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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 令和２年１月２２日 水曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時３０分まで 

開催場所 久喜市役所４階 大会議室 

議長氏名 善林六朗 

出席委員(者)氏名 

青山淳子、川浪荘三郎、小林博俊、塚野由美子、山中佳代、

吉田信一、足立節子、遠藤厚子、善林六朗、松本都久惠    

宮澤幸一、廣瀬 実 

欠席委員(者)氏名 
大久保礼子、吉野輝雄、儘田省吾、根本昌子、岸 和宏、 

中村香里 

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 

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 

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２年度久喜市国民健康保険税率の方向性 

について 

（２） 令和２年度久喜市国民健康保険税の賦課限度 

額について 
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（３） 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計補正 

予算（第５号）（案）について 

（４） 令和２年度久喜市国民健康保険特別会計予算 

（案）について 

４  その他 

５ 閉 会 

配布資料 

（１） 令和２年度久喜市国民健康保険税率の方向性に   

ついて  

資料１－１ 

資料１－２ 

資料１－３ 

（２） 令和２年度久喜市国民健康保険税の賦課限度額 

について 

資料 ２  

（３） 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計補正 

予算（第５号）（案）について 

                   資料 ３  

（４） 令和２年度久喜市国民健康保険特別会計予算 

（案）について 

資料４－１ 

資料４－２ 

 

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（山田）  ただ今から、令和元年度第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、梅田市長よりご挨拶をお願いいたします。 

梅田市長 （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、梅田市長から当協議会に諮問をさせていただ

きます。 

梅田市長 （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。 

 梅田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） （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、遠藤委員、松本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２年度久喜市国民健康保険税率の方

向性について」を議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

事務局（長岡） （資料１－１、資料１－２、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。 

宮澤委員 税収の不足額は基金で対応するとの説明がありましたが、

歳入不足を基金で補填していくと、どんどん目減りし、やが

ては枯渇するものと考えられます。 

このような状況が想定される中で、基金保有額の考え方や

今後の財政運営について、事務局はどのような考え方をお持

ちなのか教えていただきたい。 

事務局（長岡） 基金の考え方でございますが、国保の広域化以前は、保険

給付費の支払いに不足が生じた場合に備えて、保険給付費総

額の５％程度を目安として保有しておりました。 

平成３０年度からの国保広域化に伴い、財政の仕組みが変

わりましたことから、基金を納付金の不足額に充てることが

できるよう条例改正した経緯がございます。 

 現状は、基金の残高を活用し、納付金の不足額に充ててい

きたいと考えています。 

事務局（山田） 今ほどの回答について、補足説明をさせて頂きます。 

基金保有額のルールでございますが、国保の広域化前は、 

国の指導として保険給付費の５％程度を積み立てることが

望ましいとされておりました。 

久喜市の場合は、保険給付費が約１００億円程度でござい 

ますので、その５％の約５億円を目安に基金を積み立て、健

全な財政運営に努めてきたところでございます。 

平成３０年度から、国保の広域化がスタートし、保険給付 

費は県から交付されることとなりましたので、基金は、専ら 
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納付金の支払いを目的として活用しているところでござい

ます。一方で基金の保有額の目安などについては、特に国か

ら示されていない状況でございます。したがいまして、納付

金の支払いに見合った税収確保のための税率を設定しなさ

いというのが、国、県の考え方であります。 

現在の基金残高は、８億５千万円ほどございますが、宮澤

委員がおっしゃるとおり、このままでは基金が枯渇すること

が予想されますので、一つの目安としましては、基金残高が

５億円を割り込んだ段階が、税率改正に着手すべきタイミン

グ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、 

足立委員 資料１－３の中で、令和元年度の決算見込みの収支不足分

として２億８千万円が見込まれるとの説明がありましたが、

この不足分をどうやって補填するのですか。 

事務局（長岡） 不足額については、基金と繰越金により対応する予定でご

ざいます。 

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２年度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。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２年度久

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。 

続きまして、諮問事項の（２）「令和２年度久喜市国民健康

保険税の賦課限度額について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局（長岡） （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、ご質問の

ある方は、挙手をお願いいたします。 

松本委員 国は、令和２年度の賦課限度額の法定額を９９万円に設定

する予定との説明がありました。今回、久喜市の賦課限度額
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を８５万円から９３万円に引き上げたいとの説明がありま

