
 

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 ただ今から、平成２４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。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１６名、欠席者２名でございます。 

したがいまして、久喜市国民健康保険に関する規則第５条第１ 

項の規定により、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。 

 それでは傍聴希望者がいらっしゃらないようですので、早

速、議事に入ります。 

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。 

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、竹内進次委員、野矢良子委員にお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

次第の議題、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 （配布資料に基づき「平成２４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、ご質問の

ある方は、挙手をお願いいたします。 

伊藤委員 財政調整交付金が８，８２０万１千円の減額ということです

が、前期高齢者交付金の額の確定によって減額されたというこ

とは、人数割合か医療費の問題なのかどちらかだと思うのです

が、そのへんはどうですか。 

事務局  前期高齢者交付金というのは、いただくほうのお金です。６

５歳から７４歳までの方の医療費負担について確定した額に

つきまして交付金がくるわけでございますけれども、平成２４

年度は４３億円くらいになるかと思います。前期高齢者交付金

が調整交付金のほうから引かれるということでございますの

で、それが多くなると調整交付金が少なくなるということにな

りますので、今回、平成２３年度４０億円から平成２４年度４

３億円に増額されたものですから、多くなった部分を引かれま

すので、財政調整交付金が減額されるというようなことであり

ます。それから減額となった主な要因ですが、負担率の変更と

いうこともございます。財政調整交付金の法定負担率の割合が

平成２４年度当初３４％を見込んでおりましたが、３２％に

減っております。その２％の分については、県の交付金に回さ

れるというような制度上の変更があった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。ほかにございますか。 

善林委員  ２点ほどあるのですが、１点は歳出の総務費の職員給与費で

すね。国保担当職員が１名減となったということが根拠となっ

ていますけれども、その理由、背景、なぜ減となったのか。も

う１点は、同じ歳出の保健事業費で減額補正していますね。特

定健康診査事業で。これは当初の見込みよりも受診者が少ない

ために経費が少なく済んだという理由なのかどうか、その２点

をお伺いしたいと思います。 

事務局 最初に職員給与費が減額になった背景ですが、国民健康保険

特別会計から支出されます職員給与費の分が１０月の人事異



動によりまして、栗橋総合支所の国保担当職員が１名減ってお

ります。というのは、人事上の問題で、機構改革等ございまし

て、生活安全課の職員の不足が生じたため、栗橋総合支所から

異動したというような背景でございます。 

つづきまして、保健事業の特定健康診査の経費の減額でござ

いますけれども、印刷製本費とかの封筒類などの見積もり合せ

によりまして、競争させて発注しておりますので、その差金が

でたことや郵送料が受診勧奨等のはがきを出すわけでござい

ますが、そちらの郵送料が大量に発送しますので、割引とかあ

りまして安くすんだといったことでございます。なお、特定健

康診査の状況でございますけれども、平成２４年度は平成２５

年１月１日現在で、対象者数３１，６２３人に対して、受診者

数５，２０２人で受診率１６．４５％でございます。まだ年度

途中でございますので、今後費用決裁等もございますが、平成

２３年度の受診率２７．８７％を超えるのではないかというよ

うな予測をしております。従いまして、受診率につきましては

低くなっているということではございません。 

議長（榎本会長） １名減ということですよね。その減になった理由はわかりま

したが、業務的には大丈夫なのですか。 

事務局  栗橋総合支所から異動した職員が国保に精通していました。

この職員が異動したため、残った職員は苦労しているようです

が、残業等で対応しております。 

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２

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、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２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、諮問事項（２）の「平成２５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。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 （配布資料に基づき「平成２５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）  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。 

