料に基づき説明） 

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、ご質問ございましたら挙手をお願いします。 

伊藤委員 制度の中身ということで総務費の中の総合事務組合負担金

はどういうものか。内容を教えてください。 

事務局  職員の退職手当組合に対する負担金でございます。以前市町

村職員退職手当組合というのがございましたが、それが総合事

務組合と名称が変わりまして、そちらのほうに負担金として支

出するものです。退職手当に伴う事務に対する負担金というこ

とでご理解いただきたいと思います。 

議長（榎本会長）  ほかにご質問はございますか。 

それでは、ご質問がなければよろしいでしょうか。 

「平成２４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。 

採決に入りたいと思います。本件について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） 全員賛成でございますので、議題（１）諮問事項①の「平成

２４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決まりました。 

続きまして、議題（２）報告事項①の「平成２３年度久喜市

国民健康保険特別会計決算について」を、議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

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。挙手をお願いいた 

します。 

三浦委員  ちょっと教えていただきたいのですが、介護保険料というの

は、歳入のほうには入ってはこないんですか。支出のほうには、

介護納付金というかたちで支出されているのですが。 

事務局  支出のほうの介護納付金ということで、支出があるのに歳入

はどうなのかということでございますが、保険税として、医療

費分、それから後期高齢者の支援金分、それから介護分という

ことで、その三つのものをあわせて保険税の国保税として徴収

しておりますので、国民健康保険税の中に入ってございます。 

議長（榎本会長）  他にございますか。 

竹内委員  基本的なことをよろしいですか。最初に国民健康保険税とあ

りますね。その中の調定額なんですが、６１億４千何万円とあ



りますね。そこで収入のほうが、収入済額が３９億円というこ

となので、この調定額とはどう違うのですか。この調定額と収

入額と。 

事務局  調定額はですね、国民健康保険の被保険者全てに対します、

所得割ですとか均等割ですとかそういったものが課税のか

かったものの、あらかじめ課税いたしますけど、課税の確定額

ということでご理解いただければよろしいかと思います。そし

て、その課税額、これだけ入りますよというようにはじめに決

めまして、そしてそれが決まった額に対してどれだけ入るかと

いうのが、収入済額になります。実際入ったのが、３９億円と

だいぶ離れておりますが、これは総トータル、つまり現年度分

以外に滞納した繰越分がございますので、このように低い収入

済額となっているところでございます。 

伊藤委員 今のと関連するかもしれないですけど、資料８で歳入、国民

健康保険税、収納率８９．２８％となっているんですけれども、

この８９．２８％というのは、たとえば埼玉県あるいは全国の

平均的な納付率に対して、どういう水準にあるのかというのを

教えていただきたいのと、さきほどの調定額と収入額の収入済

の差というのが関係があるのかどうか。 

事務局 まず、現年度分の収納率の８９．２８％でございますけれど

も、前年度は８７．７３％でございましたので、１．５５％の

増ということになっていますけれども、県内の市の平均で収納

率を現年度分で申し上げますと、８６．７２％でございます。

８６．７２％が平成２３年度の現年度分の県内の市の平均の収

納率でございます。順位的にはまだ算出されておりません。平

均を上回っているということでございます。 

三浦委員  ちなみに一番高いところは何％ぐらいいっているか教えて

もらえますか。 

事務局  桶川市ですね。９５．５８％でございます。 

議長（榎本会長） よろしいでしょうか。  

儘田委員 もういちど説明お聞きしたいんですけど、さきほど調定額と

いうこの数字は、いわゆる被保険者全てに課税した理論値では

ないですけれども、というふうに考えたときに、そうすると予

算現額のこの数字というのは、平成２３年度の予算現額、調定

額、収入済額、不能欠損額、未済額とかいろいろ数字が出てい

るんですが、結局現年度分と過年度分が一緒になっての数字と



いうのもここに含まれてきているという部分もあると思うん

ですが、調定額に対しての予算の現額という数字は、どういう

ふうに考えて、収入済額というのが調定額に対しての収入済額

のパーセンテージにも反映はしていないと思うんですよ。いわ

ゆるその８９．２８％という数字には、調定額を基準に考えて

しまうと、収入済額という数字とはちょっとずれが出ていると

思うんですが、そのへん説明していただけるとありがたいです

けど。 

事務局 予算額というのは、前年のだいたい１０月・１１月ぐらいか

ら、予算ですのでだいたいこれぐらいの保険税が収納されるだ

ろうという予測・見込みなんですね。それに対しまして調定額

というのは、実際に被保険者の所得状況とか被保険者の家族の

状況、そういったものから所得割・均等割を積算しまして、こ

の人に対してどれぐらい課税されるのかというのが決まりま

す。Aさんはいくら、Bさんはいくら、そのトータルが決定い

たします。つまり調定額がすべて全体の国保税の収入として、

実際はこの調定額が入る予定で、決定されておりますから。と

ころが、実際にはなんらかの形で支払うことができなかったり

とか、滞納したりとか、そういう形で実際に収入されるのが、

収入済額ということでございます。それから現年度分の調定

額、収入済額、調定額というのは４１億２，２２１万２，６５

３円になります。そして、収入済額というのは、３６億８，４

７４万１，７５７円になりますけれども、還付未済額というの

がちょっとややこしいんですけれども、その収入の中からまだ

過誤納とか本当は返還しなければならないのに、決算のときま

でに返還しきれなかったものを還付未済額といいます。本当は

収入の中に含まれてますので、本来の収入額はそこから引かな

きゃいけないんです。つまり３６億８，４７４万１，７５７円

から還付の未済額が４５４万４，７５０円あります。残りが３

６億８，０１９万７，００７円となります。この３６億８，０

１９万７，００７円をさきほどの調定額４１億２，２２１万２，

