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様式第４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 皆様こんにちは。本日は、合併後の新久喜市において初めての国民健康保

険運営協議会委嘱式及び運営協議会でございます。委員の皆様におかれまし

ては、公私とも大変お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうござい

ます。私は、健康増進部国民健康保険課長の出井と申します。どうぞよろし

くお願いします。 

それでは、久喜市国民健康保険運営協議会委嘱書交付式を行います。委嘱

書の交付は、田中市長が皆様の席へお伺いいたします。 

１号委員さんから順次交付させていただきます。誠に恐縮でございますが、

お名前をお呼びいたしますので、その場にてご起立くださいますようお願い

いたします。 

それでは、市長よろしくお願いします。 

 
 （委嘱書の交付） 

事務局 ありがとうございました。それでは、田中市長からごあいさつ申し上げま

す。市長お願いいたします。 

市長  （田中市長あいさつ） 

事務局  ありがとうございました。 

 続きまして自己紹介をお願いします。井上委員さんより、順次お願いいた

します。 

  （各委員自己紹介） 

事務局  事務局を紹介させていただきます。 

  （事務局自己紹介） 

事務局  以上をもちまして、委嘱式を終了させていただきます。 

 なお、引き続き、この場所で運営協議会を開催させていただきますので、

よろしくお願いします。 

事務局  ただ今から、平成２２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。 
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 議事に入る前に、資料の確認をしたいと存じます。 

 （配布資料確認） 

事務局  それでは、早速、本日の議事に入ります。 

現在、議長となる会長が選任されておりませんので、会長が選任されるま

での間、市長に臨時議長をお願いいたしまして、進めてまいりたいと存じま

す。 

よろしいでしょうか。 

  （全員賛成） 

事務局  ありがとうございました。 

 それでは、田中市長、臨時議長をお願いいたします。 

臨時議長 

（市長） 

それでは、議長が決まるまでの間、臨時議長を務めさせていただきます。 

次第１の「議事録署名委員の指名」をさせていただきます。１号委員さん

から順番ということで、井上一平委員、岩部正彦委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

次第２「久喜市国民健康保険運営協議会会長及び副会長の選出について」

でございます。久喜市国民健康保険に関する規則第３条第１項に「協議会に、

会長１人、副会長１人を置く」と規定されております。 

また、同条第２項では「会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちか

ら全委員の選挙によって選出、選任されるものとする」と規定されておりま

す。 

まず、公益を代表する委員である３号委員５人で協議をしていただき、皆

様のご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 （異議なし） 

臨時議長 

（市長） 

異議なしの声がありましたので、会長、副会長の選出につきましは、３号

委員さんに協議していただきたいと存じます。 

休憩いたします。 

別室を用意しておりますので、そちらでご協議をお願いします。皆様には、

少々お待ちいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 休憩 

臨時議長 

（市長） 

再開いたします。 

協議が整ったようでございますので、発表していただきたいと思います。 

善林委員 発表いたします。会長が榎本善司委員さんに、副会長が吉水美智子委員さ

んに決まりましたので、ご報告申し上げます。 

臨時議長 

（市長） 

ただ今、善林委員さんから３号委員さんの協議の結果を報告していただき

ました。 

改めてお諮りいたします。久喜市国民健康保険運営協議会会長及び副会長
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の選出については、会長に榎本善司委員さん、副会長に吉水美智子委員さん

に決まりました。よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

臨時議長 

（市長） 

 ありがとうございます。皆様のご賛同を得まして会長は榎本委員、副会長

は吉水委員と決定させていただきます。 

 皆様のご協力により、会長及び副会長の選出をすることができました。厚

くお礼申し上げます。これで、臨時議長の任を解かせていただきます。 

 ありがとうございました。 

事務局  ありがとうございました。 

 会長、副会長におかれましては、それぞれの席に移動をお願いします。 

 それでは、会長より就任のごあいさつをお願いしまします。 

会長 （会長あいさつ） 

事務局 ありがとうございました。続きまして、副会長より就任のごあいさつをお

願いします。 

副会長  （副会長あいさつ） 

事務局  ありがとうございました。続きまして、田中市長から、当協議会に諮問を

させていただきます。 

市長  それでは、諮問書を読み上げまして、諮問に代えさせていただきます。 

 （諮問書の読み上げ） 

事務局 ありがとうございました。 

 市長は、他に公務がございますので、恐縮ではございますが、ここで退席

させて頂きます。 

 それでは、久喜市国民健康保険に関する規則第４条第１項によりまして、

会長が議長を務めることになっておりますので、議事進行をお願いいたしま

す。 

議長 それでは、せんえつではございますが、皆様方のご協力をお願い申し上げ

まして、議長を務めさせていただきます。 

まず、はじめに、議題（１）諮問事項①の「久喜市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局 議題に入る前に１点、ご説明したいと思います。本日配布させていただい

