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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１１月１７日 金曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時４５分まで 

開催場所 久喜市役所 第４・第５会議室 

議長氏名 善林六朗 

出席委員(者)氏名 

木伏幸江、篠原真由美、野尻敏彦、山中佳代、儘田省吾、 

足立節子、江森久子、善林六朗、松本都久惠、山本展広、 

横山春夫、小林 功 

欠席委員(者)氏名 
岡田和子、久芳しげ子、吉田信一、依田勝、根本昌子、 

鈴木守男 

説明者の職氏名 

杉村 正 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 

長岡雅喜 課長補佐兼保険税係長 

飯塚秀治 給付係長 

事務局職員職氏名 

関根武視 健康増進部長 

杉村 正 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 

長岡雅喜 課長補佐兼保険税係長 

飯塚秀治 給付係長 

会議次第 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

  会長あいさつ 

３ 議題 

【報告事項】 

（１） 埼玉県市町村国保事業費納付金・標準保険税率 

   第３回シミュレーション結果について 

（２） 埼玉県国民健康保険運営方針について 

【審議事項】 

（１） 平成３０年度からの国民健康保険制度改革に向けた、 
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久喜市国民健康保険税率の方向性について 

４ その他 

５ 閉会 

配布資料 

資料１－１  第３回試算の概要（埼玉県資料抜粋）につい

て 

資料１－２  第３回 埼玉県市町村国保事業費納付金・標

準保険税率シミュレーション結果について 

 

資料 ２   埼玉県国民健康保険運営方針（抜粋） 

資料 ３   平成３０年度からの国民健康保険制度改革 

に向けた久喜市国民健康保険税率の方向性に 

ついて（案） 

 

会議の公開又は非公

開 
公開  

傍聴人数 ４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（杉村） ただ今から、平成２９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。 

私は、本日の進行を務めさせていただきます、国民健康保険

課長の杉村でございます。どうぞよろしくお願い申しあげま

す。 

まず、開会に先立ちまして出席委員につきましてご報告申し

あげます。 

委員１８人中、出席者１２人、欠席者６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、ご報告申しあげます。 

なお、会議の終了は、午後２時４５分を予定しております。 

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。 

市長、お願いいたします。 

田中市長 （あいさつ） 

事務局（杉村） 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（杉村） 

 

 

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、資料の確認をしたいと存じます。 

（配布資料確認） 

 

 よろしいでしょうか。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、会議議長を会長にお願いし

たいと存じます。善林会長、よろしくお願いいたします。 

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。 

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、足立委員、

江森委員にお願いいたします。 



4 

 

 

