
 

 

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２５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。始めに、すでに委員の皆様には、ご連

絡申し上げましたが、去る８月６日、当協議会会長の榎本善司

様がお亡くなりになりました。あらためてご報告申し上げると

共に、故人のご冥福をお祈りいたします。 

それでは、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１７人中、出席者１３人、欠席者４人でございます。 

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。 

また、現在、会長が不在でございますので、久喜市国民健康

保険に関する規則第３条第４項により、会長代行として吉水副

会長に、議長をお願いいたします。 

 なお、会議の終了は２時４５分を予定しております。 

 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、会議に入ります。 

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、吉水副会長よりごあいさつをお願いいたしま

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

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。 

田中市長においては、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。 

それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 

 



 

 

（配布資料の確認） 

久喜市国民健康保険に関する規則第４条第１項及び第３条

第４項の規定によりまして、吉水副会長に議事進行をお願いい

たします。 

議長（吉水副会長） 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、松本都久恵委員、小島雅浩委員にお願いいたします。よろ

しくお願いいたします。 

まず、次第４の（１）諮問事項、「平成２５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」を議題

といたします。 

事務局に説明を求めます。 

事務局 （資料に基づき説明） 

議長（吉水副会長） 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。 

議長（吉水副会長） 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。諮問事項の「平

成２５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」を原案のとおり決定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（吉水副会長） 全員賛成でございますので、（１）諮問事項の「平成２５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」は原案のとおり決定しました。 

続きまして、（２）報告事項の「平成２４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（吉水副会長） 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。 

齊藤委員  歳入歳出決算書の２ページの国民健康保険税で不納欠損額



 

 

ということで、２億２，４００万円ほど計上されていますが、

時効にかかわる分ということで取れなかったものと考えてよ

ろしいでしょうか。先ほど収納率の話がありまして、２４年度

現年度分８９．３％とおっしゃいました。わかりましたら平成

２３年度と平成２２年度の現年度分の収納率を教えていただ

きたい。県内の平均と比べると久喜市はどの程度なのか教えて

いただきたい。特定健診の受診率についても教えていただけた

らと思います。 

事務局 まず、不納欠損でございますが、収納課からの資料で２億２，

４６９万円となっておりますけど、純然たる時効で切ったとい

うことではなく、財産がなくて生活困窮、居所不明ですと滞納

処分の執行停止になります。停止後３年経過しますと消滅いた

します。そういったものの件数が平成２４年度で４７５件あり

ます。欠損額としましては、千円未満は省略しますが、３，５

７９万６，０００円でございます。また、滞納処分の執行停止

の中で徴収することができないことが明らかな場合、即時消滅

といいますが、即時消滅にかかった分が３３９件ございます。

２，７９６万５，０００円でございます。それから滞納処分の

執行停止をかけましたが、執行停止後３年を経過するより前に

５年の時効にかかったものが６６１件、４，１４５万１，００

０円でございます。そして純然たる５年時効消滅が１，７５８

件、１億１，９４８万６，０００円でございます。あわせまし

て、３，２３３件、２億２，４６９万９，０００円でございま

した。前年と比較しますと、１，０６５件多くなっております。

これは、被保険者が所得がなくても、１万５，０００円かかっ

てしまいます。なぜかと申しますと応能の所得に応じたもの

と、応益、受益者負担分でかかりますので、均等割が必ずかか

ります。ですから所得が０で７割の均等割軽減をかけても均等

割の部分全部で５万円ですから、その３割の１万５，０００円

は必ずかかります。つまり所得が０でも１万５，０００円かか

る人がいます。それは滞納処分の状況の生活困窮に入ってきて

しまう方なんです。そういう方が払えないことが累積されます

と、やむをえない状況だということで、執行停止、処分停止を

かけていくというような状況でございます。ただ、国保としま

しては、そういう方にも尐しのお金でも出し合って、所得のあ

る方も出し合って、みんなで出し合って万が一の場合に助け合



 

 