ております、資料番号３の「国民健康保険の概要」をご覧ください。この資

料は、埼玉県国民健康保険団体連合会が発行しているものでして、国民健康

保険制度につきましてわかりやすく編集されたものですので、ご活用いただ

ければと思います。 
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 （久喜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明） 

議長 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、ご質問をお受けいたしま

す。ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いします。 

岩部委員 説明の中で数字的なものが触れてないが、旧栗橋町の介護納付金分の所得

割１．２%、均等割１２，０００円になっている点に質問したい。合併協議

会の資料を見ると所得割１．２%が０．６２%、均等割が１２，０００円のと

ころ８，３００円になっている。どちらが正しいのか。 

事務局 旧栗橋町の介護納付金分の所得割と均等割ですが、平成２１年度におきま

して税率改正をしております。そのため、合併資料を作成後税率改正を行っ

たため、資料の相違があります。 

議長  そうしますと、この資料４がただしいということですか。 

事務局 そうです。所得割１．２%、均等割１２，０００円が正しいということで

す。 

井上委員  先ほど説明があった中で、旧久喜市が４方式から２方式に変わった理由と、

４方式から２方式になった場合、個人の税負担がどのようになったか説明を

お願いしたい。 

事務局  旧久喜市が４方式から２方式に変えた理由は、平成２０年度に後期高齢者

医療制度が始まり、後期高齢者医療の保険料が所得割と均等割の 2 方式であ

る。 

 もうひとつは、資産割ですが、その年の固定資産税に対して何%という率

をかけますので、２重に税をかけるという感があります。 

 また、平等割は世帯でいくらということでかけているが、昔は世帯で家族

が何人もいる場合が多かったが、今は核家族化になり世帯員が少ない中での

平等割に対する理解が得られにくい。 

このようなことから、４方式から２方式に変更した。 

 賦課方式を４方式から２方式に変えた場合の負担の関係ですが、保険税は

医療費をまかなえる税率を設定しています。それぞれの被保険者によって、

上がる方もいれば下がる方もいます。当時の資料等を見ないと何ともいえな

いので、この場では控えさせていただきたい。 

議長  旧久喜市の委員は２年ほどの期間で、新潟や千葉などの応能応益割５０対

５０を導入した市町村で研修をしました。保険税でどのくらい軽減されたの

か数字を持っていないが、中間層の方は負担が多くなったんでしょうか。低

所得の方は、軽減されているのではないでしょうか。今後、負担がどうなる

のか皆さんで意見を出していただきたい。 
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国の応能応益割の考え方がその後、変わったということですか。 

事務局  まず、応能割といいますのは所得割と資産割で応益割は均等割と平等割を

いいます。この割合が５０%、５０%の場合につきましては、低所得者に対し

て７割、５割、２割の軽減があります。 

 平成２２年度の改正によりまして、応能応益割が５０対５０でなくても、

市町村の判断によりまして、７割、５割、２割軽減の適用が可能になりまし

た。 

議長  皆さんよろしいでしょうか。他に質問等はありますか。この諮問について

は、継続審議ということでよろしいでしょうか。 

  （異議なしの声あり） 

議長  それでは、多数の賛同をいただきましたので、継続審議といたします。 

 続きまして、議題（１）諮問事項②の「平成２２年度久喜市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）（案）について」を議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局  （補正予算案により説明） 

