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様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 第３回久喜市国民健康保険運営協議会会議 

開催年月日 平成２９年１月２６日 木曜日 

開始・終了時刻 午後１時００分から午後２時３０分まで 

開催場所 久喜市役所 大会議室 

議長氏名 善林六朗 

出席委員(者)氏名 
岡田和子、木伏幸江、久芳しげ子、野尻敏彦、儘田省吾、 

根本昌子、足立節子、善林六朗、松本都久惠、山本展広 

欠席委員(者)氏名 
篠原真由美、山中佳代、吉田信一、依田勝、江森久子、 

鈴木守男、横山春夫、小林 功 

説明者の職氏名 

小林雄二健康増進部副部長兼国民健康保険課長、鈴木洋寿課

長補佐兼国保管理係長、飯塚秀治給付係長、安藤孝浩保険税

係長 

事務局職員職氏名 

立川里子健康増進部長、小林雄二健康増進部副部長兼国民健

康保険課長、鈴木課長補佐兼国保管理係長、飯塚秀治給付係

長、安藤孝浩保険税係長 

会議次第 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

  会長あいさつ 

３ 諮問 

４ 議題 

諮問事項 

（１）平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）（案）について 

（２）平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計予算

（案）について 

協議事項 

（１）久喜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘ

ルス計画）（案）について 
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５ その他 

６ 閉会 

配布資料 

（１） 久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）（案）

の概要 

（２） 久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）（案）

の概要説明 

（３） 平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）

の概要 

（４） 平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）

の概要説明 

（５） 久喜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス

計画）（案） 

（６） 久喜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス

計画）（案）の概要説明 

会議の公開又は非公開 公開  

傍聴人数 １名 
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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２８年度第３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１０人、欠席者８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。 

なお、会議の終了は、午後２時３０分を予定しております。 

また、今回、傍聴者がいらっしゃいますので、傍聴者の入室

を認めたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

善林会長 久喜市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則に基づ

きまして、傍聴を認めます。 

事務局 それでは、はじめに田中市長よりごあいさつ申しあげます。 

田中市長 （あいさつ） 

事務局 ありがとうございました。続きまして、善林会長よりご挨拶

をお願いいたします。 

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、田中市長から当協議

会に諮問させていただきます。 

田中市長 （諮問書を読み上げ、善林会長に手渡し） 

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。 

 （市長退席） 

続きまして、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、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

ので議事進行を善林会長にお願いいたします。 

議長（善林会長） それでは次第４の議事に入ります。どうぞ皆様方のご協力を

お願いいたします。 
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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

委員さんからの順番となっておりますが、今回は、野尻委員、

儘田委員にお願いいたします。 

ではまず、諮問事項（１）、「平成２８年度久喜市国民健康保

険特別会計補正予算（第４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。 

山本委員 内容につきましては、大体理解させていただいているところ

ですが。一般会計繰入金についてですが、一般会計というと、

国保税以外の、一般の税金等で運営しているイメージがありま

すが、国保以外の方が納めた税金等が、国保会計に歳出されて

います。また、被用者保険からの国保への支援金というのもあ

りますが、国保以外の立場からすると、２重、３重の負担が課

せられている、とみることができるかと思います。 

私は被用者保険の立場ですが、こうした現状は、なかなか理

解しにくい部分がございます。どうしたら、理解を深めること

ができるかと、考えております。 

事務局 ご指摘のとおり一般会計繰入金につきましては、国保税以外

で賄う部分で、一般会計からいただく分でございます。国、県

から一旦、一般会計で受けて国保会計に出すものと、一般会計

から直接いただくものがございます。大もとの財源について

は、保険基盤安定繰入金のように国、県から目的をもって交付

されるもの、国保財政安定化支援事業繰入金のように地方交付

税を通して入ってくるものがございます。 

こうした、様々なところからいただくお金で国保が成り立っ

ているわけですが、ご指摘のとおり、そうした分は少ないほう

が良いとは感じております。 

議長（善林会長） よろしいでしょうか。 

事務局 市の上乗せ分というのは、もちろんあります。国等から入っ

た金額に市の金額をプラスして繰り入れている分です。法定外

繰入金なども、それに当たると思います。種類によって複雑な

ものもございますので分かりづらい部分がございます。 

なお、一般会計からの繰入金額についての多くは、国が繰り

入れる基準額を定めておりまして、市町村はそれに沿っており
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ます。法定内繰入金と呼ばれるものでして、市の裁量はあまり