いましょうというのがあるので、尐しでもお金をだしてくださ

いということで、応能・応益割、受益の負担に応じて払ってく

ださいというのがあります。それが市民税とかの税との制度の

違いがあるということで、滞納者もご承知のとおり、低所得者

ですとか正規雇用ではない人も多いということで、滞納額も高

いと考えているところでございます。次に収納率でございま

す。平成２３年度現年度は８９．３％で同率でございます。滞

納繰越分は１４．３％でございます。平成２２年度現年度は８

８．３％、滞納繰越分が１２．４％でした。順位でございます

が、平成２４年度は確定ではございませんが、市の平均収納率

は８７．８％で、久喜市は４０市中２３位でございます。 

滞納繰越分は１４．７％で、４０市中７位でございます。それ

から保健事業の特定健康診査の受診状況でございますが、２３

年度２７．９％から２４年度３５．４％、人数にしますと２３

年度は８，７２２人でしたが、２４年度は１１，１８６人と非

常に多く受診していただきました。心電図を追加したりですと

か受診勧奨通知をピンク色にしたことなども影響しまして、受

診者数が増えたものと思っております。 

議長（吉水副会長）  他にございますか。 

伊藤委員  歳入と歳出の総額が１２％前後増えています。１２％という

のはかなり大きな額で、これが毎年毎年となるとたいへんだと

なると思うんですけれども、そうではなくてどちらかというと

平成２４年度が特殊な増え方をしているのかなという気がす

るんですけれども、この原因といいますか、要因はどういうと

ころにあるのでしょうか。 

事務局 歳入総額といいますのは、歳出に応じて歳入がいただけます

ので、歳出総額が増えたことによって歳入が増えたと考えてい

ただきたいのですが、要因としてはさきほど申し上げましたよ

うに一番の原因は、医療給付費が約４億円、パーセンテージに

して約４％程度、伸びがございます。雨も降ってインフルエン

ザもはやらなかったのですが、それでも医療給付費が約４％、

約４億円伸びておりますので、歳出が増え、それに伴って歳入

が増えているとお考えいただきたいと思います。 

伊藤委員 歳入歳出が４％ということであれば、今の説明でわかります

が、１２％の伸びですから、そのことはどのように説明してい

ただけますか。金額的あるいは率で見ますと、保険給付費、後



 

 

期高齢者支援金、共同事業拠出金あたりが大きいと思います

が。 

事務局 平成２４年度の税率改正によりまして、税があがったという

のも１つの要因でございます。また、平成２３年度までは、そ

の他繰入が２億円程度だったのですが、７億８，０００万円に

しております。それから、どちらかというと久喜市は高齢者の

方が多いので、拠出金から歳入とも多くなっているということ

も要因と言えます。 

伊藤委員  後期高齢者の数が増えると拠出金が増えるということです

か。 

事務局  そうです。高齢者の医療費の伸びに応じて、国のほうからお

金も来ますし、それに伴って歳出も大きくなりますし、歳入も

大きくなるという考えでございます。 

議長（吉水副会長） それでは質問がないようですので、議題（２）の報告事項「平

成２４年度久喜市国民健康保険特別会計決算について」は以上

といたします。続きまして、（３）協議事項「久喜市国民健康

保険特別会計の現状と今後の見込みについて」を、議題といた

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（吉水副会長） 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。 

齊藤委員 シミュレーションの中で、国保税を平成２５年度以降４０億

円で計上されておりますけれども、国保税というのは、基本的

にはそんなに調定額というものは大きく変わらないものなの

でしょうか。そのあたりを教えていただければと思います。逆

に減ったりですとか、増えたり、減尐していく傾向にあるのか、

増えていく傾向にあるのか、過去の推移ですとか、わかりまし

たらお願いします。 

事務局 国民健康保険税の収入につきましては、平成２５年度からは

４０億円ということで計上させていただいておりますが、現

在、被保険者数が微増であったり、若干減ったりと安定しない

部分がございますので、調定額も上がったり下がったりという

ことが続いている状況がございますので、一概にこれから何％

の率で上がるという見込みが立てにくいということで、同じ金



 

 