議長  それでは、ただ今の説明に対しまして、ご意見、ご質問をお受けいたしま

す。挙手をお願いします。 

井上委員  １市３町が合併する前と平成２２年度の歳入、歳出を見ると平成２２年度

の金額が増えていると思うが、国民健康保険に関して増えているのか。 

事務局  平成２１年度の合併前の歳入金額は、１４７億６、３３６万２、３４４円

です。歳出は、１４１億６、０４４万２、１２７円です。平成２２年度につ

きましては、医療費の伸びを考慮しております。 

井上委員  今後は予算編成するにあたって、少子高齢化が進むと予算を増やさざるを

得ない状況なんでしょうか。 

事務局  国民健康保険特別会計の中で、医療費が多くを占めています。今年度の保

険給付費は１００億近くを計上しております。国で、診療報酬の改定がされ

ていることもあり、予算が増加しております。 

井上委員  今後は、増加する方向にあるが、軽減あるいは削減とかの方策はあるのか。 

事務局  レセプト点検やジェネリック医薬品の希望カードの窓口配布などを含めて

総合的に対応していきたいと思います。 

議長  他にご意見はありますか。 

 ないようでしたら、平成２２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号）（案）については以上といたします。 

それでは、採決に入りたいと思います。議題（１）諮問事項②の「平成２
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２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（案）について」を、

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

 （全員賛成） 

議長  全員賛成でありますので、議題（１）諮問事項②の「平成２２年度久喜市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（案）について」は原案のとおり可

決と決まりました。 

 続きまして、議題（２）報告事項①の「平成２１年度久喜市・菖蒲町・栗

橋町・鷲宮町及び久喜市国民健康保険特別会計決算について」を、議題とし

ます。事務局の説明を求めます。 

  （配布資料に基づき説明） 

議長  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、ご質問をお受けいたしま

す。ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いします。 

岩部委員  景気の低迷ということで、保険税の収納率が低下している。私が委員の応

募する動機も何とか皆さんで収納率を上げたいという理由からです。また、

久喜市の保険税の未収金が単年度で２２億位になると思うが、特に過年度に

ついては、どのように徴収してきたか、徴収できないから不能欠損する、不

能欠損するにはそれなりの理由があると思うが、未収金をどうにかしなけれ

ばいけない。 

 ここで、皆さんと共に収納率を上げるためにどのような方法があるか、考

えていきたいと思います。 

 これは質問というより意見です。 

井上委員  収納率を上げるということも大切ですが、医療費を抑制するということで、

「埼玉の国保８月号」の２２ページを見ていただくと、男女別に分かれてい

て、診療費構成率の久喜市の男性を見ると医療費の支出が多く、県平均の４

３%を超えている。一方、女性は男性よりも低く県平均以下になっている。

久喜市の場合は男性と女性を比べた場合、あまりにも違いすぎる。表を見る

かぎり男性の医療費を軽減するためにはどうしたらいいか検討したほうが支

出も減るのではないか。 

事務局  貴重なご意見ですので、今後調査検討させていただきたいと思います。 

議長 質問がなければ、この件につきましては、報告事項ですので次に進みたい

と思います。 

 続きまして。同じく議題（２）報告事項②の「平成２２年度久喜市国民健

康保険特別会計予算について」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  （配布資料に基づき説明） 