ないところでございます。 

山本委員 ありがとうございました。 

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、「平成２

８年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第４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、諮問事項（１）の「平成２８年

度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第４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、諮問事項（２）の「平成２９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 （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。 

野尻委員  資料４に関して、国民健康保険税ですが、私も払っているの

ですが、滞納している方、払えなかった方の割合はどのくらい

なのでしょうか。おおむねの数字で結構ですので。 

事務局  はい。滞納者数ではなく、滞納金額の割合でお答えしますが、

100％の収入に対して、91.3％の収納率で見込んでおります。

これは、直近の平成２７年度決算の収納率91.3%をベースにし

ておりますが、約8.7％が滞納者の割合ということになると思

います。 

議長（善林会長）  よろしいでしょうか。 

野尻委員  はい。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。 

岡田委員  歳入の国民健康保険税が33億円しか見込めなくて、歳出の保

険給付費が122億も出ている、ということはとても大変なこと

だと思います。高齢化の進展に伴い、ますますこの傾向も進む

わけですが、あちこちから、お金をもらってやりくりしている

わけです。家計で言えば、33万円の実入りで122万円の支出。と

てもやっていけません。このことに危機感を感じます。感想で
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すが。皆さんがこのことを知らなくてはいけないと思います。 

事務局  委員さんご指摘のように国保財政は非常に厳しく、先を見据

えなければいけないなかで、平成３０年度より国保の財政運営

の主体が県に移されます。以後は、保険給付費の支払いにかか

るお金は県が全てもつ、ということになっております。代わり

に市町村は、納付金を県に納めることになりますが、スケール

を大きくして財政基盤を強化することにより、国保制度の持続

を図っていくこととなっております。ご理解をお願いします。 

議長（善林会長）  よろしいでしょうか。保険税だけでなく、いろいろなところ

から、いろいろなお金をもらって、やっと国保が成り立ってい

る。そういう実態だと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

山本委員  たびたびすみません。平成３０年度から県に財政一元化され

るということですが、さしあたって２９年度の予算案のなか

で、何か県の指示のようなものはあるのでしょうか。 

事務局  ２９年度予算のなかでは、システム改修費を見込んでいるの

みで、例えば、税率改正など、他の特段の支持はございません。

２９年度は、タイトな年になるとは思いますが、予算上影響し

ているところはありません。 

山本委員  平成３０年度の予算はどのように作られるんでしょうか。 

事務局  まだはっきりしたことは言えませんが、最終的な納付金な

ど、２９年度中に示されることになっております。 

 平成３０年度からの予算のスキームですが、現在との比較で

すと、歳入、歳出ともに、国、支払基金、国保連合会と直接や

りとりする項目がなくなる見込です。歳入ですと、３款国庫支

出金から５款前期高齢者交付金までと、７款の共同事業交付

金、歳出ですと３款後期高齢者支援金等から７款共同事業交付

金までです。これらのお金は、県が集約することになります。 

 これ以外の項目が３０年度以降も残りますが、これに、歳入

に保険給付費交付金、歳出に国保事業費納付金を加えたものに

なると思います。いずれにしましても、かなりすっきりした見

た目になると思います。 

山本委員  そうすると、平成２９年度予算は各市町村それぞれに作ると

思いますが、平成３０年度以後も、歳入の主である国民健康保

険税については各市町村が、自分で決めていく、という理解で

よろしいでしょうか。 
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事務局  おっしゃるとおりでございます。平成３０年度に向けた保険

