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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３年１月２０日 水曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時８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 

川浪荘三郎、小林博俊、塚野由美子、吉野輝雄、儘田省吾、

根本昌子、足立節子、遠藤厚子、善林六朗、松本都久惠、 

宮澤幸一 

（以下書面参加） 

青山淳子、大久保礼子、山中佳代、岸和弘、廣瀬実、 

中村香里 

欠席委員(者)氏名 吉田信一 

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 

森岡秀文  給付係長 

大熊謙児  国保管理係長 

事務局職員職氏名 

市川竜哉  市民部長 

島田 満  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 

森岡秀文  給付係長 

大熊謙児  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３年度久喜市国民健康保険税率の方向性 

について 
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（２） 令和３年度久喜市国民健康保険税の賦課限度 

額について 

（３） 令和２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 

（４） 令和３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３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３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２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 

                   資料 ３  

（４） 令和３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 

（５） 新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金 

の支給について 

資料 ５  

 

会議の公開又は非公開 公開  

傍聴人数 ２名 

 



3 

 

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２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１７人、欠席者１人でございます。

このうち書面参加による賛否の意見を表明していただいて

いる委員６人は、出席者としております。 

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。 
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 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。 

 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。今回は、この場に来

られない委員の方々から書面参加による賛否の意見等を頂

戴しております。結果をとりまとめたものをお手元に配布さ

せていただきましたので、ご確認ください。 

それでは、円滑な議事進行につきまして、皆様方のご協力

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、川浪荘三郎委員、小林博俊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３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 ２点ほど回答いただきたいのですが、今の説明で令和３年

度の仮算定で、現状では約７億４千万円の不足が生じている

とのことでした。それで、令和２年度決算ベースでは約１億

２千万円の不足、トータルでは約８億６千万円の不足が生じ

る見込みのようですが、それに対して基金の残高が約８億２

千万円ということで、約４千万円の赤字が発生するというこ

とになると思います。この対応はどのようにするのでしょう

か。それが１点。 

それから、以前の私の記憶では、保険給付費の５％相当を

基金として保有しておきたいという説明をいただいたよう

な気がするのですが。都道府県化になって、それは崩れたの

でしょうか。 

例えば、今は県が保険給付費を支出しますけれども、それ

に対して市が約４０億円の納付金を支払いますよね。それに

対しての基金を保有しているのかどうか。 

実際、今の考え方ですと、まず赤字になってしまうのでは
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ないでしょうか。 

それから今後の基金の保有額についてはどのように考え

ているのか、都道府県化になってもこの保険給付費の５％と

いう考え方は生きているのか、それとも新たに何か納付金が

不足した場合の対応があるのか、例えば県が基金を持ってい

るのかどうか、県から借り入れできるのかどうか、その辺を

お答えいただければなと思います。よろしくお願いします。 

事務局（長岡） 来年度予算案については、まだ仮算定の金額で２月中旬に

本算定の結果が示されますので、納付金の金額は今後変わる

ことになります。また繰越金もありますので、その中で今回

は対応できると考えております。 

２点目の保険給付費の考え方ですが、広域化になりまし

て、以前は国民健康保険の保険給付費等支払基金というの

は、保険給付費に対しての基金でございました。 

この基金については条例改正をしまして、平成３０年度か

らは納付金に充てられるように変更をしたところです。 

以前は保険給付費の５％を維持していましたが、今は納付

金に対応するため、そのような考え方はなくなっておりま

す。 

それから、県でも、納付金に不足が生じた時に必要な資金

を貸してくれる基金がございますので、万が一の時はその基

金で対応することが可能となっております。 

議長（善林会長） よろしいですか。 

他にございますか。 

松本委員 １ページ目の現状のところで、令和２年度決算ベースで１

億２千万円の不足を基金で間に合わせて、保険税の増額はし

ないという説明をお聞きしましたが、令和３年度当初予算案

の不足分は７億４千万円ということで、すごく不足分が多い

と思います。 

先程お話があったように基金で賄っていくという方向性

になっていくと思いますが、令和２年度決算ベースでは約１

億２千万円の不足が生じていて、基金で間に合うから保険税

は上げないでおこう、現状のままでいこうということではあ

りましたが、保険税の行き先について非常に危惧しておりま

す。その辺のところの説明をよろしくお願いいたします。 

事務局（長岡） 今後の保険税について、令和４年度以降のお話になってく
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るかと思いますが、将来的には保険税の見直しが必要になっ

