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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 ただ今から、平成２２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上げます。 

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、本会議が成立していることを、ご報告申し上げま

す。 

続きまして、議事に入る前に、資料の確認をお願いします。 

  （配布資料確認） 

事務局 それでは、田中市長よりご挨拶申し上げます。 

市長  （市長あいさつ） 

事務局 続きまして、榎本会長よりご挨拶をお願いいたします。 

榎本会長  （会長あいさつ） 

事務局  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  （諮問書の読み上げ） 

事務局  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。 

 続きまして、議事に入りたいと存じます。 

 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（榎本会長） それでは、議事に入ります。どうぞ皆様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。本日は、吉野輝雄

委員、根本昌子委員にお願いいたします。 

次に、次第（１）諮問事項、①「平成２２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」でございます。 

事務局の説明を求めます。 

事務局 （平成２２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

いて説明） 

議長（榎本会長）  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。 

 ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いします。 
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岩部委員  ただ今の説明の中でも最終の補正だということですが、部長さんを始め事

務局の方は国民健康保険の予算については、苦慮されていると思います。他

の予算では予算内でやればよろしいのでしょうが、国民健康保険は生き物で

あって、第２款の保険給付費についても、新聞でインフルエンザが流行して

いるとか、これから花粉症の季節になり、何億という額になり、苦労されて

いることは私も認識しております。 

 そこで、これらも十分含んでの補正予算ということでよろしいんですね。 

事務局 そのとおりでございます。 

議長（榎本会長） 他に質問等ございますか。 

質問等なければ、「平成２２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。 

次第（１）諮問事項、①「平成２２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、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（榎本会長） ありがとうございました。 

全員賛成でありますので、次第（１）諮問事項、①「平成２２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」は原案のとおり可決

と決しました。 

続きまして、諮問事項②の「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計予

算（案）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 （平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）について説明） 

議長（榎本会長） 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。ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いします。 

井上委員 予算の歳入の繰入金が増えるということは、市の負担が多くなると思いま

すが、今後、更に増えていくことは良くないことだと思います。 

そこで、歳入はある程度しょうがないと思います。歳出の方ですが、前回

私がスポーツや運動教室とか実施して医療費を減らしてはどうかと話しまし

たが、来年度は４箇所、運動教室を拡充していただいて心強く思います。 

質問ですが、保健事業費が上がっていますが、私個人の話になりますが、

特定健診の通知が来たわけですが、今まで１回も受けたことがないので受け

たところ、メタボであるということで通知をいただきました。２つの通知は

市のそれぞれの担当課から来たわけですが、通信費等一つに統合できないの

かなというのがあります。 
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井上委員 特定健診の受診率が非常に低い理由をお医者さんに聞いたら、未だに知ら