今回は、審議事項に入る前にこのたびの広域化に関連する報

告事項がございます。 

まず、報告事項（１）「埼玉県市町村国保事業費納付金・標

準保険税率 第３回シミュレーション結果について」、事務局

に説明を求めます。 

事務局（鈴木） （資料１－１ 資料１－２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。 

足立委員 よろしいでしょうか。応益分の割合が減ってきているという

のは、やはり負担する方が厳しくなってきているということだ

と思いますが、埼玉県が（※１のケース）示す場合ですと、応

益分が増えることになりますから、本当に苦しい方にとってま

すます苦しくなってくるのかな、と。 

また、２方式ですと所得の多い少ないの影響を大きく受けま

すから、やはり、所得の少ない方にとって苦しくなってくると

思います。 

県が進める方向性もわかりますが、市民にとってはやはり負

担が大きくなってくる印象があるのですが。 

事務局（杉村） はい。ただいまご指摘いただきましたが、今回の第３回試算

は、「もしも２９年度に広域化が行われたら」という前提で県

が示したものでございます。 

※１の久喜市標準の場合ですと、久喜市現行税率と比較して

応能割は抑えられるけども、応益割である均等割は上昇します

し、※２の久喜市算定方式ですと、均等割の上昇が抑えられる

等の比較ができるよう例示されたものでございます。 

財政運営の主体が県になりましても、実際の賦課、徴収は市

町村が行いますが、埼玉県に納める納付金を市町村が賄うため

の税率でございますが、あくまでも例示でございます。 

それでは久喜市はどうするのか、ということですが、今回の

制度改正では法定外繰入れの解消について、国のほうから掲げ

てきた経緯がございました。 

先日、国の担当職員を交えた会議がございまして、久喜市も

出席させていただいたのですが、その中でも国は、「法定外繰

り入れを無くしていく方向性に変わりはない」ということでご

ざいました。しかしながら、それを平成３０年度から直ちに市

町村保険者に当てはめるような「強硬なことはしない」とのこ
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とでございました。それぞれの市町村の状況を踏まえながらな

るべく被保険者の方の影響が少なくなるよう対応してほしい

との、国の意向を確認しております。 

久喜市では、現在、平成３０年度からの税率の方向性につい

て当協議会に諮問させていただいております。 

５月の１回目の会議で諮問しまして、８月の第２回、そして

今回も議題とさせていただいておりますが、審議にあたり埼玉

県で実施しておりますシミュレーションの結果は、方向性の判

断に大きく影響すると考えております。 

昨年１２月の第１回試算、３月の第２回試算までは、県に納

める納付金の額も大きく、かなり現行の税率と乖離しておりま

して、われわれも心配しておりましたが、今回の第３回試算で

は先ほど担当から説明申しあげたように、かなり額が落ち着い

てきている状況でございます。 

久喜市としましては、３０年度に向けて直ちに動かなければ

ならない状況からは、一歩緩んだかたちになったと認識してお

りまして、また、国の意向も踏まえながら、法定外繰入れの在

り方、最終的には本市の税率を慎重に見定めてまいりたい、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。よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、報告事項（１）「埼玉県市町村国保事業費

納付金・標準保険税率 第３回シミュレーション結果につい

て」の質疑は以上といたします。 

 

続きまして、報告事項（２）「埼玉県国民健康保険運営方針に

ついて」を議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

事務局（鈴木） （資料 ２  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、ご質問ある方は挙手をお願いします。 

木伏委員 久喜市の法定外繰入金、平成２７年度は約２億６千万円だっ

たということですが、埼玉県への納付金の状況もあると思いま

すが、国保財政の健全化という観点から、このお金は今後減っ

ていくのでしょうか。減らしていきながら事業を進めていくと

いうことでしょうか。確認なのですが。 

事務局（鈴木） 法定外繰入金でございますが、本市におきましては平成２７

年度は約２億６千万円でございましたが、平成２８年度は２億
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３，８４８万円、平成２９年度は２億１，４５０万１千円と、

