
 

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。岩上委員さんより順次お願いいたします。 

 （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 引き続き、平成２６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人中、出席者１５人、欠席者３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。 

傍聴者の確認をお願いいたします。 

 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。 



 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 それでは早速、議事に入ります。 

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。 

議事に先立ちまして、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、岩上委員、久芳委員にお

願いいたします。 

それでは、議事に入ります。次第１「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。３号委員さ

んの中から選任をするという決まりでございます。そして全て

の委員の皆様にご了解いただくというしくみになっているわ

けでございます。それでは、３号委員さんとして本日４人の方

がご出席をいただいておりますので、公益を代表する委員であ

る３号委員さん４人でご協議をお願いして、その後にご意見を

伺い、また、それによって皆様方、委員全体の方々のご意見を

伺うということで進めたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

臨時議長 それでは、そのようにさせていただきます。それでは会長、

副会長の選任につきまして、３号委員さんに協議をしていただ

きたいと思います。３号委員さんにおかれましては、別室をご

用意してあります。ご案内申しあげますので、そちらでご協議

をお願いしたいと思います。 

 それでは、この間休憩をいたします。 



 （異議なしの声あり） 

 （３号委員による協議） 

 （３号委員から協議が整った旨の報告あり） 

臨時議長 それでは、３号委員さんの協議が整ったようでございますの

で、代表して江森さんでよろしいですか。江森さんから協議の

結果を発表していただきたいと思います。 

江森委員 ４名で話をした結果、会長に善林様、副会長に野矢様にお願

いしたいと思いますので、皆様におはかりいただきたいと思い

ます。 

臨時議長 ただいま、江森さんから協議の結果、会長には善林様、副会

長には野矢様にお願いしたいというご報告がございました。い

かがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 （拍手あり） 

臨時議長 お二人もよろしいでしょうか。 

それでは、国民健康保険運営協議会会長には善林六朗様、副

会長には野矢良子様に決定とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

それでは、私はここで、議長の任を解かせていただきます。

ご協力ありがとうございました。 

事務局 会長、副会長におかれましては、それぞれの席に移動をお願

いしたいと思います。 

 （席を移動） 

事務局 最初に善林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。 

善林会長 （あいさつ） 

事務局 ありがとうございました。続きまして野矢副会長より就任の

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。 

野矢副会長 （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。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。 



田中市長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 （市長退室） 

事務局 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（善林会長） 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、事務局の

資料の読み上げやあいさつを省略した「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。特にご意見がなけれ

ば、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（善林会長） それでは、今後も「ほぼ全文記録方式」の記録でお願いしま

す。 

議長（善林会長） 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５（１）諮問事項の「平成２６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。事務局に説明をお願いいたします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

議長（善林会長） 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。 

  

議長（善林会長） ご質問がなければ、「平成２６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」の質疑は以上といた

します。それでは、ここで採決に入りたいと思います。本件に

つきまして原案のとお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（善林会長） 全員賛成でございますので、（１）諮問事項の「平成２６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いたしました。 

続きまして、（２）報告事項の「平成２５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（善林会長）  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、ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。 