ない人がいるのでＰＲが必要ではないのか。もう一つは、医者にかかってい

て、検査をしているので検査をしなくいいと思っている人がいるのではない

のか。 

そうなると、受診率が低くなってきます。これも病院の方から聞きました

が、実際検査をやらなくてもいい人は、カウントされていない。 

色々お話しましたが、保健事業費が上がっていますが、やり方によって歳

出が抑えられるのではないでしょうか。 

事務局  繰入金につきましては、対前年度比に対しまして、1 億 2,752 万 1,000 円 

ですが、保険給付費支払基金繰入金から 9,101 万 7,000 円繰り入れていると

ころです。前年の当初予算百数十万円位ですが、不足分を支払基金から繰り

入れるということで、前年比に比べまして伸びている状況です。 

 続きまして、保健事業費の郵送料等事務の無駄がないかということですが、 

特定保健指導が必要であるという方の事務は市内４箇所ある保健センターに

事務の執行委任を行いまして、保健指導を行っています。ただし、予算につ

きましては、国民健康保険課で予算の計上をして、対応しております。 

 特定健診のＰＲですが、まだまだＰＲが不足していると認識しております

が、昨年１２月に未受診者に対し勧奨通知を送付しております。送付後は、

問い合わせ等多く来ており、受診率も上がってくると思われます。 

 また、平成２０年度から特定健診を実施しておりますが、今、データの分

析等行っていまして、若い方の受診率が低い結果がでています。分析を基に

どうＰＲしていくか、実施していくか細かな計画を立ていきたいと考えてお

ります。 

それと、他の検査で特定健診以上の検査をひとつの受けない理由あるいは

受診率が反映されていない原因になっているのではないかということです

が、今後どのように把握していくか検討していきたいと思います。 

直接関係ないのですが、人間ドック受診の助成を行っていますが、今年度

につきましては、昨年度の受診者を大幅に上回っております。人間ドック受

診者につきましては、特定健診の検査項目を網羅しておりますので、特定健

診を受けたとみなすことができます。人間ドックを受けた方は受診率に反映

していきたいと思います。 

議長（榎本会長）  他にご質問はありますか。 

岩部委員 第８款の保健事業費ですが、以前は３％運動がありまして、総予算の１％

を確保しなさいという指導があったと思うが、今は指導というか何％あげな

さいというのはあるのですか。 

事務局 ３％運動というのは現在もありますが、具体的に申しますと保健事業費が
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１人当たりいくらなのか、毎年度県内の市町村の統計が採られまして、でき

るだけ保健事業費を充実してくださいという指導はあります。 

議長（榎本会長）  他にありますか。 

根本委員  特定健診の通知は、４０歳以上で全員に行くということですか。 

事務局  基本的には全員に行きます。 

議長（榎本会長） 他に質問はありますか。 

質問がなければ「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）に

ついて」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。 

議題（１）諮問事項②の「平成２３年度久喜市国民健康保険特別会計予算

（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（榎本会長）  ありがとうございました。 

 全員賛成でありますので、議題（１）諮問事項②の「平成２３年度久喜市

国民健康保険特別会計予算（案）について」は原案のとおり可決と決しまし

た。 

 続きまして、諮問事項③の「久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条

例（案）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  （久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について説明） 

議長（榎本会長） 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。ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いします。 

井上委員 出産費用が上がったら結果一緒になるのではないでしょうか。 

事務局 現在、経過措置のなかで新旧対照表の現行の条例を見ますと経過措置とい

うことで３９万円を支給しています。産科医療補償制度の３万円をプラスし

て４２万円を支給しております。平成２３年３月までの経過措置になってお

り、このままでは４月以降は３５万円に戻さなければいけなくなります。 

４２万円を継続して４月１日以降も支給するため、条例の改正をさせていた

だきます。支給する金額は現在と同じ金額になります。 

議長（榎本会長） 他に質問はありますか。 

質問がなければ、「久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例（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。 

諮問事項③の「久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）につ

いて」を、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を求めます。 
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 （全員賛成） 

議長（榎本会長）  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③の「久喜市国民健康保険条例の一部

を改正する条例（案）について」は原案のとおり可決と決しました。 

 続きまして、諮問事項④の「久喜市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例（案）について」（国民健康保険税率改正基本方針）」を議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局 （久喜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について」（国

民健康保険税率改正基本方針）について説明） 

議長（榎本会長）  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 平成２１年度県内市町村決算状況なんですが、繰入金が久喜市では一番低

