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様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 第２回久喜市国民健康保険運営協議会会議 

開催年月日 令和元年１１月１４日 木曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時１０分まで 

開催場所 鷲宮総合支所 ４０５会議室 

議長氏名 善林六朗 

出席委員(者)氏名 

青山淳子、大久保礼子、川浪荘三郎、小林博俊、塚野由美子

吉野輝雄、根本昌子、足立節子、遠藤厚子、善林六朗、    

宮澤幸一、岸 和宏、廣瀬 実、中村香里 

欠席委員(者)氏名 山中佳代、吉田信一、儘田省吾、松本都久恵 

説明者の職氏名 

山田 誠  国民健康保険課長 

長岡雅喜  課長補佐兼保険税係長 

上岡美弥子 給付係長 

石井寿夫  課長補佐兼国保管理係長 

事務局職員職氏名 

市川竜哉  市民部長 

高橋一郎  市民部副部長 

山田 誠  国民健康保険課長 

長岡雅喜  課長補佐兼保険税係長 

上岡美弥子 給付係長 

石井寿夫  課長補佐兼国保管理係長 

武井克仁  国保管理係主任 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

  市長あいさつ 

３ 議題 

諮問事項 

（１）令和元年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）（案）について 
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報告事項 

（１） 県内における賦課限度額の状況等について 

（２） 被保険者証と高齢受給者証の一体化について 

４  その他 

５ 閉 会 

配布資料 

資料１－１ 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）（案） 

資料１－２ 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）（案）の概要説明 

資料１－３ オンライン資格確認等システムの導入について 

 

資料 ２  県内における賦課限度額の状況等について 

 

資料 ３  被保険者証と高齢受給者証の一体化について 

会議の公開又は非公開 公開  

傍聴人数 ０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（山田）  ただ今から、令和元年度第２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あ

げます。 

 委員１８人中、出席者１４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

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、本会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 また、本会議につきましては、久喜市審議会等の会議の公

開に関する条例第３条の規定により、公開としておりますこ

とを申し添えます。 

事務局（山田） それでは、はじめに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（山田） ありがとうございました。 

続きまして、川上副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

川上副市長 （あいさつ） 

事務局（山田） ありがとうございました。 

続きまして、川上副市長から当協議会に諮問をさせていた

だきます。 

川上副市長 （諮問書を読み上げ、善林会長に手渡す） 

事務局（山田） ありがとうございました。 

 川上副市長におかれましては、公務のため、ここで退席と

させていただきますので、ご了承いただきたいと存じます。  

事務局（山田） （副市長退席） 

事務局（山田） それでは、ただいまの諮問書の写しをお配りしますので、

少々お待ちください。 

事務局（山田） 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（山田）  よろしければ会議に入ります。 

 久喜市国民健康保険に関する規則第４条第１項により、議

事進行を会長にお願いしたいと存じます。 
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 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３の議題に入ります。円滑な議事進行につ

きまして、よろしくご協力をお願い申し上げます。 

 はじめに、議事録署名委員を指名させていただきます。 

 今回は、吉野委員、足立委員にお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 諮問事項の（１）「令和元年度久喜市国民健康保険特別会計

補正予算（第３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（石井） （資料１－１、資料１－２に基づき説明） 

事務局（上岡） （資料１－３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、ご質問の

ある方は、挙手をお願いいたします。 

岸委員 マイナンバーカードを保持していない人はどのように対

応するのですか。 

事務局（山田） マイナンバーカードと保険証の一体化につきましては、国

によるマイナンバーカードの普及促進対策の一環として実

施されるものと認識しております。 

なお、マイナンバーカードを持たない方でも、従来通り保

険証を提示することにより医療機関で受診することができ

ます。こうした場合でも、被保険者番号を医療機関において

打ち込めば、オンラインによる資格の確認ができると聞いて

おります 

ただし、マイナンバーカードがあれば、医療機関に設置し

てあるカードリーダーで読み取ることにより、容易に資格情

報が確認できるものでございます。 

小林委員 オンライン資格確認システムについて、後期高齢者の方な

どを含めたシステムの一体化は可能なのでしょうか。 

事務局（山田） オンライン資格確認システムは、国民健康保険だけではな

く、後期高齢者医療、社会保険など、すべての健康保険に適

用される予定でございます。 

なお、オンライン資格確認では、高額療養費の自己負担限

度額などを含めた被保険者情報が確認できる予定となって

おります。 

岸委員 オンライン資格確認について、国が費用負担をして整備し
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ていくとの説明ですが、今回、７００万円から８００万円の