段階的に減ってきております。減らせている、という見方もで

きようかと思いますが、現状はこのような状況でございます。 

法定外繰入れは、必要最低限の額とすべきと考えております

が、広域化後、これが拡大してしまうのか、縮小してくるのか、

正直なところ未知数な部分はございます。 

この法定外繰り入れを無くす、つまり赤字を解消するために

各市町村は収納率の向上や、医療費の適正化、これは歳出を抑

える観点ですが、こういったことを県とともに取り組むことで

解消を図っていくことが、広域化の大きなテーマでございます

ことから、本市におきましてもそれに沿った対応をしてまいり

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。 

山本委員 はい。資料２の７ページ、埼玉県国保運営方針の法定外一般

会計繰入の分類ですが、これの②の決算補填等以外の目的の法

定外繰り入れについては、問題ないという認識でよろしいので

しょうか。 

また、併せて「基金積立」のための法定外繰入れというのは、

どのようなことを想定しているのでしょうか。 

事務局（鈴木） 前段の部分でございますが、端的に申しあげれば委員ご認識

のとおりでございます。 

法定外繰入れとは、一般会計から国保会計への繰入金のなか

で、国が定めた基準に基づく繰入れ、これを基準内繰入れ、法

定内繰入れなどと呼んでおりますが、この基準に定められた以

外の繰入金のことを指します。 

この度の広域化で、国は市町村が行っている法定外繰入れに

ついて、新たな分類を示しているところでございまして、②の

決算補填等以外の目的の繰入れについては解消の対象としな

いとしているところです。 

決算補填等以外の目的とは、一言で言えば「明確かつ積極的

な目的」と言い換えれば分かりやすいかと思います。ただ単に

「赤字になったから」とか、「保険税を上げられないから」繰り

入れる、というのはだめ、ということだと考えております。 

認められるものとして挙げられるものの例示が②に示され

ているものでございます。 

このなかの、「基金積立」のための法定外繰入れですが、これ

もいいよ、ということなのですが、ここで指している基金は、
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市町村国民健康保険の基金のことです。先ほど運営方針で出て

きた県の財政安定化基金とは別のものでして、現在久喜市も保

有している基金のことです。 

今後は、例えばですが、決算で繰越金が出たので基金に積む、

というものではなく、「積むこと」自体に明確な目的を持てば、

そのための法定外繰入れは、認められてくるものと解釈してお

りまして、そのように記載されたものと推測しております。 

ただ、本市のこれまでのやり方と照らし合わせますと、若干

なじまないものとも感じております。 

とはいえ、今後は新たな分類に基づく法定外繰入れの在り方

について調査・研究していく必要があると捉えております。 

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。よろしいでしょうか。 

ご質問がないようですので、報告事項（２）の「埼玉県国民

健康保険運営方針について」の質疑は以上といたします。 

 

報告事項は以上でございます。 

続きまして、前回より継続となっております審議事項（１）

「平成３０年度からの国民健康保険制度改革に向けた、久喜市

国民健康保険税率の方向性について」を議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

事務局（鈴木） （資料 ３  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、ご質問ある方は挙手をお願いします。 

山本委員 たびたびすみません。今日の会議で、この案を皆さんと協議

して一致した意見をつくる、ということでしょうか。つまり、

この方向性で皆さんが了承する、という流れに持っていく。 

こういう認識でよろしいでしょうか。 

事務局（鈴木） はい。 

山本委員 すると、すみません。資料３の１の現状と、２の課題に対す

る、３の方向性案が対応していないと思うのですが。むしろ現

状と課題を踏まえると、方向性は真逆の内容になるのではない

のでしょうか。 

つまり、現状と課題では平成２４年度以降税率改正を行って

おらず、現行税率を上げることが課題だと言っている、書いて

あるように見えますが、方向性案では、現行税率を維持すると

なっています。理解に苦しむのですが。 
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また、資料には、「今回は拙速な結論を避けるため」ともあり

ますが、ならば、今回の案についても今日この場で結論付ける

必要性があるのでしょうか。 

事務局（杉村） このたびの、方向性案に至る経緯ですが、まず、資料３の２

で、平成３０年度に向けた課題を挙げさせていただきました。 

１点目が、平成３０年度以降は、県が示す標準保険税率をもと

に久喜市が独自の税率を定めなければならないこと。２点目が

市町村は法定外繰入れの段階的な解消を求められること。３点

目が久喜市の賦課限度額は７７万円であり、法定の８９万円と

乖離している、ま、上げる余地があること、でございます。 

 一方、方向性の検討にあたり参考となる、納付金、標準保険

税率につきましては、先ほどの説明にもございましたように第

２回試算、第３回試算と額が下がってきておりまして、資料２

の３方向性（案）の②にもありますように、第３回では本市の

1人当たり保険税額の増加は2.43％まで下がってきておりま

す。 

 また、今後示される予定の、平成３０年度のための仮算定、

本算定ではもっと下がるのではないか、との情報も伺っており

ます。 

 このようなことから、今現在におきましては、不安定な数字

を根拠として適切な税率を定める時期ではないのかな、と正直

なところですが、そのように考えているところでございます。 

 「拙速な結論を避ける」とは、平成３０年度は現行税率で固

定したとしても、急激に財政がひっ迫することはないと捉えて

おりまして、特に保険給付費等の財政リスクにつきましては埼

玉県が保険給付費交付金で全額負担することとされておりま

す。 

今後は、主に納付金支払いのため、という観点から保険税率

を決めていくことになりますが、久喜市は、試算の経過と久喜

市国保の現状から、「直ちに保険税率等を変更する必要はない」

と判断したものでございます。 

山本委員 すみません。「納付金が下がるかもしれない」ということで

すが、そういったことが資料に書かれていない状況でおっしゃ

られてもわれわれも判断ができないのですが。 

出ている資料、例えば資料２の４ページでは、「1人当たり医

療費」は、被保険者数の減少とともに上がる、とありますよね。

また、赤字を解消してください、とも書いてあります。 
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また、市長さんはソフトランディングしてください、とおっ