伊藤委員  予算について諮問されているのですけれども、これだけでは

なかなか、良いか悪いかというのは難しいと思います。それぞ

れの説明がされていますけれど、どういうものかという説明が

されているのですけれど増減というか増減率の多いものにつ

いては、もう少し理由といいますか、背景というか原因といい

ますか、そういったところを説明していただかないと、なかな

か良いとか悪いとか判断しにくいのではないかと思います。こ

の中で特に目立つのは、国民健康保険税の３．３％減、これは

絶対額が大きいですからかなり影響してくると思います。この

へんの理由の説明とか国庫支出金の９．９％減、といったとこ

ろの理由といいますか背景といいますか、そういったところを

説明していただきたいと思います。 

事務局  まず、最初に国民健康保険税が減額となってございます。資

料４をご覧いただきたいと存じます。理由といたしましては、

平成２４年度の算定に対しまして、平成２５年度は、平成２４

年度の７月の本算定、つまり平成２４年度の国保税の確定額、

調定でございますが、その調定ベースから積算してございまし

て、その調定額から平成２５年度の税を出してございます。そ

れから１人当たり調定額から平成２５年度の平均被保険者数

をかけまして、それに平成２３年度決算の収納率８９．３％を

かけて平成２５年度の見込みを出してございます。その見込ん

だ結果、去年の予算の見込みよりも減っているというようなこ

とでございますが、減った理由といたしましては、このような

景気の状況で皆さんの所得が減ってきている状況があるとい

うようなこと、従いまして低所得者の方が非常に多くございま

す。低所得者が多いということは、軽減世帯のほうも非常に多

くなってございます。軽減世帯数は、７割軽減、５割軽減、２

割軽減と均等割のほうを所得の状況に応じて軽減してござい

ますけれども、約３人に１人の割合で軽減となってございま

す。そのような状況から、国民健康保険税につきましても減っ

てきているというふうに見込んでおります。 

 それから国庫の支出金の療養給付費の負担金等でございま

すけれども、先ほども申し上げましたけれども、法定負担でご



ざいます。療養給付金に対して法定負担が平成２４年度３４％

でございましたけれども、３２％に減らされてございます。そ

の２％の分がどこにいくかというと、県の調整交付金が２％増

額されていると、７から９％にしてもらえるというようなこと

でございます。つまりその意味はどういうことかと申します

と、県のほうが中心となって国保を広域的にして運営していき

なさいよという意味合いがそこに含まれているのだろうとい

うふうに認識してございます。 

伊藤委員  今のような説明を入れておいていただけると、もう少しわか

りやすいかと思います。 

竹内委員 同じような趣旨なのですが、歳出の９款 基金積立金、これ

は平成２５年度が１万８千円で平成２４年度が４億２，１３８

万３千円ということで、１００％ほぼ０に近いのですが、これ

について、この説明資料だと金利の積み立てと書いてあります

ね。これだけ減った理由は何なんでしょうかね。いわゆるその

１００％ほとんど０に近い数字ですね。 

事務局 平成２４年度、４億２，１３８万３千円を積み立てるという

ことでございますが、税率改正のときに平成２４年度と平成２

５年度の２年間でまかなうべき必要額というものを出しまし

て、その中で平成２４年度については、一般会計からのその他

繰り入れ金７億８千万を繰り入れますと、多少残るだろうとい

うようなことで、残る分を平成２４年の４億２，１３８万３千

円を基金に積み立てまして、その部分を平成２５年度の不足分

といたしまして、１１億５千万円不足するというふうに税率改

正時に予測したんですね。それに対しまして一般の繰り入れが

７億８千万円とすると３億７千万円まだ足りないということ

でございます。そうしますとそれを平成２４年度に積み立てた

基金の４億２，１３８万３千円を取り崩して、３億７千万円の

不足額を補おうではないかという考えのもとに、平成２４年度

は基金の積み立てを４億２，１３８万３千円したということで

ございます。ところが、平成２５年度につきましては、積み立

ては利子分のみで計上したということでございまして、その背

景といたしましては、平成２３年度の決算で基金が約２億３千

万円積み立てられたということ、医療費の伸びが平成２３年

度、当初６％以上伸びるだろうと予測していたのですが、４％

くらいにおさまったんですね。そういった関係から基金の積み



立てにつきましては、利子分のみで計上させていただいたとこ

ろでございます。 

また、インフルエンザが急激に増えると、今年は１月という

ことで遅い時期の流行りでございますので、医療費がこれから

どのぐらいになるか心配でございますが、１０月、１１月とか

早い時期にインフルエンザが蔓延しますと、医療費が膨大にな

ります。一月当たり約平均８億円くらい、毎月出ております。

それがインフルエンザの流行りになりますと、９億円、１０億

円といってしまうようなことになりかねないということなの

で、余裕を持ちたいところでございますが、今のところ基金の

積み立てにつきましては、利子分ということで、今後基金の利

子については、先ほど申し上げました、平成２３年度、２４年

度決算見込みといったものから約６億９千万円ほどの基金積

み立てが平成２４年度末で残るであろうというふうに見込ん

でございます。そういったこともございまして、今回、平成２

５年度の基金積み立ては、利子分のみとさせていただきますの

で、ご理解いただきたいと存じます。 

竹内委員  そうすると全然性格違うんですか。平成２４年度の積立金の

額と平成２５年度分は全然性格が違うと。片方は利息分だけと

いうことですね。 

事務局  そうですね。 

議長（榎本会長） ほかにございますか。  

伊藤委員 もうひとつお伺いします。職員給与費は８．８％減らす予算

ですが、たぶん久喜市合併になって合併以前の各市町での国保

の職員数を効率化していこうという動きといいますか、されて

いると思うんですけれど、そういったものが８．８％減という

ようなことになっていらっしゃるのかどうか。もし数字がわか

りましたら合併のときの職員数の合計が今どのくらいまで効

率化されているかということ。効率化していいのかどうか、先

ほどそれによって、職員の負担が増えているということもあり

ますので、そのへんの状況を説明いただけたらと思います。 

事務局 職員が減っているということでございますが、平成２４年度

当初ですから平成２３年度に見込むわけですけれども、国保の