改修費用とのことで補正予算を提出されていますが、これが

整備費用の総額と考えてよろしいのでしょうか。 

それと、改修作業は何月から何月ぐらいを予定されている

のか教えていただきたい。 

事務局（上岡） 改修作業については、今年度から来年度にかけて実施いた

します。 

改修経費については、今年度が約７６７万円、来年度が約

３８０万円を予定しております。 

岸委員 わかりました。そうしますと改修経費は、合計で約１，１

００万円ですね。これについては国からの補助金が満額もら

えると考えてよいですね。 

事務局（上岡） 改修経費については、全額が国の補助金対象となっており

ます。 

改修スケジュールについては、１１月定例会において補正

予算が議決されましたら、速やかに電算会社と契約を行い、

来年６月までに改修作業を終わらせ、８月ごろには検証テス

トを行う予定でございます。 

岸委員 改修スケジュールはどこの市町村も同じですか。 

事務局（上岡） 国からは、来年の８月からテスト運用を行うようスケ

ジュールが示されております。したがいまして、各市町村に

おいて、来年７月までには、改修作業を終わらせる必要があ

ると思われます。 

根本委員 オンライン資格確認では、特定健診データや薬剤情報など

について、マイナンバーカードを使って閲覧できるとの説明

がありましたが、どんな方法でデータを見ることができるの

ですか。 

事務局（上岡） 特定健診情報、薬剤情報などの情報確認を行うためには、

まずマイナンバーカードを作っていただき、マイナーポータ

ルへ登録していただく必要があります。 

マイナーポータルは、政府が運営するオンラインサービス

で、自己データを閲覧できる機能でございます。ご自身で登

録していただけば、特定健診データや薬剤情報などが確認で

きる予定となっておりますが、現時点では、国から詳細な説

明が示されておりません。なお、令和３年９月診療分の情報

から閲覧が可能となる旨伺っております。 
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宮澤委員 この事業は、国民健康保険に限らず、社会保険なども含め

た全ての医療保険者が対象とのことですが、今回の改修費用

の約８００万円という金額については、被保険者数割や平等

割など、積算根拠となるものはあるのですか。 

事務局（山田） 今回のシステムの改修経費につきましては、それぞれの自

治体によって電算会社が違うため、一律の積算方法ではな

く、各自治体が契約している電算会社の見積もりにより算出

されたものでございます。 

しかし、今後、オンラインシステムの構築が完了した後の

運営や維持に要する経費については、被保険者割などに基づ

く経費負担が発生することは考えられます。 

宮澤委員 このシステムは膨大なデータになると思われますが、中間

サーバはどこに設置するのですか。 

事務局（山田） 中間サーバは、オンライン資格確認システムの構築にあた

り、国が設置するものでございますが、厳重なセキュリティ

対策をして対応するものと伺っております。 

宮澤委員 一番怖いのが個人情報の流出です。中間サーバへの外部か

らの侵入に対するセキュリティ対策など、膨大な費用がか

かってくることが考えられます。 

国策とはいえ、オンライン資格確認システムにより各保険

者の費用負担が増加することについては、不安材料であると

考えております。 

議長（善林会長） 他にございますか、よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、「令和元年度久喜市国民健康保険特別

会計補正予算（第３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。 

本件について、原案のとおり決定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） ありがとうございました。 

全員賛成でありますので、諮問事項の（１）「令和元年度久

喜市国民健康保険特別会計補正予算（第３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、報告事項の（１）「県内における賦課限度額の

状況等について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 
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事務局（長岡） （資料２に基づき説明） 