額で計上させていただいたところでございます。 

平成２３年度は３９億７，４００万円ということですので、

それほど増減はないのかなというふうに受け止めているとこ

ろでございます。ですからシミュレーションとしては、４０億

円ということで推測しているところでございます。 

竹内委員 決算と繰越金の関係なんですけれども、平成２４年度の決算

見込みだと歳入から歳出を差引きしますと、１０億７，５３３

万４，０００円の歳入超過と、ところが実績には一般会計から

繰り入れているものもあるので、１０何億もらってますので、

実質赤字ということですね。一般の繰出し金が１５億３，００

０万円位もらってますから、歳入歳出差引きが１０億７，５０

０万円ですから実質赤字ということですね。 

事務局 前年度からの繰越金や一般会計からのその他繰入金を差し

引きましますと、実質は赤字ということでございます。 

竹内委員 ということは、逆に言えば一般会計からの繰越金がないと成

り立たないということだと思いますが、実はこのシミュレー

ションで今後一般会計からの繰入金をそんなに増やさないと

いうことなんですが、どう考えているかをお話願いたい。要は

考え方です。この数字ではなくていわゆる一般会計予算から国

民健康保険に繰り入れるのは、どういう考え方をもってやって

いるのかということです。 

事務局 どうしても税で賄えない部分をその他の繰入ということで

平成２４年度から７億８，０００万円を一般会計から繰り入れ

ております。７億８，０００万円繰り入れた平成２４年度とい

うのは、県内市の平均が７億５，０００万円、平成２５年度を

見ますと６億８，０００万円程度でございますので、平均額を

とってシミュレーションをおこしているということでござい

ます。繰越金につきましては、歳入歳出差引き額をそのまま繰

越に入れるということでございますので、シミュレーションの

中から出た数字をそのまま繰越金にあてるということでござ

います。 

齊藤委員 支払基金の積み立ての関係なんですけれども、当面切り崩す

予定はないということでよろしいでしょうか。 

事務局 さきほど補正予算で２億７，０００万円積み増ししますけれ

ども、平成２５年度予算で２億３，０００万円ほど取り崩しを

して、療養給付費の財源にあてる、ですから２億７，０００万



 

 

円を積み増ししたのですが、そのうち２億３，０００万円を取

り崩しますから、４，０００万円が残る。平成２４年度末が約

７億円ですので、平成２５年度末の基金残高は７億４，０００

万円になるということでございます。 

伊藤委員 この中で、国庫支出金あるいは県支出金というのは、増えな

い、むしろ減るというような数字になっているんですけれど

も、見込みがたたないからということなのか、それとも保険給

付が増えるとそれに応じて増えてくるような仕組みになって

いるかと思いますが、そのへんはどういうふうになっています

か。 

事務局 国庫支出金の関係ですが、国の補助金、国庫負担金というも

のと財政調整交付金というものがあるんですけれども、公定の

割合というものが決まっております。国庫負担金が３２％、医

療費の３２％という金額が入ってくるんですけれども歳入の

５番の前期高齢者交付金というのがありますが、こちらが４３

億円、４７億円とかなり大きな金額が入っております。これは、

６５歳から７４歳までの方の医療費の関係を調整するために

交付される交付金でして、こちらが入ってくると国庫支出金の

ほうも調整されるという形で、おおむね５０％位国から入って

くるということで、基本的にはそのような構造になっておりま

す。 

伊藤委員 前期高齢者の部分は、医療費が増えたら増えるというかたち

になりますけど、ほかの国庫支出金や県支出金はまったく増え

ない、あるいは減るというふうになっているんですけれども、

どういうふうに考えていますか。 

事務局 このシミュレーションなんですけれども、基本的には医療費

に応じての法定負担、交付金を見込んで出させていただいてお

りますが、ばらつきがあるということにつきましては、４番療

養給付費等交付金というものがありますけれども、こちらは退

職者の関係で基金からの交付金なんですけれども、平成２６年

度にこの制度が廃止されるんですが、平成２６年度に６５歳に

到達していない方は、段階的に退職者医療制度から外れていく

という状況なので、平成２６年度でぴたっと終わるわけではな

く、段階的になっていくという制度でございます。こちらの交

付金については、退職者の人数が減っていくことに応じまして

減らさせていただきました。逆に退職から一般にいく方がい



 

 