６５３円で割り返しますと、８９．２８％という収納率が出る

ということでございます。 

議長（榎本会長） いかがでしょうか。ほかにございますか。 

儘田委員 ふつう単純に考えると、６１億円入るのに３９億円しか入っ

ていないから、それでの収納率ってことじゃない、それが収納



率ってものじゃないんですか。入るだろうと決められたその額

が、入らなくちゃいけないお金が入ってないわけなんだから。 

この調定額がたとえば現年分、滞納分て分かれるのかもしれま

せんし。 

事務局 今申し上げたのは、現年度のあくまで平成２３年度の現年に

対する、実際に入るべきお金と収納したお金での収納率が８

９．２８％だったと申し上げておりまして、そのほかに今まで

の平成２２年度以降の要するに滞納した人の分の調定額がご

ざいます。その調定額と収納額をあわせますと、ぐっと収納率

が下がります。要するに過年度の滞納分の収納額がさきほど１

４．３３％と申し上げましたので、それを割り返しますと、トー

タル的には８９．２８％ではなくて、６４．６％になります。

したがいまして、さきほどの６１億円に対しての３９億円です

ので、６４．６％程度の収納率になるということで、ご理解い

ただきたいと思います。 

健康増進部長 通常、収納率と言っておりますのは、いろいろ滞納繰越分の

収納率と現年度分ということで、今回は平成２３年度なんです

が、平成２３年度の収納率ということで言っております。今回

８９．２８％ということで平成２３年度はなっておりますが、

さきほどもご説明いたしましたように、過年度分の、要は滞納

分を入れますと、実質は６０％台ということになりますので、

通常、収納率というのは、その年度の収納率を言っております

ので、そのへん、複雑でわかりづらいと思いますが、ご理解い

ただければと思います。 

松本委員 単純な質問で申し訳ないですが、資料８の今年度分の歳入歳

出の総額を引いた金額が、１０億７，６４５万１，７７６円で、

これに伴って平成２２年度からの繰越金、一般会計からの繰入

金を入れて、なおかつ基金繰入金を入れた残りが８，５７７万

７，０４８円ありますけど、この赤字の分について、実際は赤

字の状態ですが、どういうふうにこれを赤字の状態じゃないよ

う、決算上の作業をしたのかということを教えてください。 

事務局 今のお話ですが、実際には決算をしたところ、歳入歳出差引

額が１０億７，６４５万１，７７６円ということで、赤字とし

てそこに書いてある８，５７７万７，０４８円ではないんです。 

実際に残ったのは、１０億７，６４５万１，７７６円で、その

金額が残っていますけれども、平成２３年度の歳入には、平成



２２年度からの繰越金が８億８，４２９万６，８２４円、一般

会計からの繰入金が２億７，０００万円、基金繰入金が７９３

万２，０００円を入れておりますが、これらは国保特会の純粋

な収入ではありませんので、これらを収入として見ないことに

しますと、実質的には、８，５７７万７，０４８円の赤字とい

うことでございます。 

議長（榎本会長） よろしいでしょうか。それでは議題（２）の報告事項は以上

といたします。 

それでは、ここで少々休憩をいただきまして、答申書（案）

を作成したいと思います。 

暫時休憩します。 

 （答申書の作成を待って） 

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。 

 国民健康保険事業について（答申） 

 平成２４年８月２２日付、久国第７０９号で諮問のあった件に

ついて、下記のとおり答申いたします。 

１ 答申事項 

（１）平成２４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 

原案のとおりとする。 

 

ただいまの案で答申ということでよろしいでしょうか。 

 （全員賛成） 

 （答申書部長へ） 

議長（榎本会長） ありがとうございました。それでは、ほかに委員の皆さんか

ら何かご意見ございますか。 

善林委員 平成２３年度の決算書の件に関してなんですけど、数値云々

ということの話ではなくて、資料７の７・８ページのところの

特定健康診査等事業費で、当初に比べると不用額が５千万円近

くある。この背景には何があるのかということをちょっと教え

ていただきたい。 

事務局 特定健康診査等事業費につきましては、多くは委託料なんで

すけれども、その委託料というのは特定健康診査の検査項目に

対する委託費用なんですけれども、受診率につきまして、市と



しては、３６％ぐらいに平成２３年度は伸びるだろうと見込ん

でいたのですが、実際には終わってみたら２８％弱くらいの結

果になりまして、結局そこで、主に委託料ですけれども、不用

額が生じてしまったということでございます。 

善林委員  ほとんど前年度の受診率と変わらないということですか。 

そこに原因があるということですか。 

事務局  はい、そうです。 

議長（榎本会長）  それでは、事務局から何かありますか。 

事務局 はい。まず、委員の皆様は、市が作成する公職者名簿に登載 

されます。名簿には公職名、氏名、任期が登載され、公文書館

において、閲覧に供されますので、ご了承いただきたいと思い

ます。次に、当協議会の今後の開催予定でございますが、諮問

事項にもよりますが、１１月定例議会、２月定例議会前に開催

予定でございます。開催にあたりましては、およそ１か月前に

ご案内し、１週間前までに資料を送付させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

議長（榎本会長）  それではこれで本日の協議事項はすべて終了いたしました 

ので、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、進行役を事務 

局にお返したいと思います。 

 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

副会長よりごあいさついただきたいと思います。 

 （副会長あいさつ） 

事務局  ありがとうございました。長時間にわたりまして、ご協力あ

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。ありがとうございました。 

 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) 

 

  平成２４年１０月４日 

                伊藤 攻 

                岩上 君子 

 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 


