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様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 第１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５月２４日 水曜日 

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 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、篠原真由美、野尻敏彦、

山中佳代、吉田信一、依田勝、根本昌子、 

足立節子、江森久子、鈴木守男、善林六朗、松本都久惠、 

山本展広、小林 功 

欠席委員(者)氏名 儘田省吾、横山春夫 

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 

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 

長岡雅喜 課長補佐兼保険税係長 

鈴木洋寿 課長補佐兼国保管理係長 

飯塚秀治 給付係長 

大野栄子 国保管理係担当主査 

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 

報告事項 

（１）国保制度改革の概要について 

（２）埼玉県市町村国保事業費納付金・標準保険税率 

第２回シミュレーション結果について 

 （３）国保制度改革に係る主なスケジュール 
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諮問事項 

（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 

（２）久喜市国民健康保険の保険給付費支払基金の見直し 

について 

５ その他 

６ 閉会 

配布資料 

資料１  国保制度改革に向けた取組について 

（埼玉県資料抜粋） 

資料２  平成３０年度に向けた、第２回埼玉県国保事業費 

納付金・標準保険税率シミュレーション結果につ 

いて 

     （埼玉県市町村国保広域化等推進会議資料より） 

資料３  国保制度改革に係る主なスケジュール（埼玉県） 

（埼玉県市町村国保広域化等推進会議資料より） 

資料４  久喜市国民健康保険税率の方向性について 

資料５  久喜市国民健康保険の保険給付費支払基金の 

見直しについて 

資料６  久喜市国民健康保険税率、保険給付費支払基金 

見直しスケジュール（久喜市） 

参考資料１ 久喜市標準保険税率（久喜市算定方式） 

算定の流れ 

参考資料２ 第２回シミュレーション 国保事業費納付金 

（県内市町村） 

参考資料３ 第２回シミュレーション 1人当たり保険税額 

（県内市町村） 

会議の公開又は非公

開 
公開  

傍聴人数 ２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１６人、欠席者２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４５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（杉村） 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（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。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（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。 

 （市長退席） 

事務局（杉村） それでは、会議の前にまず、事務局の紹介をさせていただき

ます。 

 （部長より順に自己紹介） 

事務局（杉村） 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） 

事務局（杉村）  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



4 

 

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、山中委員、

吉田委員にお願いいたします。 

 

今回は、諮問事項に入る前に、このたびの国民健康保険の広

域化に関連する報告事項があるようでございます。 

まず、報告事項（１）「国保制度改革の概要について」、事務

局に説明をお願いいたします。 

事務局（鈴木） （資料１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 概要の説明を伺いましたが、内容が非常に難しく、理解しに

くい部分もあるんですが、財政運営について、これまで市が

やっていたものが県に移るということですが、資料１の２ペー

ジに、県が各市町村の納付金を決定し、市町村は、標準保険税

率を参考に独自に保険税を賦課する、とありますが、必要な額

の見込を県が立てるということは、結果的に各市町村の保険税

率は上がることになるのではないでしょうか。 

事務局（鈴木） そのあたりのご説明は、次の報告事項（２）でさせていただ

きますが、平成３０年度以降は埼玉県が医療費等の支出に係る

必要な見込を算出し、各市町村に納付金として提示し、各市町

村はそれを賄う保険税率を定めることとなります。 

必要な額は県が決めますが、高く提示されれば、市町村の保

険税率は上がることとなります。 

逆に低ければ保険税率は下げられますが、現時点では、その

想定はしづらいところでございます。 

足立委員 そうですよね。とすると、現在、久喜市はいわゆる法定外繰

入金を使っていますが、県に移行しますとこれが、使えなくな

るのでしょうか。久喜市はこれまで、保険税の未納の分などに

これを充ててきたのだと思うのですが、広域化後はこうしたこ

とも認められなくなるのでしょうか。 

法定外繰入金ですか、久喜市は２７年度に一般会計から２億

６千万円繰り入れてますが、こうしたお金は市としても無いほ

うが良いのでしょうけども、広域化後は、この不足分はだれが



5 

 

埋めるのでしょうか。埼玉県の一般会計になるのでしょうか。 

もし、どこも負担しないとなれば結局、被保険者の負担が上

がるということになるわけですよね。そうなると市は良いかも

しれませんが、私たち低所得者にとっては非常に厳しいかな、

といった認識を持っておりますが。 

市から県に移行することで、例えば滞納する方が増えてくる

とか、そういったことを踏まえて捉えていかないと。被保険者

にとっても、県に移行したらいきなり保険税が上がりました、

ということにならないよう、観ていくことが大切かな、と。 

数字が莫大なので今ひとつ実感が沸かない部分もあります

が。この協議会でもよく考えていかないと、税負担があがる可

能性があるわけですから。 

被保険者の代表としての立場も踏まえますと、保険税が今以

上に上がるのは厳しい、という感想を持ちました。 

事務局（鈴木） はい。確かにおっしゃる部分はございます。一言、補足です

が、法定外繰り入れについては、国は「段階的に解消すべき」

としており、埼玉県も平成３０年度より法定外繰入れを直ちに

なくすことは、考えておりません。 

納付金を賄う税率は、最終的には市町村が決定しますが、法

定外繰入れの裁量につきましても市町村に委ねられておりま

す。 

足立委員 難しいのですが、後々すごく厳しい状況になるのかな、とそ

ういう感想を持ちました。 

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。 

ご質問がなければ、報告事項（１）「国保制度改革の概要につ

いて」の質疑は以上といたします。 

 