会計から支出する職員数は２５人でございました。ところが平

成２５年度の予算は２３人でございます。２名の減となってご

ざいます。平成２３年度は税率改正の事務がたいへんというこ



とで２５人おりましたが、平成２４年度は税率改正事務が終了

したということで２名減となったものでございます。 

健康増進部長 市全体の職員数につきましては、正確な数字は把握しておら

ないところなのですが、合併当初１千人ちょっと超えておりま

した。そして平成２４年４月１日では９５０人ほどですから、

減っておりまして、適正な人員配置、人員数に向けてすすめて

いるところです。 

善林委員 歳入の国民健康保険税の金額の数値の背景ですね。先ほどの

ご説明だと、前年度というか今年度の調定額を基準にして算出

したと言っていますけれども、その理由としては、所得減の世

帯が増えているということをあげられていますけれども、その

ほかの要因というのはないのですか。たとえば保険税の納付率

の低下とか、それで税の収入が少なくなるためにやむを得ずと

いう背景があるのか、ないのか。今にはじまった問題ではない

ですけれども、従来ずっと改善策を努力されていると思うんで

すけれども地方税について。そこらへんの状況どうなんでしょ

うか。やはりそれも減額のひとつの大きな要因になっていると

いうことでしょうか。 

事務局 平成２５予算につきましては、先ほども申し上げましたよう

に平成２３年度決算の収納率を使っております。現在平成２４

年度の１２月末の収納率でございますけれども、現年度という

のが現在賦課しているところの税金でございますが、５９．

２％で、平成２３年１２月末が６０．４％と多少落ちている傾

向にございます。ただ、今申し上げました現年度の５９．２％

につきましては、年金天引き分等ですね、１月４日に反映され

るのですが、その分が入っていないというようなことで、実際

は見込みとしては平成２３年度に近づけるのではないかとい

う見込みであります。滞納繰越分については、若干上回ってお

りまして、平成２４年度の１２月末で１３．８％、前年の同月

で１１．２％でございますので、滞納のほうの収納については、

若干上回っているというような傾向でございます。そのような

状況でございますので、予算の収納率につきましては、平成２

３年度の決算の収納率を使わせていただいたということでご

理解いただきたいと存じます。 



議長（榎本会長） 歳出のところでですね、医療費の給付金というのは増えてい

ないのですか。前年並みくらいに見えるのですけれども、

ちょっと知りたいですけれどもね。病気にかかったときの保険

の給付金がどのくらいなのかを。増えていますか。 

事務局 保険給付費でございますが、１．１％の増ということで、あ

くまで平成２４年度当初予算との比較でございまして、先ほど

少し説明申し上げましたけれども、平成２３年度の医療費の伸

び率はだいたい４％くらいの伸びでございましたが、今年度の

伸びを予測しましたところ、平成２４年度の決算見込みと平成

２３年度の決算額を比較しますと、約５．５から５．６％くら

いの伸び率となってございます。やはり若干伸びていくかなと

いう感じでございますので、予算に見込んでおります。ただ、

今回、この１月、２月、３月が、怖いのがインフルエンザ等で

医療費が膨大になると、月平均約８億円の保険給付費が出てい

るのですが、それが１０億円、１１億円といっぺんに出ますと、

非常に国保の財政が苦しくなるといった状況がうまれてまい

りますので、そのへんを注視してまいりたいというふうに考え

ております。今のところそのような状況でございますので、ご

理解いただきたいと存じます。 

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２５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。 

 諮問事項（２）の「平成２５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、諮問事項（２）の「平成２５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。 

 （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２５年１月２４日付、久国第１３９２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２

号）（案）について」 

原案のとおりとする。 

（２）「平成２５年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）

について」 

原案のとおりとする。 

 （答申書部長へ） 

議長（榎本会長） 続きまして、次第の５報告事項について、事務局の説明を求

めます。 

事務局 配布資料に基づき、「第２期久喜市特定健康診査等計画

（案）」、「ジェネリック医薬品差額通知の試行実施」について

説明。 

議長（榎本会長） ただ今の説明に対しまして、ご意見、ご質問ございますか。 

儘田委員 公費負担番号が付与されている被保険者の方は、何名ぐらい

いらっしゃいますか。 

事務局 公費負担番号なのですが、障害の方ですとか公費が医療給付

費に入っている方なのですけれども、レセプトのほうに記載が

されるのですが、全体の人数につきましては、今資料を持ち合

わせておりません。申し訳ございません。 

議長（榎本会長） ほかにご意見、ご質問ございますか。 

それでは、事務局からその他連絡事項がありますか。 

事務局  次回の当協議会の開催は予定でございますが、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。 

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。 

 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

副会長よりごあいさつ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 （閉会のあいさつ） 

事務局  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ます。 

大変お忙しい中、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) 
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