議長（善林会長）  それでは、私から参考までに教えていただきたいのですが、

よろしいでしょうか。８款保健事業の中で、われわれ市民に

とって関心の高い、直接的に関わるような内容があるわけでご

ざいますけれども、特定健診・特定保健指導の成果といいま

しょうか、概要でけっこうですけれども、特定健診などは具体

的に申しあげますと、受診率は平成２５年度は何％ぐらいに

なっていますか。前年との傾向といいますか、簡単でけっこう

ですので参考までに教えていただきたい。 

事務局  決算ベースでご説明させていただきます。平成２３年度が受

診率２７．９％、平成２４年度が３５．４％、平成２５年度は

３６．８％でございます。平成２４年度に受診率が８％近く向

上しましたが、その理由といたしましては、平成２４年度に特

定健診の自己負担を無料化したことと、法定の検査項目がある

わけですが、それまでも追加項目ということで市独自の検査項

目を追加しておりましたが、平成２４年度につきましては、要

望の多かった心電図を皆さんが受けられるようにしました。そ

ういったことから、平成２４年度は特に受診率が向上したのだ

と思います。 

議長（善林会長）  特定保健指導で対象になった人で指導した人数の実績など

把握していますか。 

事務局 決算ベースでご説明いたします。特定保健指導につきまして

は、動機付支援と積極的支援と２種類あるのですが、その合計

で申しあげます。平成２３年度につきましては１７８人でござ

います。平成２４年度につきましては２７３人でございます。

平成２５年度につきましては、２５３人でございます。 



議長（善林会長）  ありがとうございました。国の想定している目標と比較する

と、特に特定健診の受診率などはまだ努力する必要があるとい

うことになりますか。確か目標受診率が６０％以上になってい

るかと思いますが。 

事務局 市町村国保の場合は、今、特定健康診査等実施計画が第２期

に入っておりまして、第２期での目標が特定健康診査も特定保

健指導も６０％ということになっていますけれども、それは、

平成２５年度から平成２９年度の５年間で何年度で６０％に

達してもよいのですが、久喜市の場合には、計画上順を追って

段階的に受診率を上げていきたいということで、平成２５年度

の目標は特定健康審査が４０％、特定保健指導は２５％として

いるところなのですが、そこから毎年５％ずつあげていきたい

と考えております。しかしながらこの計画に若干及ばないとこ

ろでございます。 

議長（善林会長）  結局のところ、受診対象者に対する健診の必要性をいかにう

まく周知させるかということが課題になるのではないかと思

いますけど。余談ですけれど、そのへんを工夫していただいて

少しでも受診していただければと思います。 

江森委員  特定健康診査でうちも娘と私、２人分送られてくるんですよ

ね。私は人間ドックを受けますのでいいですということで、娘

も行ってみたらと言っても、健康だとどうしても行かないこと

が多い。だから、そういうことも受診が少ない、率が少ないこ

とに関係あるのではないでしょうか。 

議長（善林会長） 人間ドックを受けるのもいいですが、そういう場合は、ぜひ

特定健診も両方受けていただいて、そのかわり時期を半年ぐら

いおいて、そうすれば年２回検診するようなかたちになります

から、そういう工夫されたほうがより病気の予防という意味か

らするといいのではないでしょうか。 

事務局 今、委員さんからお話がありましたが、確かに特定健康診査

の受診券は資格のある方全員にお送りしています。それとは別

にご自身で人間ドックを受けていただいている方もいらっ

しゃいます。人間ドックを受けていただいても、市で検査結果

のデータをいただいておりますので、それを特定健康診査の

データとして反映することができるので、人間ドックを受けて

いただければ特定健康診査を受けなくても、市としてはデータ

が入きます。また、お子さんの話がありましたけれども、やは



り若くて健康な方がなかなか受けない傾向にあるというのは、

全国どこでも同じなので、市といたしましては、今年度は平成

２４年度と平成２５年度、２年続けて受診していない方で、若

い方から順に２，０００人を抽出しましてアンケート調査を７

月下旪に実施したところでございますので、２年続けて受診し

ていなければ委員さんのお宅にもアンケートはがきが行って

いるのではないかと思いますので、アンケートを返していただ

ければ市としても助かりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

横山委員 特定保健指導に関してなんですが、参考意見で教えてほしい

のですが、たとえば平成２４年度で階層分けして該当者になっ

て特定保健指導を受けたと。同じく次の年平成２５年度にまた

階層分けして同じ人が保健指導の対象となった場合というの

は、市としては対象となれば全員指導するという方針でしょう

か。それとも平成２４年度で受ければ、次の年は同じ人を除い

ているのか。 

事務局 毎年対象になれば、指導の対象者として利用券を発送してお

ります。 

横山委員 ということは、該当者の方がもしそのとき努力しなければ、

また次の年、またやらなければ、途中でやめてしまえばまたや

ると、それは永遠に続くということですか。 

事務局 はい、そうです。 

野尻委員 事務局に答えてもらいたいのですが、市の国民健康保険を取

得して、滞納が長く続く、または支払えないという方が久喜市

のなかにいらっしゃると思うのです。そのような場合、どうい

う対応をとられているのか答えられたら答えてください。 

事務局 残念ながら保険税を滞納されている方はいらっしゃいます。

そういう方に対しましては、収納課というところで督促等の手