議長  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、ご質問をお受けいたします。

ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いします。 

井上委員  病気の予防ということで、人間ドックなどありますが、健康に対する運動

とか健全な体を作るということで、それぞれ担当課があると思うが、担当課

と共同で医療費の負担軽減を図るための支出項目はあるのか。 

事務局  資料７の３２ページを見ていただくと、保健事業費がありまして、特定健

康診査、特定保健指導、がん検診の助成、健康づくりの運動教室等支出項目

があります。 

井上委員  もう少し踏み込んで、病院にかからないようにする施策はなんなのか、あ

るいは健康づくりを考えながら、目標を持って健康担当課とタイアップして

やる施策が必要と思われるが、いかがでしょうか。 

江森委員  私も運動をしていますが、何をやっても同じ人が出てきています。声をか

けてもなかなか出てこない。保健センターの保健師さんなど計画を立てて、

家庭訪問してどうですかと声をかけますが、出てきません。また、各地域で

開催しているが、近くに住んでいても出てきません。 

 こういう人たちが何とか出てくれる施策を考えて話し合ったほうがよい。 

事務局  先ほど皆さんから意見がありましたが、保健センターは健康教室等いろい

ろ事業を行っています。確かに参加者が少ないですが、参加する機会をとら

えて、参加してもらえるようＰＲをしているところです。 

 先ほど委員さんからお話がありましたが、病気になる前に予防するという

のは十分理解をしているところです。国民健康保険の中で特定健診がありま

すが、事前に検診して、病気を予防するという方針です。国も医者にかかる

前に予防的なものを関係機関と連携して医療費を抑制することを考えており

ます。 

野矢委員  今までの旧久喜市では、１０年位前からとにかく医療費を出して痛い思い

をするのであれば、みんなで運動し、誰にも世話をかけないでいきましょう

と、計画を作りました。計画を作りましたが、出ない人は出ないということ

で、地域ごとにやりましょうということになりましたが、女性が多く男性が

少ないので、男性はどんどん出てほしい。 

 合併したので、これからはどんどんやっていかなければいけないと思いま

す。地域で活動できるように行政が推奨していただければと思います。 
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井上委員  男性が表に出てこない理由は、運動が好きではないとか対人関係が疎まし

いとか事情があると思います。行政で公共施設を借りる場合、いろいろな制

約があるので、なくせば男性も参加しやすくなると思います。男性は運動だ

けでなく、たとえば囲碁とか静かにやりたい方がいます。男性が出て来やす

い環境を行政が考えてほしい。 

事務局  皆さんの貴重なご意見有難うございます。 

 以前は早期発見に重点を置かれましたが、最近は発症の予防ということに

重点が置かれています。 

 国民健康保険課は医療費を抑制する担当部署ですが、それ以外に健康医療

課とか保健センター、あるいは生涯学習課がありますが、関係担当課と連携

を図りながら国民健康保険課としてどういう取り組みが必要か検討していき

たいと思います。 

岩部委員  男性と女性で 1 日当り 10 年位前の埼玉県のレセプトを調査しましたが、1

日当り入院で男女の差が、3,000 円以上あり、男性が高くなっている。通院

では、1 日当り 1,000 円位高くなっている。女性はこまめに人間ドックやが

ん検診等受診して、受診率も男性よりも高くなっている。医療費の使い方が

女性は外来で使うが、男性は入院して使うということで男性は悪くならない

と行かないという傾向がある。男性も健診等こまめに受けたほうがよい。 

議長  貴重なご意見ありがとうございます。 

 他にご意見はありますか。よろしいでしょうか。 

 質問がなければ、「平成 22 年度久喜市国民健康保険特別会計予算について」

は以上といたします。 

 続きまして、議題（３）の「久喜市健康づくり推進会議委員及び久喜市介

護保険運営協議会委員の推薦について」を、議題とします。事務局の説明を

求めます。 

事務局 （配布資料に基づき説明） 

篠原委員  事務局に一任したいと思います。 

議長  それでは、事務局で案がありますか。 

事務局  久喜市健康づくり推進会議委員には、3 号委員の長谷川さん、久喜市介護

保険運営協議会委員は、善林さんを推薦します。 

議長  それでは、久喜市健康づくり推進会議委員に長谷川委員、久喜市介護保険

運営協議会に善林委員を推薦することでよろしいでしょうか。  

  （異議なしの声あり） 

議長  ありがとうございます。それでは、ここで少し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。 
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 （休憩） 

議長  再開いたします。 

 それでは、答申書（案）を読み上げさせていただきます。 

 （答申書（案）を読み上げ） 

議長  以上の内容ですが、ご異議はありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議長  それでは、事務局の方から、その他連絡事項がありますか。 

事務局  ①「ジェネリック医薬品希望カード」及び「臓器提供意思表示カード」の

窓口配布について説明。 

 ②公職者名簿について確認 

 ③次回の開催予定 11 月上旬予定 

議長  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ます。議事進行にあたり、委員の皆様のご協力に

感謝申し上げまして、進行役を事務局にお返したいと思います。 

 ご協力ありがとうございました。 

事務局  ありがとうございました。 

 それでは、閉会にあたりまして、吉水副会長より、ごあいさつをいただき

たいと存じます。よろしくお願いします。 

副会長 （閉会のあいさつ） 

事務局  長時間に亘りご協力ありがとうございました。 

 以上をもちまして、閉会とさせていただきます。 

大変お忙しい中、ありがとうございました。 

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。 

 

平成２２年９月７日        

 

        井上 一平 

        岩部 正彦 

 

 

 

 