らっしゃいますので、支出金のほうになっていくという操作を

しておりますので、増減がでてくるという状況になっておりま

す。 

伊藤委員 あわせて４０億円位あるんですか。国庫支出金と療養給付費

等交付金で。 

事務局 そうです。国の国庫負担金が３２％、財政調整交付金が９％、

県の交付金が９％で５０％という状況でございます。ただ、さ

きほど申し上げましたように前期高齢者交付金という金額が

入ってくるんですけれども、国庫負担金の算定からは控除しな

ければいけないので、実際に国から入ってくる補助金というの

は３２％ではないという状況でございます。 

保険給付費の医療費の支払いに応じて、３２％が決まります

ので、歳出の２番保険給付費をご覧いただいて、それに対する

おおむね３２％を計上しているということで考えていただけ

ればと思います。ただし国庫支出金は計算が複雑なんですね。

前期高齢者交付金をもらっているので、その分は差し引きます

ので、国庫支出金に影響してくるものです。そういったものも

シミュレーションにいれて作ったものが資料５というふうに

考えていただければと思います。 

議長（吉水副会長） よろしいでしょうか。ほかにご質問がなければ（３）協議事

項「久喜市国民健康保険特別会計の現状と今後の見込みについ

て」は以上といたします。 

それでは、（３）協議事項「久喜市国民健康保険特別会計の

現状と今後の見込みについて」を承認することに賛成の方の挙

手を求めます。全員賛成ですので、（３）協議事項「久喜市国

民健康保険特別会計の現状と今後の見込みについて」は原案の

とおり承認と決定いたしました。 

それでは、ここで尐々休憩をいただきたいと思いますので、 

暫時休憩とします。 

 （答申書の作成） 

議長（吉水副会長）  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８月２２日付、久国第６３６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 

平成２５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。 

 （答申書部長へ） 

議長（吉水副会長） それでは、ほかに委員の皆さんから何かございますか。 

ないようですので、事務局からは何かございますか。 

事務局 さきほど配布させていただきました資料、「ジェネリック医

薬品差額通知の実施について」ご説明させていただきます。 

（当日配布資料に基づき説明） 

議長（吉水副会長）  ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対し

て、ご意見、ご質問ございますか。ご意見、ご質問のある方は

挙手をお願いします。 

齊藤委員 これで、医療費の削減効果はどれくらいあったのでしょうか。 

事務局 金額的には出ておりませんが、仮にこちらの結果で、３５人

の方が切り替えていただいたということで、１人５００円と仮

定した場合、３割分で５００円なので、７割と考えると約１，

１６０円ほどになるんですけれども、それで計算すると１か月

４万６００円になります。 

根本委員 薬剤師の立場といたしましては、必ず処方箋をもってきたと

きに質問することが「ジェネリックに変えますか」ということ

です。それで説明を受けて納得していただいたら変えるという

ことと、私たちも変えることに努めていくということと、残量

確認ということで「ちゃんと飲んでいますか」と聞いて、もし

余ってたら、お薬手帳に書いて、次回は先生にちょっと尐なめ

に出していただくという努力をさせていただいています。 

伊藤委員 ジェネリックの普及というのは非常に大切なことだと思い

ます。医療費を削減するという意味で。ただ、どうやって被保

険者、患者の皆さんに理解していただくかということと、一番

問題なのは、お医者さんがなぜジェネリックを処方しないのか

ということを、非常に疑問に思っているんですけれども。市民   

病院でのジェネリックの指導状況とか、それは手厚くするとい

う方向で進めていらっしゃるということはありますか。 

事務局 医師会と協議して、医師会にもすでにお願いして協力いただ

いているところですけれども、やはり医師会の中にも必ずしも



 

 