続きをさせていただきます。納税相談をしてそこで解決すれば

いいのですが、そうでない場合につきましては、国民健康保険

課の措置としては、いわゆる１年間の保険証の期間を半年に縮

めるような短期被保険者証というのですけれども、それを発行

するような形で手続きをしております。それによりまして、窓

口交付を原則としておりますので、一般の方１年の方は郵送で

対応しているのですけれども半年の方については、窓口に来て

いただいて対応するというかたちにしております。その段階で



納税相談を進めていただくというような措置になっておりま

す。それでもなお、たとえば悪質だと認められる方で、所得が

相応におありだというかたちで確認ができた場合は、いわゆる

窓口１０割負担というかたちの資格証明書というものを発行

するという手続きのほうもさせていただいている世帯もござ

います。 

事務局 短期証とか資格証とかなる前には、当然督促状とか催告書と

かというかたちで、何回か納付のお願いを当然したうえで、短

期証とか資格証の手続きに入らせていただいているという状

況でございます。 

久芳委員 ニュースでよく海外療養費とかありますね。私は２・３年前

までは組合保険だったんですけれど、けっこう書類が厳しくて

通るのにたいへんな書類を用意したのですけれども、久喜は国

保でそういうの支払いしてる人はいるのですか。外国の方と

か。 

事務局 海外療養費制度ですけれども、国民健康保険の被保険者の方

で、海外に行って病気とかけが、あるいは事故とかで医療機関

にかかったという場合については、一定の書類が整っていれば

海外療養費を支給させていただいております。一定の要件とい

うのは、渡航目的が治療目あてではないということです。旅行

などで行って偶発的にけがをしたりという場合が対象になり

ます。添付していただく資料なんですけれども、現地で支払っ

た領収書、できれば現地のお医者さんに書いてもらった診断書

ですね。なければこちらで書いていただくことになります。そ

れからパスポートですね。渡航の履歴がわかるようなパスポー

トのコピーをいただいて、申請をしていただいております。実

際の支給額ですが、現地で支払っていただいた金額とその診療

を日本の医療で置き換えた診療費、そちらの安いほうの金額を

支給させていただいております。外国人の方で申請する方もい

らっしゃいますし、日本人の方で旅行に行って申請するという

方もいらっしゃいます。 

久芳委員 もうひとつ８款のところの保養施設利用助成というのがあ

りますけれども、けっこう利用している方いらっしゃるんです

か。今、お互いに競争して安くておいしいとか、いい旅館とか

温泉地とかいろいろありますね。でも、ここに乗っている保養

施設利用助成金を申請する人は、久喜市でけっこういるんです



か。２，０００円とか３，０００円とか出るのだと思いますけ

れど。 

事務局 助成額につきましては、１年度につき１泊しか出ませんが、

１泊分が大人３，０００円、子ども１，５００円の助成なので

すけれども件数といたしましては、平成２５年度が大人が１，

３４８人、子どもが２１人、合計で１，３６９人の助成があり

ました。確かに安く宿泊できるプランもあると思いますが、旅

館によっては、そういう安いプランと同額で泊まれてさらに

３，０００円の助成を受けられるということで、かなり割安に

なる場合もあるようですので、利用客はかなりいらっしゃいま

す。 

野矢副会長 今の宿泊の件で、私も聞こうと思っていたのですが、実は前

は４，０００円で２回行けたんですよね。１回が２，０００円

で２回で４，０００円、それを１回にして３，０００円になっ

たわけですね。この３，０００円になってから行ったことない

んですけど、前はよく行ったので。確か５・６年前ですか、１

回になったのは。もうしばらく行っていないからわからないで

すけれど。制度が変わったとかですか。 

事務局 これは、あくまでも市の助成なので市の方針によるものなの

ですが、合併前の時点では旧久喜市では１年度に１回で２，０

００円にすでになっていました。旧菖蒲町は助成がなくて、旧

栗橋町は大人が２，０００円、子どもが１，０００円、旧鷲宮

町が大人が３，０００円、子どもが１，５００円ということで

ございましたので、合併を機に一番助成額の多かった旧鷲宮町

の大人３，０００円と子ども１，５００円にあわせたかたちに

なっております。 

野矢副会長 その当時と今ではどのぐらい利用していますか。パーセン

テージで。全部で子どもと大人で１，３６９人と言いましたけ

れど、前のときとかこれも保養施設ですから、健康保険の関係

で、わかればでいいです。 

事務局 細かい数字が今ないのですけれども、助成額の決算で見ます

と平成２４年度が助成金額が３３７万円ほど、平成２５年度の

決算ではこの助成金額が４０７万円ほど、ということで件数、

金額的には年々伸びています。といいますのは、助成がまった

くなかった旧菖蒲町やあるいはもともとあった旧久喜市や旧

栗橋町でも助成額が増えていますので、利用される方が増えて



いるのではないかと思っております。これも市の周知によっ

て、こういうものがあるんだともっと知っていただければ、利

用もどんどん増えていくと思いますので、周知につきまして

も、力を入れていきたいと考えております。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。ご質問がなければ、（２）報

告事項の「平成２５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）その他としまして、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いたします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