てくるかと思います。 

今回の仮算定にあたって、県は直近の診療分の状況を見て

納付金の金額を算出しておりますが、コロナの影響を加味し

ない形で算出していると伺っております。一方で市が見込む

保険税収入については、コロナの影響を加味した形になって

おりますので、その辺で差が大きく開いているというところ

もございます。 

現状としては、現在、新型コロナウイルスの感染拡大とい

う特殊な事情が生じているところでございますので、その辺

も含めて状況を見ながら今後検討していくということで考

えております。また今年度の決算で繰越金もありますので、

すぐにどうこうというよりは、今年度の決算の状況を見て、

どのようにするのがよいか検討していきたいと考えており

ます。 

議長（善林会長） よろしいですか。 

他にございますか。 

足立委員 現状のところで、医療費が県内でも高い水準にあり、また

赤字となっているというところがありますが、どの分野が高

いのか、何かの疾病が多いのか、また医療機関の重複受診の

抑制ができているのか、その辺のところもかなり多くの問題

があるのではないかと私は思うのですが、その辺はどうなっ

ているのでしょうか。もし分かれば教えていただきたいと思

います。 

それから基金ですが、今年度は基金で補うことはできるけ

ども、今後、令和３年度、４年度、５年度、６年度と徐々に、

基金でどう対応できるのかとなると結局難しいですよね。滞

納者もどんどん増えていくし、納税のことを考えますとまた

厳しくなってくると思いますし、そうなるといずれは保険税

を上げざるをえないということになってくると思いますが、

コロナの関係もまだまだ厳しいし、これからワクチンのこと

も出てくるし、また色々な影響も出てくると思うので、予算

については大変厳しい状況にあると思います。 

それで、その辺のところを分かるところでよろしいので、

教えていただきたいと思います。 

今、私が知りたいのは、この分野別に抑制がされているの
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か、いろいろな医療機関を活用している人が多くいるので、

その辺のところをきちんとしていかないと医療費の関係は

赤字が増えていくのではないかなと思っておりますが、その

辺をお伺いしたいと思います。 

事務局（山田） ２点ほどご質問をいただいたかと思います。 

まず医療費の関係でございます。 

先程、久喜市の医療費水準が高いということで説明を申し

上げました。 

こちらにつきましては、資料でお示しさせていただいたと

おり、本市は前期高齢者、６５歳から７４歳の方の加入割合

が県内でもかなり高い水準にありまして、５０％を超えてお

ります。 

そのため、どうしても１人当たり医療費が高くなってしま

うという状況でございます。 

こちらについて医療費適正化の対策を講じているかとい

うご質問かと思いますが、個別の医療機関にお願いするとい

うことは特にはしておらないところですが、特定健康診査、

特定保健指導、ジェネリック医薬品の使用促進などにより

日々の健康づくりに心がけていただいて医療費を抑えてい

くという取り組みは行っております。 

それから２点目の基金と税の関係でございます。 

先程、宮澤副会長、松本委員にも同様のご質問をいただい

ておりますが、端的に申し上げますと、７億４千万円が収支

不足になっていて基金から全て充当するということで、税率

改正をしなくて本当にいいのかということかと思います。 

今回、この収支不足がかなり増えてしまった要因というの

は、先程、担当の方から説明がありましたように、コロナ禍

で税収をある程度減じて見込んだというのが１点。それから

被保険者数が前年より減っているにもかかわらず、県に支払

う納付金が思いのほか上がってしまっている点が考えられ

ます。 

こうした不測の事態によって、このような収支不足となっ

てしまったという状況でして、こちらについては内部でもい

ろいろ検討させていただいたのですが、今回はコロナという

特殊な事情でございまして、市長の冒頭のお話でもありまし

たように経済的な困窮をされている方もいらっしゃるとい
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うことで、後程令和３年度の予算のところで説明させていた