税につきましては、埼玉県が、市町村ごとの標準保険税率を示

してきますが、それは必ずしも市町村を拘束するわけではござ

いません。県に納める納付金、いわゆるノルマ的な額は決まっ

ておりますが、その賄い方については、税率をはじめとして、

市町村の裁量が認められており、また、市町村が決めるもので

ございます。 

木伏委員  資料４の７ページ、８款保健事業費、保健衛生普及費のなか

で、健康マイレージ事業助成金とありますが、久喜市ではどの

ような取り組みをされているのでしょうか。 

事務局  はい。まず、久喜市におきましては、独自の健康マイレージ

事業は行っておりません。平成２９年度から埼玉県が歩数計を

活用してウォーキングを主体とした健康マイレージ事業を実

施することになっておりまして、久喜市もそれに参加する予定

です。事業に係る経費のうち、国保の被保険者に係る分は、国

民健康保険特別会計より支出する予定でございまして、このた

び予算計上しております。 

木伏委員  テレビでやってましたが、何キロ歩くと、何ポイントつく、

というものですね。久喜市もすでに取り組んでいて、私の勉強

不足かと思ったものですから。 

事務局  はい。久喜市はまだ独自では実施しておりませんが、県の事

業に参加しながらも、今後は、特定健康診査、あるいはがん検

診といった、久喜市の健康づくり事業に参加した場合をポイン

ト化し、何らかの特典を与えるような、久喜市としての取り組

みを、併せて考えてまいりたいと思います。 

久芳委員  ありがとうございました。 

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、「平成２

９年度久喜市国民健康保険特別会計予算（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） 

 全員賛成でございますので、諮問事項（２）の「平成２９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

とおり決定いたしました。 

続きまして、協議事項（１）の「久喜市国民健康保険保健事



8 

 

業実施計画（データヘルス計画）（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 （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。 

根本委員 薬剤師としての立場からですが、ジェネリック医薬品に関し

て、私ども薬剤師、調剤薬局は、国からの指導もあり、取り組

んでいるところですが、そのほかに、残薬、余って残っている

薬の問題について、重要視しております。在宅に出向きますと、

結構掘り出されるのですね。見かけた場合は、ドクターと連絡

を取り合って、例えば、１日３回の服薬を２回にできないか、

といった相談をさせていただくなど、なるべく残薬を減らす方

向に薬剤師会は取り組んでおります。薬が飲みきれないなどの

お悩みがある場合は、是非とも気兼ねなく薬剤師会に相談いた

だけたら、と思います。残薬の問題は、やはり、多くの税金を

無駄にすることにつながりますので。 

ご意見として述べさせていただきました。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。 

久芳委員 今のお話に関連がありますが、窓口の負担が１割なので、後

ろに大きなお金が動いていることが、わからないところがある

と思います。明瞭になればもう少し意識も変わってくるとは思

いますが。その辺をもっとアピールしても良いかと。 

医療費のお知らせ、というハガキがありますが、あれだと字

も細かいし、送られてきても、興味のある方しかよく見ないと

思います。日本の医療保険制度はすばらしいということを、多

くの人が感じていないんだと思います。もう少し良い方法があ

れば、と感じてはおります。 

事務局 おっしゃるとおりでございまして、医療費の問題は、特に負

担割合が低くなるほど、身に迫って感じにくい、気にしない部

分があると思います。 

こちらのデータヘルス計画のなかでも、積極的な広報という

ことを、挙げさせていただいております。前回の会議での、委

員さんからのご意見を踏まえさせていただきましたが、例えば

計画１２ページの一人当たり医療費ですとか、総医療費に関す

る情報等、医療費に関する情報をもっと積極的にアナウンス
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し、関心をもっていただくことが大切だと考えておりまして、

そのようにし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、「久喜市国民健康保険保健事業実施計画

（データヘルス計画）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、協議事項（１）「久喜市国民健康

保険保健事業実施計画（データヘルス計画）について」は協議

が成立いたしました。 

それでは、次第５ 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 特にございません。 

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、答申書を作成

したいと思います。暫時休憩とします。 

事務局 （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２９年１月２６日付、久国第１１７７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。 

答申事項 

（１）平成２８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 

（２）平成２９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、健康増進部長へ） 

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。次回の当協議会の開催予定でございますが、例年です

と、９月定例会前の８月に開催を予定してございます。 

しかしながら今後、平成３０年度からの国保の広域化にあた
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り、本市の課題となる、国保の税率、あるいは基金の整理等の

重要案件につきまして、皆様方のご意見を伺うことを想定し、

平成２９年度は会議の開催数を多め、年６回ほど見込んでおり

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が、来年度は、会議の

開催が多くなることについて、あらかじめご承知置きいただけ

れば、と存じます。 

また、本日は、「埼玉の国保」など国民健康保険に関する冊子

等を参考資料としてご用意させていただきましたので、お持ち

帰りいただきたいと思います。以上でございます。 

議長（善林会長） それではこれで本日の議題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松本

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

しいなか、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。 
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