続きまして、報告事項（２）「埼玉県市町村国保事業費納付

金・標準保険税率 第２回シミュレーション結果について」を

議題とします。事務局に説明をお願いいたします。 

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、ご質問ございましたら挙手をお願いします。 

岡田委員 はい。１回目の試算より、２回目の保険税試算が上がってい

る要因について、もう一度ご説明願います。医療費の単価が上

がっているということですか。 
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事務局（鈴木） はい。県の資料によりますと、保険税のうち保険給付費分に

つきましては、被保険者数及び診療費の推計にあたり、推計の

ための元データの対象期間が、平成26年3月から平成28年6月ま

での26ヶ月分であったものが、平成28年9月までの29ヶ月分に

延びたことにより、推計の制度が向上した結果とのことでござ

います。 

また、後期高齢者支援金等分、介護納付金分につきましては、

第１回目は国の平成２８年度予算のための数値で計算されて

おりましたが、第２回目では平成２９年度予算のための数値に

変更されたとのことでございます。加入者１人当たりの負担見

込額、単価が、上昇しておりまして、その結果、保険税も上がっ

ている、ということでございます。１回目のシミュレーション

では１年前の数字を使っていたのですが、２回目では直近の数

字に入れ直した、ということです。 

岡田委員 要するに、結論的には医療費のほうがどんどん膨らんでい

る、ということですよね。後期、介護の単価も上がっていると

のことですが、今後もっと膨らんでいくということでしょう

か。 

県全体で必要額の算出をし、久喜市の割り当てが決まるとい

うことですが、これだとやはり、最終的には私たちに跳ね返っ

てきますよね。足立委員さんのおっしゃるように、個人負担、

保険税が上がるということになりますよね。 

足立委員 そうですね。そうなりますと、今後は久喜市の姿勢として保

険税の上昇を抑えるための法定外繰り入れは、残すんでしょう

か。県は、その分を負担しないわけですよね。 

先ほども申しあげましたが、個人の負担が増えるとなると被

保険者の立場としては大変です。納められない人、滞納の割合

も比例して増えると思います。市の徴収の負担だってますます

大変になると思います。法定外繰り入れをしないとなると、そ

ういったことになる。市は繰り入れをしなくなれば、それはそ

れで、良いかもしれないですが。そのあたりはいかがなんで

しょうか。実際、大変だと思います。 

議長（善林会長） 足立委員さんのご指摘もわかりましたので、よろしいでしょ

うか。 

ほかの委員さんも何かございますでしょうか。 

山本委員 資料２の２ページの説明のところで、応能割対応益割は５０

対５０が本来好ましい、というお話がありましたが、好ましい
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ものと現行の割合を並べて示しているというのは、何か理由が

あるのでしょうか。現行の方式のほうが好ましいと久喜市は考

えているということでしょうか。 

事務局（鈴木） 資料は、県の示す方式、税率と、久喜市の現行とを比較する

ために、そのような表示にさせていただきました。 

５０対５０で運営することが本来ですが、昨今では、応能割

の比重が高い傾向がございますが、どちらが好ましいというよ

うな意図はございません。 

山本委員 これも、各市町村で決めていい、という認識でよろしいで

しょうか。 

事務局（鈴木） はい。保険税の算定方式、税率について埼玉県は基準を示し

ますが、最終的には市町村が各々に判断し、決定するものでご

ざいます。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、報告事項（２）「埼玉県市町村国保事業費

納付金・標準保険税率 第２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（３）「国保制度改革に係る主なスケ

ジュール」を議題とします。事務局に説明をお願いいたします。 

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、ご質問ございましたら挙手をお願いします。 

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（３）「国保制度改革に

係る主なスケジュール」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、諮問事項（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。事務局に説明をお願いいたします。 

事務局（鈴木） （資料４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。 

よろしいでしょうか。 

では、私からひとつ。先ほどの説明のなかで、最終的な県か
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らの納付金及び標準保険税率の提示が平成３０年１月になっ

てしまう、という根拠は何でしょうか。理由といいますか、国

のほうではどのように言っているのでしょうか。 

事務局（杉村） では、私のほうからお話させていただきます。 

先ほどの県のスケジュールをご覧いただきたいのですが、今

回報告させていただいているのが、第２回目のシミュレーショ

ンの内容でございます。 

今後、各市町村の平成２８年度決算が固まるのが９月定例会

の時期となりますが、県が各市町村の決算を集約するのはさら

に、その後ということになります。 

県は、９月に第３回シミュレーションとしてもう一度、平成

２９年度の試算を提示してきますが、平成３０年度のための本

番の数字につきましては、どうしても平成３０年１月、ぎりぎ

りとなってしまう、ということでございます。県も、平成２９

年１２月の国の本係数の提示を受けて、計算をしますので。 

国は、市町村は間に合うものとして捉えているかは定かでは

ございませんが、我々市町村の立場としましては、このスケ

ジュールで提示される内容を新年度に反映させることは、非常

に困難であると認識しているところでございます。 

議長（善林会長） ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

ご質問がなければ、諮問事項（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。 

 