だきますが、基金から約６億円ほど繰り入れをさせていただ

き、税率については据え置かせていただき、令和３年度の予

算を作らせていただきたいというふうに考えております。 

令和２年度の決算については、今年の９月になりますが、

それを見ながら今後の財政運営について検討してまいりた

いというふうに考えております。 

議長（善林会長） よろしいですか。 

他にご質問はございますでしょうか。 

今回、岸和弘委員さんから、書面参加により意見が提出さ

れております。 

これについて事務局から回答を求めます。 

事務局（大熊） 事務局の方から、岸和弘委員さんから書面参加によりいた

だきましたご意見につきまして、回答させていただきます。 

それでは、まず岸和弘委員さんのご意見の方から代読させ

ていただきます。 

（１）令和３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、２ページ、３保険税率の方向性について確認

したい。 

資料後段、「財政の健全化に向けた医療費適正化対策とし

て、特定健康診査や特定保健指導の実施及び収納対策等に引

き続き取り組んでまいりたいと考えております」とありま

す。 

今年度の医療費適正化に対する各種事業の進捗状況を確

認したい。令和３年度新しい対策があれば併せて教えていた

だきたいというご意見でございます。 

この御意見に対する事務局の回答をさせていただきます。 

医療費適正化に対する各種事業につきましては、特定健康

診査、特定保健指導を中心とする各種保健事業やレセプト点

検、ジェネリック医薬品の使用促進などに現在取り組んでお

ります。 

今年度の特定健康診査、特定保健指導の進捗状況ですが、

令和２年１２月２５日現在、特定健康診査の受診率が１６.

７％、特定保健指導終了割合が０%となっております。 

前年度同時期の特定健康診査受診率が２５.１%、特定保健

指導終了割合が０%ですので、特定健康診査受診率につきま
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しては、対前年度同時期と比較して８．４ポイントのマイナ

スとなっております。 

受診率が減少している主な原因としましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、特定健康診査の実施期間が通

常の６月開始から８月開始へと開始時期が２か月間遅れた

こと等が影響しているものと考えております。 

令和３年度につきましても、新型コロナウイルス感染症の

影響を受ける可能性がありますが、引き続き、特定健康診査、

特定保健指導の受診率向上を中心に、被保険者の健康づくり

事業に力を入れて推進してまいりたいと考えております。 

また、医療費適正化の新たな対策としましては、これまで

のジェネリック医薬品の使用促進に加え、薬剤の重複・多剤

投与者に対して適切な服薬を呼びかける通知を開始しまし

たので、こうした新たな取り組みを通して、引き続き医療費

適正化に取り組んでまいりたいと考えております。 

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３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３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３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。 

 （なし） 

議長（善林会長） よろしいですか。 

ご質問がなければ、「令和３年度久喜市国民健康保険税の
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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３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２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。 

事務局の説明を求めます。 

事務局（大熊） （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。 

 （なし） 

議長（善林会長） よろしいですか。 

ご質問がないようですので、諮問事項（３）「令和２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（３）「令和２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、諮問事項（４）「令和３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（大熊） （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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 （なし） 

議長（善林会長） よろしいですか。 

ご質問がなければ、諮問事項（４）「令和３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） 

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３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３年１月２０日付け、久国第１８５１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３年度久喜市国民健康保険税率の方向性について 

令和３年度は、現行の税率を維持することが適当である。 

（２）令和３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、医療給付費分（基礎課税）を５万

円、介護納付金分を１万円引き上げ、合計で９９万円とする

こと。 

医療給付費分（基礎課税）は、現行の５８万円から改正後

６３万円とし、後期高齢者支援分は改正なしの１９万円、介

護納付金分は現行の１６万円から改正後１７万円とし、合計

は現行９３万円から改正後９９万円とする 

（３）令和２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第
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３号）（案）について 

原案のとおりとする。 

（４）令和３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） 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（森岡） （資料５に基づき説明） 

議長（善林会長）  ありがとうございました。その他でございますか。 

事務局（山田） 事務連絡でございます。今後の協議会のスケジュールでご

ざいますが、平成２９年３月に策定しましたデータヘルス計

画につきまして、現在、中間評価を実施しております。３月

頃にこちらを協議会にお示しできればというふうに考えて

おりますので、準備ができましたら開催のお知らせをさせて

いただきたいと考えております。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。 
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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３年２月４日 

                   川浪 荘三郎 

          署名委員氏名  
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