賛成の人ばかりではありません。というのは、例えば高血圧の

薬でジェネリックの場合に、中には効き方の時間が違ってきて

いる。例えば飲んで６時間くらいしか効かないから、朝急に血

圧が高くなって倒れてしまう。そういう事例もあるんですよと

いうことで、必ずしもジェネリック医薬品がいいとは限らない

んですよというご意見をおっしゃるお医者さんもいらっしゃ

います。ただ、皆さんも病院等に行かれた場合、署名している

ものはほとんどないかなと思います。たいていジェネリックに

してくださいと言えば、薬局さんのほうでもジェネリックがあ

れば、先発医薬品に代わる後発医薬品、特許が切れて同品質を

製造したものがあれば、そちらに切り替えてもらえる状況がほ

とんどだと思います。ただ、それにしても普及率が平成３０年

３月が６０％なんですが、今のところ４０％ちょっとなんです

ね。まだまだ先発医薬品にこだわる先生も中にはいらっしゃ

る。というのは、さきほど申し上げましたような、先発医薬品

がいいと思っている人も中にはいらっしゃるということで、先

発医薬品を使っている人を対象に、後発医薬品に切り替えてく

ださいよとお願いした関係でこのような状況になっていると

考えているところでございます。だいたい病院では、今のとこ

ろは普及が広まったと、国の施策としましても、今申し上げま

したように平成２９年度末までには６０％を達成しましょう

というような施策でございますので、今後はほとんどジェネ

リックがあればそちらのほうに変えていただく。ただし、心配

があるようでしたらお医者さんとよく相談して、切り替えてい

ただければと考えております。 

伊藤委員 市民病院のほうで、なにか施策を考えていらっしゃいますか

という質問です。民間の病院ですと、やはり尐しでもコストを

下げようとします。そうするとどうしてもジェネリックを使用

する。けがにかぎらずがんもジェネリックを使用するように

なっていますけれど、そういう状況というのはございますか。 

事務局 今、市民病院というのは残念ながら久喜市にはございませ

ん。ですが、久喜総合病院も医師会に入ってございますので、

医師会との関係でお願いして、極力ジェネリックをお願いした

いということで、協力をいただいているということでございま

す。ですから、医師会の中には久喜総合もそうですが、済生会

栗橋病院も入ってますし、そういった中で話し合って、ジェネ



 

 

リックを普及しているから国保も力を入れているので、ぜひ協

力をお願いしたいということでお話してございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

野矢委員 医師会には、病院でも医院でもほとんど入っていると思いま

す。私もある病院に行って、血圧が高いので、ジェネリックの

ことを聞いたら患者のほうからジェネリックどうですかと言

えばいいけれど先生のほうからは言えないそうです。それは言

えっていう院長の許可があって、こっちから聞くんですよとい

うふうになるけれど、院長がそれは患者が先にジェネリックど

うでしょうと言えば、それについては説明するという話でし

た。だから全部のお医者さんや医院がやるっていうことはない

そうです。 

伊藤委員 さっきの薬剤師さんがおっしゃったみたいに、薬のことはお

医者さんよりも薬剤師さんのほうが知っているんじゃないか

と思いますね。お医者さんが小さな害をあげて、そういうおそ

れがあるとか、ジェネリック医薬品というのは溶けるという話

をしましたが、逆に溶け方がジェネリックのほうがいい場合が

ある。ジェネリックは溶けると知られてますから、違うことは

違うんですが、いいほうに違ったり、悪いほうに違ったり、必

ずしもジェネリックの溶け方が悪いということは絶対にない

と思います。そういう意味では国と市かがお医者さんに対する

行政指導というのかそのへんが徹底されないと、ジェネリック

６０％なんてとてもじゃないけど達成できない。 

小島委員 ジェネリックを１００％否定しているわけではないです。そ

ういう薬もあるということで。ちゃんとしたものはジェネリッ

クに移行することになっていますから。医師会として反対して

いるわけではないです。 

野矢委員 私、医者を１回変えたんです。そうしたら薬をもらうのにす

ぐにもらいますよね、表で。そのときに言われました。ジェネ

リックありますけど使いますかと言われたので、一瞬ジェネ

リックってわかっているようでわかっていないので、やっぱり

ふだんのでけっこうです。今までどおりでけっこうです、と言

いました。やっぱり必ず１回は聞くみたいです。初めての人に

は。結局お薬をいただくときには。 

根本委員 みんな一般名が多いんですけれども、結局先発品をずっと飲

んでいる方は今まで出ているお薬がやっぱり１番いいので変



 

 

えるというのは勇気がいることなんですけれども、変えてみま

すかと言うとジェネリック医薬品のほうへ一応は、ただやはり

先発医薬品をずっと飲んでいた方で、もちろん変えてもいいと

いう患者さんもいますし、やっぱりこだわって先発医薬品でい

くという患者さんに対しては、そのまま先発医薬品を出してく

るしかないと思います。 

議長（吉水副会長）  それでは、質問が無ければ「ジェネリック医薬品差額通知の

実施について」は以上といたします。そのほかに何かございま

すか。 

事務局 はい。事務連絡がございます。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

前に開催を予定しております。案件があればでございます。な

ければ開催はいたしません。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（吉水副会長）  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。本日は、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。たいへんお忙しい中、誠にありがとうござい

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２５年１０月５日 

                松本 都久恵 

                小島 雅浩 

 

(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。 