今回は、本市保険税率に関する現状把握と課題の提起をして

いただきました。 

本件につきましては、今後示されます、埼玉県のシミュレー

ション、仮算定、本算定の結果に左右される部分が大きいこと

から、早急な結論は避け、審議を継続するものとしたい、と存

じますが、よろしいでしょうか。 

 （全委員異議なし） 

議長（善林会長） 皆さんご異議はないようですので、それでは、諮問事項（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」は、審議を継続するもの

とします。 

 

続きまして、諮問事項（２）「久喜市国民健康保険税率の保険



9 

 

給付費支払基金の見直しについて」を議題とします。 

事務局に説明をお願いいたします。 

事務局（鈴木） （資料５、資料６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。 

 

よろしいでしょうか。ご質問がなければ、諮問事項（２）「久

喜市国民健康保険税率の保険給付費支払基金の見直しについ

て」の質疑は以上といたします。 

 

基金につきまして、現状と課題をまとめていただきました。 

本件につきましても、今回は結論を避けまして、審議を継続

するものとしたい、と存じますが、よろしいでしょうか。 

 （全委員異議なし） 

議長（善林会長） それでは、諮問事項（２）「久喜市国民健康保険税率の保険給

付費支払基金の見直しについて」は、審議を継続するものとし

ます。 

保険税率、基金ともに、久喜市にとって非常に重要な課題と

認識しております。事務局には、的確、適正に対応されますよ

う、お願いしたいと思います。 

 

議題については以上でございます。 

次に、次第５ その他 について、事務局から何かあります

か。 

事務局（鈴木） （参考資料１、参考資料２、参考資料３について説明） 

議長（善林会長） ただいま参考資料についての説明がございました。これにつ

いて何かご質問等はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

途中経過ではございますが、参考資料３を見ますと、久喜市

の保険税上昇率は、県内全体の中ではまだ低いほうであること

が判るかと思います。倍近く上がる自治体もあるようでござい

ます。 

 

ご質疑等はないようですので、参考資料の説明につきまして

は、以上とさせていただきます。 

戻りまして、その他としてほかに、ございますでしょうか。 

事務局（杉村） はい。先ほど担当から申しあげた説明に関して、一点補足さ
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せていただきます。 

まず、山本委員さんからご指摘いただきました、資料２の２

ページで、県が示す久喜市標準、久喜市算定方式と現行の税率

が並べてある意味でございます。 

この資料は、県の資料から抜粋して作成したものですが、県

が示す税率と、久喜市の現行税率を並べることで、違いをわか

りやすく示すためにそのように表示させていただきました。 

例えば、久喜市現行税率における医療分の所得割は７％と

なっておりますが、これを、応能応益割合を現行の５７対４３

で計算した場合は、９．０８％に上昇しますが、５０対５０に

近づけて計算した場合ですと、７．７８％となり、応能分の上

昇は抑えられることになります。こういった比較をしながら見

比べていただければ、と考えております。 

また、最初に足立委員さんのほうからいただきました、この

ままだと税率があがってしまうこと、法定外繰り入れはどう

なってしまうのか、とのご質問に関してでございます。 

全体の制度のご説明でも申しあげましたが、今回の改正は制

度の持続性、独立性の維持というものがテーマでございます。

社会保障制度を後世に残すためにも、なるべく二本足で立つこ

とができる、立っている制度を国は目指しております。 

法定外繰り入れに頼らなくても自立できる制度にしていき

たい、ということが国の考え方であり、私どももそうしていき

たいと考えております。 

とは言いましても、県のほうではいきなり法定外繰り入れを

なくす、禁じる考えではございません。制度の切り替えにあた

り、急激な変化、大変な状況も見込まれる部分もございますが、

市民に直接関わる市町村の立場として、被保険者の皆様になる

べく負担がかからないようなかたちで、協議会の皆様のご意見

を頂戴しながら、慎重に模索してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願い申しあげます。 

また、基金につきましては今年度のうちに考え方の方針を定

めませんと、来年度の支払いに対応できない事情がございます

ので、早ければ次の８月の協議会でお答えをいただければ、 

１１月議会の上程に間に合うと考えておりますのでよろしく

お願い申しあげます。 

 そして、税率につきましては、例えば具体的に何％にしま

しょう、というようなお話にはなっていかないと、認識してお
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ります。今後の方向性はかくあるべき、そういったお答えをい

ただければ、と。そういうかたちで想定しております。 

重ねてよろしくお願いしたいと存じます。 

 付け足しですが、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、事務局から連絡事項等

ありますか。 

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、 

８月２４日（木）午後１時１５分から、場所は、今日と同じ

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ますが、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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