議長（善林会長）  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、ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。 

横山委員 今後の見通しについて保険給付費が５％上昇していくとい

うことは、それに対して保険給付費を下げる方策というのは、

保険事業でやるということになると思うのですけれども、それ

に対して何か特別な方策とか指針みたいなものというのは、久

喜市は考えているのでしょうか。平成２７年度からデータヘル

ス計画というのが始まると思いますけれども、それに基づいて

何かあるということなんでしょうか。 

事務局 今、お話のあったデータヘルス計画については、まだ計画策

定の準備はしておりません。データヘルス計画につきまして

は、特定健康診査等の第２期計画の見直しということなどでも

対応可能という国の方針はあるようですけれども、久喜市とし

ては、計画というのは具体的な話はございませんが、医療費の

適正化という考えで、特定健康診査の結果、特定保健指導の対

象となる方には特定保健指導の利用券を送付しているのです

けれども、中には特定保健指導の対象にならない方、いろいろ

な数値の悪い部分はあるけれどもそもそも腹囲が基準を超え

ていないですとかＢＭＩが超えていない方がいらっしゃるの

で、そういう方を対象とした医療機関を受診してくださいとい

う受診勧奨指導というのを平成２５年度からはじめておりま

す。また、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、差額がこう

なりますよという差額通知を平成２４年度に試行しまして、平

成２５年度から定期的に発送するようにしておりますので、被



保険者ご自身の意識改革ということを取り入れて医療費適正

化を図ろうと考えているところでございます。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。 

ご質問がなければ、（３）「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」の質疑は以上といたします。 

それでは、本件につきまして承認することに賛成の方の挙手

を求めます。 

 （全員賛成） 

議長（善林会長） 全員賛成でございますので、（３）その他「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」について」は原

案のとおり承認と決定いたしました。 

続きまして、（３）その他につきまして事務局からなにかご

ざいますか。 

事務局  少しお時間をいただきまして、出産育児一時金の見直しにつ

いて、説明させていただきます。 

 出産育児一時金は、健康保険法及び久喜市国民健康保険条例

の規定により、被保険者の方が出産した場合に支給するもので

ございます。現在、本体が３９万円、また産科医療補償制度加

入医療機関で出産した場合は、この掛金としまして３万円、あ

わせて４２万円を支給しているところでございます。 

 このたび、平成２７年１月から産科医療補償制度の掛金が現

状の３万円から１万６千円に引き下げられることが決定しま

した。これによりまして、給付金額の改正をするものでござい

ます。 

  ちなみに、産科医療補償制度でございますが、通常の妊娠、

分娩にもかかわらず、生まれた子どもさんが脳性麻痺を発症し

た場合に、補償金として３千万円が支払われる制度でございま

す。 

 改正後につきましては、本体が３９万円から４０万４千円、

産科医療補償制度掛金が３万円から１万６千円となります。 

あわせて４２万円ということでございますので、上限額に変わ

りはないものでございます。 

   適用につきましては、平成２７年１月１日以降の分娩から

となりますので、１１月議会にて条例改正を行う予定でござい

ます。 

議長（善林会長） 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ので、 

暫時休憩とします。 

 （答申書の作成） 

議長（善林会長）  再開いたします。それでは、答申書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２６年８月２１日付、久国第６０８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２６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（善林会長） ありがとうございました。それでは、事務局から連絡事項等

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、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（善林会長）  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。 

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、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野矢

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  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、ありがとうございました。 
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