しゃってましたが、これらを踏まえると、逆に今回上げなくて

いつ上げるのだろう、というのが正直な感想です。 

先ほど久喜市は約２億何千万円の法定外繰入を行っている

とありましたが、これを６年間で解消する議論を含めて税率が

つくられるものと考えておりますが、その１点だけをみても、

現行税率は上がるのではないかと、私は考えているのですが。 

長くなって申し訳ないのですが。いかがでしょうか。 

事務局（杉村） 今回、早急に今結論を出しましょう、ということが必ずしも

得策ではないと、そのように判断したところでございます。 

現在のシミュレーションの状況の推移を見ましても、繰り返

しになりますが、３０年度は現行税率で賄えるものと、捉えて

いるということでございます。 

３１年度以降につきましては、まずは３０年度の納付金の状

況を見ながら早急に適切な税率を定めてまいりたい、そのよう

な方向性を案として提示させていただいているところです。 

山本委員 他の方々が意見を出されないのであれば、まずは、了解いた

しました。 

足立委員 まずは、平成３０年度は現行税率でいく、ということで、こ

れはこれでよろしいのですが、３０年度以降の赤字補てん分の

法定外繰入れはどうなっていくのでしょう。 

特に繰入れを減らした分については国、あるいは県から補て

んされてくるものなのでしょうか。 

事務局（鈴木） 市町村が国保会計への法定外繰入れを減らした場合、国・県

がその分を直接担保する、ということはございません。 

その分は、運営方針にもありますように、まずは収納率の向

上による歳入確保や、医療費適正化による歳出抑制の取組み、

そして、これらの取組みに加え適正な保険税率の設定等によ

り、埋めていくものと認識しております。 

議長（善林会長）  ほかによろしいでしょうか。 

儘田委員  すみません。今回の件は、いつ結論を出すのですか。今日は

方向性の案として出てますけど、今後１１月、１月の正式な通

知後にまた市長から諮問があって、３０年度の税率を決定する

タイミングがある、ということでしょうか。 

 また、最終的には執行部局、あるいは議会だと思いますけど、

こうした方向性をこの場でわれわれが決定する、されるという

ものなのでしょうか。 
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事務局（杉村）  方向性案につきましては、諮問機関であります国民健康保険

運営協議会のご意見を十分に尊重しながら最終的には、市が判

断、決定するものでございます。 

 案につきましては、今年の５月に平成３０年度からの本市の

国保税率の方向性ということで、諮問させていただきました。

私どもとしましては、現行税率を維持することが妥当と結論付

けさせていただいたところでございます。 

 ただ、今後は状況が大きく変わってくることも予想されます

ので、平成３１年度以降の税率につきましては、おそらく平成

３０年度のうちに再度改めて運営協議会に諮問させていただ

くことになると考えております。 

 今回は制度改革に向けた方向性へのお答えでして、３０年度

からは制度改革後の方向性を改めて検討する必要があると認

識しているところでございます。 

ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 

儘田委員  そのようなご説明でしたら、分かりやすかったのですけれど

も。今回のお話が制度改革に向けてどうするのか、ということ

であれば、まずはよろしいかと思いました。 

ただ、赤字解消や法定外繰入れの部分につきましては様子を

見て、ということですが、実際の問題としてかなり考え方を固

定している部分があるかな、というのは気になりますけども。 

よくわかりました、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。大分時間も押し迫ってきてお

りますので、よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、審議事項（１）「平成３０年度からの国民

健康保険制度改革に向けた、久喜市国民健康保険税率の方向性

について」の質疑は以上といたします。 

 