いということになっていますが、理想からいえば１円も繰り入れしないのが

理想だと思いますが、久喜市としてこの辺まで繰り入れていいという取り決

めといっては変ですが、そういうのはあるんですか。 

事務局 旧久喜市で説明いたしますが、平成１７年、平成２０年に税率の改正をさ

せていただきました。そのときに平成１７年には２億円という基本的な方針

があったかと思います。平成２０年のときは、特に取り決めはなかったんで

すが、１億円で繰り入れさせていただきました。 

税率改正するときは、この位という基本はあると思いますが、どうしても

一般会計を圧迫してしまいますので、財政状況を見て決めるべきと考えます。 

岩部委員  私は被保険者代表なので税を払うほうなので、繰り入れていただけるなら

１円でも多く繰り入れて欲しいと要望しますが、反面、久喜市の３割・４割

位しか国保の加入していないのに一般会計から繰り入れるのはどうかなとい

う思いはあります。どうして欲しいとはありませんが、１円でも多く繰り入

れてくれればありがたいと思っています。 

 それから、保険税収納率ですが、久喜市の現年分は上位のほうに入ってい

ますが、私がこだわるのは、滞納繰越分が１１．６５％と低いんですが、旧

３町分を含んだ数字だと思います。これを旧久喜市だけで見たら下のほうに

落ちるのではないかと思います。これをなんとかしないと、２方式にする限

度額を上げるとなると未収金を何とかして欲しいと思います。未収金が２０

数億円あって毎年１億円以上不能欠損していくということだと、税率改正に

ついても未収金をなんとかすれば税率改正しなくてもいいのではないでしょ

うか。当然２方式はやらなくてはいけないと思いますが、ぜひとも未収金を 
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岩部委員 なくすようがんばっていただきたい。 

事務局  繰入金の関係ですが、市民の３割くらい国保に加入して、残り７割が社会

保険に加入しています。一般会計からの繰入金を入れると社会保険に入って

いる方には、保険の二重払いという感もあるかと思います。また、一般会計

を圧迫するということで、市全体で考えさせていただきたいと思います。 

 繰入金を多く入れれば税率が下がることはわかりますが、市の財政全体で

考えながら決めさせていただきたいと思います。 

 収納率の関係ですが、滞納繰越分が２０数億円あるとお話がありましたが、 

収納課で収納率を上げるためがんばっています。昨年よりも今年の方が収納

率が上がってきているということは聞いています。 

 滞納繰越分ですが、現年度分を納めていただいて、未納を少なくすれば滞

納繰越にはならないので、まずは現年分を納めて滞納繰越にならないような

対策を収納課ではとっています。それが、税率改正に跳ね返ってくるという

ことですが、基本的に現年分の収納率で、滞納繰越分まではみないで予定税

率を考えています。 

岩部委員 繰越分はあまり力を入れないということですか。 

事務局  税率改正では、滞納繰越分は予定税率ではみないということです。 

 ただ、収納対策については、現年分を滞納繰越にしないようしていますし、

滞納繰越分も納めてもらう対策を取っています。 

議長（榎本会長） 基本的な考え方は、固定しているわけではないと思います。 

繰入金は、これからの財政状況を勘案して決定するわけです。基本的な考

え方で案を作っていただいて、８月頃までに議論を深めて決めていきたいと

思います。 

健康増進部長  基本方針の７つを提示させていただきましたが、基本方針に従って今後具

体的に案を出させていただきます。 

 ５月に会議が予定されておりますが、税率案等シュミレーションして提案

させていただきます。提案に基づいて議論していただいて決めさせていただ

きます。 

 また、高齢者のための新たな医療制度も１年遅れて、平成２６年度からと

いう可能性もあります。２年間見込んで税率改正もありうるかもしれません。 

いづれにしても、政局動向を見ながら提示したいと考えます。 

 （答申書（案）を読み上げ） 

議長（榎本会長）  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（榎本会長） それでは、資料５、資料６の説明をお願いします。 
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事務局  （資料５、資料６について説明） 

議長（榎本会長） それでは、事務局の方からその他連絡事項はありますか。 

事務局 （次回の協議会開催予定を報告及び「埼玉の国保」等を配布） 

議長（榎本会長） 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、事務局にお返ししたいと思います。 

ご協力有難うございました。 

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。 

吉水副会長 （閉会のあいさつ） 

事務局 長時間にわたりご協力有難うございました。 

以上をもちまして、閉会とさせていただきます 

  

  

   

  

 

 

       

      

 

 

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２３年２月３日 

 

         根本 昌子 

         吉野 輝雄 

 