小林委員 埼玉県内において、それぞれ自治体の財政状況は違うと思

います。こうした中で、賦課限度額を上限額である９９万円

に上げていくことで、どのようなメリットとデメリットがあ

るのか。また、上げなければならない制約があるのか、久喜

市の財政や現状など踏まえ賦課限度額を決めていると思わ

れるが、どのような観点で進めているのか。 

事務局（長岡） 資料の説明は、賦課限度額のことについてのみの内容と

なっていますが、負担のあり方として、低所得の方には、国

保税の均等割軽減（7割・5割・2割）を毎年拡大して対応し

ているところです。これにより所得の低い方には、負担の軽

減を行い、所得の高い方には、その分、負担してもらうこと

でバランスが取れる対応となると考えています。 

議長（善林会長） 他にございますか。 

ご質問がなければ、報告事項（１）「県内における賦課限度

額の状況等」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）被保険者証と高齢受給者証の

一体化について議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局（長岡）  （資料３に基づき説明） 

議長（善林会長） 他にございますか。 

ご質問がなければ、報告事項（２）「被保険者証と高齢受給

者証の一体化について」の質疑は以上といたします。 

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） 

令和元年１１月１４日付け、久国第１３５６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） 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号）（案）について 

  原案のとおりとする。 
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議長（善林会長） 各委員の皆さま、この答申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。 

市川部長  ありがとうございました。答申につきまして、市長へ報告

させていただきます。 

議長（善林会長） 次に、次第の４その他について、事務局から何かあります

か。 

事務局（山田） 薬剤師代表の根本委員さんから薬の関係で説明がありま

すので、お時間を頂きたいと思います。 

根本委員 薬剤師会の根本でございます。 

みなさまにも周知をお願いしてもらいたいと思い、本日お

時間をいただき、お話をさせていただきます。 

薬剤師会では、医療費の削減のために、複数の薬を服用し

ている患者さんに対し、残薬がある場合は、医師、薬剤師に

相談するよう促し残薬を減らす努力をしております。 

具体的には、患者さんに残薬の有無を確認し、残薬がある

場合は、お薬手帳に記入することにより次回診察時における

処方につなげるなど、削減に努力をしております。 

また、薬剤師会では、市のまつりなどのイベントにおいて、

ヘモグロビンA1cの測定をするなど市民の健康状態を把握

し、疾病予防を啓発する事業を行っております。 

廣瀬委員 薬局に行って薬剤師に残薬のことを相談すると、残薬を考

慮した薬を出してくれるということですか。 

根本委員 薬剤師がお薬手帳に残薬などを記入することにより、次回

の診療時に病院が薬の処方を調整してくれます。 

足立委員 残薬への取り組みは、医療費適正化につながる良い話だと

思います。市民まつりなどのイベントに限らず、市の出前講

座などを通じた周知もいいと思います。 

今、テレビなどでは医療関係を取り上げているものが多

く、視聴率も高いと聞いています。みなさんが、医療や健康

に興味をお持ちだと思います。 

出前講座などを行い、薬に対する正確な知識をもつことで

無駄がなくなると思います。 
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根本委員 薬剤師会では、薬を減らすために、地域ごとの実態調査や

発表などもやっております。 

また、久喜市のジェネリック医薬品の使用率は非常に低い

状況であることを報告いたします。 

議長（善林会長） 事務局から連絡事項はございますか 

事務局（山田） 第３回の当協議会の開催予定については、令和２年１月末

を予定しております。 

議題につきましては、令和２年度の当初予算、賦課限度額

の関係、税率の方向性、これらについて諮問をさせていただ

く予定でございます。 

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、全て終了いたしま

したので、以上で議長の任を解かせていただきたいと存じま

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（山田） ありがとうございました。それでは、閉会にあたりまして、

宮澤副会長より、ごあいさつをいただきたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

宮澤副会長 （あいさつ） 

事務局（山田） ありがとうございました。 

以上をもちまして、国民健康保険運営協議会を終了とさせ

ていただきます。本日は、大変お疲れ様でした。 

 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。 

 

 令和 元 年 １２月 ５日  

                 吉野 輝雄 

         署名委員氏名   

                 足立 節子 

                  

 