したが、いずれは９９万円になっていくのですか。 

また、先ほどの賦課限度額引き上げによるメリット、デメ

リットの説明で、法定額のとおり設定すると保険者努力支援

制度により交付金がもらえるとのことですが、９９万円に設

定しなければ交付金の対象とならないのですか。 

事務局（長岡） 今回は、８万円を引き上げて９３万円とし、最終的には法

定額と同額になるように考えております。 

それから、保険者努力者支援制度のポイントの関係でござ

いますが、ポイントの対象となるのは法定額又は法定額の１

段階前の金額に設定している場合となりますので、令和２年

度は９９万円と９６万円に設定している市町村が対象とな

ります。したがいまして、来年度、久喜市が９３万円に引き

上げても交付金の対象とはなりませんので、再来年度以降に

追いつく方向で考えております。 

松本委員 国は、令和２年度以降に法定額を９９万円から更に引き上

げることは考えられますか。 

事務局（長岡） 法定額の推移を見ますと、平成２７年度から現在に至るま

で、据え置きとなった年もありますが、毎年４万円程度引き

上げられています。来年度以降の賦課限度額の動向について

は、現段階ではわかりかねます。 

善林委員 現時点では、法定額が９９万円というのは確定していない

のですか。 

事務局（長岡） 地方税法等の改正は、例年、年度末に施行されますので現

時点では、案ということになります。 

したがいまして、現時点における賦課限度額の法定額は、

９６万円となります。 

足立委員 賦課限度額を上げる一方で、非正規雇用の世帯員などを抱

えて負担が増え、生活が厳しくなっている世帯が増加してい

ると考えられるが、そういう世帯を破綻させないために、市

は対策を考えながら上げていくべきではないでしょうか。 

事務局（長岡） 賦課限度額の引き上げは、一定の所得のある方に応分の負

担をしていただくものでございます。 

一方で、生活が厳しい低所得者の世帯には、国保税の均等

割を所得に応じて７割、５割、２割に減額し、負担の軽減を

図っているところでございます。 
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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２年度久喜市国民健康保険税の

賦課限度額について」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（２）「令和２年度久

喜市国民健康保険税の賦課限度額について」は原案のとおり

決定いたしました。 

続きまして、諮問事項の（３）「令和元年度久喜市国民健康

保険特別会計補正予算（第５号）（案）について。 

事務局の説明を求めます。 

事務局（石井） （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、ご質問の

ある方は、挙手をお願いいたします。 

ご質問がないようですので、諮問事項（３）「令和元年度久

喜市国民健康保険特別会計補正予算（第５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（３）「令和元年度久

喜市国民健康保険特別会計補正予算（第５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（４）「令和２年度久喜市国民健康保

険特別会計予算（案）」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（石井） （資料４－１、４－２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、ご質問の

ある方は、挙手をお願いいたします。 
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宮澤委員 重症化予防事業など、保健事業の関係で今年度と来年度の

相違点などがあれば説明をお願いします。 

事務局（山田） 重症化予防事業につきましては、今年度から埼玉方式によ

る国保連合会の共同事業で実施しております。 

来年度予算では、約2,000万円を計上させていただいてお

りまして、今年度当初予算と比較しますと、200万円程度の増

額となってございます。増額の理由としましては、今年度の

利用者について、来年度も引き続き保健指導を希望する方に

対する継続支援事業などが追加になったことによるもので

ございます。 

また、特定健康診査等事業費が対前年度比で約１億円の減

額となっている理由でございますが、これまで国民健康保険

特別会計で勘定しておりました「後期高齢者健康診査事業」

について、より適切でわかりやすい予算計上を図るため、令

和２年度予算から一般会計にて計上するものでございます。 

宮澤委員 社会保障・税番号制度システム整備事業ですが、令和元年

度に補正をして、令和２年度でも予算計上しているが、この 

２年間の予算で事業は完了するのですか。 

事務局（山田） オンライン資格確認によるシステム改修の関係でござい

ますが、前回、１１月の運営協議会におきまして、補正予算

として700万円程度の増額をお願いしたところでございま

す。今回の当初予算では、385万円を計上しておりますので、

合計で、約1,100万円程度の経費を見込んだところです。 

しかし、先般、国の方から更なるシステム改修についての

通知がありましたので、本日ご提示させていただきました当

初予算について、増額補正の必要が生じる可能性がありま

す。ただし、現時点におきましては、国から更なるシステム

改修に関する詳細が示されておりませんので、今後、経費が

どれくらいかかるかについては、把握できておりません。 

議長（善林会長） 他にございますか、質問がなければ、諮問事項（４）「令和

２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） 
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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（４）「令和２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。 

議題については、以上でございます。 

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２年１月２２日付け、久国第１９５１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２年度久喜市国民健康保険税率の方向性につ

いて、令和２年度は、現行の税率を維持することが

適当である。 

（２） 令和２年度久喜市国民健康保険税の賦課限度額に

ついて、賦課限度額については、医療分を６万円、

後期高齢者支援分を２万円引き上げ、合計で９３万

円とすること。 

・医療分、現行の５２万円から改正後５８万円 

・後期高齢者支援分、現行の１７万円から１９万円 

・介護納付金分は改正なし１６万円とする 

・合計で現行８５万円を９３万円とする 

（３） 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）（案）について、原案のとおりとする。 

令和２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。 

議長（善林会長） （４） 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） 

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。 
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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） 本日、参考資料として配布させていただきした「埼玉の国

保」１月号の巻末に掲載がありますが、昨年１１月２８日に

国保制度改善強化全国大会が都内の日本消防会館で開催さ

れました。私が現地に赴き、埼玉県選出の国会議員に対しま

して、国民健康保険財政への安定的な公費投入などの制度改

善について、陳情活動を行ってまいりましたのでご報告申し

上げます。   

今後の協議会のスケジュールでございますが、今年度につ

きましては、本日の会議をもって終了となります。令和２年

度につきましては、９月定例会前の８月中旬に第１回目の会

議を予定しておりますので、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２年２月５日 

遠藤 厚子 

          署名委員氏名       

松本 都久恵 

 