今回、平成３０年度からの久喜市国民健康保険税率の方向性

の（案）を事務局よりご提示いただきました。 

ポイントとしましては、平成３０年度は現行の税率を維持す

ること、その理由として、改正にあたっては、今後の動向を見

据えた精査が必要であること、基金からの繰入等などにより、

当面の収支不足をまかなう見通しがあること、が挙がっており

ましたが、久喜市として拙速な結論を避けることが賢明ではな

いか、ということでございました。 

また、平成３１年度以降は税率改正が引き続き課題となり、
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併せてその他繰入金の段階的な解消を図っていく、というもの

であったかと思います。 

 

この方向性でよろしいか、採決に入りたいと思います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成する方の挙

手を求めます。 

  （全員賛成） 

議長（善林会長） ありがとうございました。 

賛成全員でございますので、審議事項（１）の「平成３０年

度からの国民健康保険制度改革に向けた、久喜市国民健康保険

税率の方向性について」は原案のとおり決定いたしました。 

 

事務局におかれましては、今後も引き続き本市の適切な税率

の設定について調査・検討を進めていかれますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 

それでは、次第４ その他 について、事務局から何かあり

ますか。 

事務局（長岡） 前回、足立委員さんからご質疑がございました、不納欠損の

件数でございますが、２，０８３件でございます。 

事務局（飯塚） あと、もう一点でございますが、ジェネリック医薬品の切り

替えの効果についてでございますが、平成２８年の９月に送付

しましたジェネリック医薬品差額通知による切り替えの効果

額になりますが、保険者負担分で２３４万円、被保険者の方の

負担分で８６万円、合計３２０万円という額でございます。 

以上でございます。 

議長（善林会長）  ありがとうございました。 

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） 

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。 

 

（答申書の内容） 

久 運 第  ６  号 

                  平成２９年１１月１７日 

 久喜市長 田 中 暄 二 様 
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               久喜市国民健康保険運営協議会 

                  会 長  善 林 六 朗 

                    

国民健康保険事業について（答申） 

 

 平成２９年５月２４日付、久国第２７１号で諮問があり、継続

審議となっておりました、「平成３０年度からの国民健康保険制度

改革に向けた、久喜市国民健康保険税率の方向性について」につ

いて、下記のとおり答申いたします。 

記 

１ 答申事項 

久喜市国民健康保険税率につきましては、平成２４年度より現

行の税率となっておりますが、平成３０年度からは埼玉県が示す

標準保険税率を参考に独自の税率を定めることとされることか

ら、現在、税率改正を検討する課題が生じています。 

つきましては、標記の方向性について、次のとおり意見を具申

します。 

（１） 平成３０年度は、現行の税率を維持することが妥当であ

ること。 

（２） 平成３１年度以降は、平成３０年度の国民健康保険特別

会計の財政状況を踏まえ、適切な税率を早急に検討すべき

であること。 

（３） また併せて、赤字補てんを目的とするその他繰入金（法

定外繰入金）の段階的な解消を図っていくことが望ましい

こと。 

 

 以上でございます。各委員の皆様、この答申の内容でよろしい

でしょうか。 

 （全員異議なし） 

議長（善林会長） ありがとうございました。それでは事務局にお渡ししたいと

思います。 

（会長より、健康増進部長へ手渡し。） 

関根部長 慎重なご審議をいただきまして、ありがとうございました。

今回ご審議いただいた内容につきましては今後の運営の方向

性に反映させていきたいと考えております。 

貴重なご意見をありがとうございました。 

議長（善林会長） それでは、事務局から連絡事項等ありますか。 
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事務局（杉村） はい。次回の当協議会の開催予定でございますが、 

来年、平成３０年１月２３日（火）午後１時１５分から、場

所は、今回と違う場所ですが本庁舎４階の大会議室で予定して

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たいと存じます。 

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（杉村） 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（杉村） 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。 
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