
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  開会に先立ちまして、４月１日付けで事務局職員の異動がご

ざいました。ここで報告をさせていただきたいと思います。 

（異動者報告及びあいさつ） 

 それでは、ただ今から、平成２３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。 

 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１３人、欠席者５人（遅れて２名出席）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。 

 なお、会議の終了は１４時４５分を予定しております。 

傍聴者の確認を、お願いいたします。 

榎本会長 ４名です。 

事務局 それでは、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、最初に健康増進部遠藤部長よりご挨拶申し上げま

す。 

（部長あいさつ） 

続きまして、榎本会長よりごあいさつをお願いいたします。 

榎本会長 （会長あいさつ） 

事務局  ありがとうございました。 

それでは早速、議事に入りたいと思います。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、会長が議長を務

めることになっておりますので、議事進行を榎本会長にお願い

いたします。 

議長（榎本会長）  それでは議事に入ります。着席のまま進めさせていただきた 

いと思います。どうぞ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。 

１号委員さんから順番ということとなっておりますので、本

日は、野矢良子委員、高橋善之烝委員にお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

次に、次第（１）審議事項、継続審議となっております「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（国民 

健康保険税率改正について）」でございます。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局  国民健康保険の現状ということで、今の久喜市国保のおかれ

ている状況を確認させていただきたいと思います。資料をお手

元にご用意ください。前回の会議資料の中の平成２１年度の県

内市町村決算状況など重複する内容がありますがご了承いた

だきたいと思います。今回配布した資料は、被保険者数、収納

率、一人当たりの療養費に関する資料を綴ったものでございま

す。この資料から久喜市の状況を確認したいと思います。 

 まず、都道府県別の平成２１年度の平均被保険者数の資料で

す。国民健康保険の現状という表紙のものです。２ページをご

覧ください。埼玉県内の保険者別の被保険者数の資料です。中

ほどが久喜市の欄でございます。６５歳から７４歳のいわゆる

前期高齢者の割合をみますと３３．４２％ということで、埼玉

県平均の３１．１１％を上回っていると、久喜市は比較的前期

高齢者の層が多いことがここからわかります。次に３ページの

収納率でございますが、埼玉県は全国でもかなり低い位置に位

置しています。この表でわかるとおり、首都圏、大阪府等が大

変収納率が低い状況にあります。そのような埼玉県内にありま

して久喜市の状況は５ページでございますが、県内の市町村平

均は上回っているものの、１９、２０、２１と年度ごとに徐々

に収納率が悪化してきているということがこの表からわかり

ます。次に、療養諸費ですが、９ページでございます。一人当

たりの療養費ですが、埼玉県は全国的にみるとかなり低い状況

にあります。しかしながら徐々に伸びてきているという状況で

ございます。１０ページをご覧ください。０歳から７４歳の一

人当たりの総医療費は１９年度で２５万１，４８１円、２０年

度で２６万３，１１８円、２１年度で２７万３２０円というこ

とで確実に年々伸びてきている状況でございます。なかでも、

前期高齢者の額をみますと、２０年度、３７万５，７７１円、

２１年度、４２万３６３円ということで、対前年比１１．８７％

も伸びております。前期高齢者の層は医療費がかなり多くか

かっているということがご理解いただけるかと思います。 

 これらのことから、久喜市は前期高齢者の割合が多めである

こと、収納率が低下傾向にあること、一人当たりの医療費は確



実に伸びているということがお分かりいただけると思います。 

 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及

び国民保健の向上に寄与することを目的としています国民健

康保険にとって大変厳しい状況にあるということがこの統計

資料からご理解いただけるかと思います。 

 久喜市の国保の置かれている状況を踏まえまして、このあと

税率改正に関して細かい説明をいたしますが、そちらのほうを

お聞き取りいただければと思います。 

 それでは、続きまして税率改正の説明をさせていただきま

す。郵送でお配りさせていただきました資料の国民健康保険税

率改正についてをご覧ください。 

 税率改正につきましては、昨年の８月の運営協議会におきま

して諮問をし、継続でご審議をしていただいているところで

す。 

 今回は、これから順次ご説明をさせていただきますが、統一

税率の目安、法定外繰入金の繰入額の目安等についてお示し

し、ご審議をいただきたいと思います。 

 次回はそれに対する影響額等についてお示しをしたいと考

えております。なお、はじめに今後のスケジュールを簡単にご

説明させていただきますと、今年の１１月議会に税率改正の条

例改正案を上程する予定でありますことから、７月、８月の運

営協議会でご審議いただき、８月の運営協議会におきまして答

申をいただければと考えておるところでございます。 

 それでは、配布資料の１ページをお開きください。税率改正

についてですが、今回の税率改正につきましては、まずは、現

在の不均一課税を解消し、税率を統一する。さらには、増加し

続けている医療費を踏まえ、国民健康保険の健全運営を図れる

ようにする。これらを目的に税率を改正するものであります。 

まず、１ページの１の「税率改正の基本的な考え方」につい

てでございます。 

税率の改正は、今年の１月２０日の運営協議会でお配りしま

した「国民健康保険税率改正基本方針」の７つの基本的な考え

方に基づいて実施させていただきます。 

なお、基本方針では⑦番の医療費の見込みについては、後期

高齢者医療制度が平成２５年度で廃止される見込みでありま

したため、平成２５年度で改めて税率の改正が必要となること



から１年間としておりましたが、国の制度改正の遅れが見込ま

れますことから医療費の見込みは２か年分と修正させていた

だきます。 

つぎに、２の「国民健康保険特別会計の収支見込」と次のペー

ジの３の「必要額」ですが、これらは３ページの「資料１」に

基づいて説明させていただきます。それでは３ページ「資料１」

をお開きいただきたいと思います。久喜市の国民健康保険特別

会計の収支見込でございます。これは平成２２年度の決算見込

みと平成２３年度以降の収支を見込んだものでございます。 

ここで見込んだ平成２４年度と平成２５年度の収支の不足

額を賄えるような税率を今回設定するものでございます。 

まずは、平成２２年度の「歳入－歳出」の欄をご覧いただき

たいと思います。歳入歳出の差し引きが９億５千３６３万３千

円ありまして、これだけ黒字になっているということでござい

ますが、これが平成２３年度の歳入の「１０繰越金」となって

います。数字上、９億５千万円も余剰金がでるものと思われま

すが、実質的には、歳入の中には、前年度からの繰越金、基金

を取り崩しての繰入金、更には、法定外の繰入金が含まれてお

り、それらを差し引きますと、５月２３日現在では、およそ６

千万円の赤字ということになっております。 

次に、平成２３年度につきましては、当初予算の額に基づい

てここに記載しておりますが、この資料を作成時点で既に国な

どからの通知により、数値が変更になったものがあります。そ

れにつきましては数値を変更し、より決算見込みに近づけてお

ります。 

次に、平成２４年度及び２５年度の見込みでございます。 

まず、歳入につきましては、これから税率を決定するため、

現年度の保険税分を空欄として除いております。また、９繰入

金のうち保険基盤安定繰入金、その他法定外繰入金につきまし

ても、税率の設定に合わせて決定するものですのでその分も除

いて計上をしております。他の多くの科目につきましては、歳

出の額に基づいて歳入の額が決まってきますので、説明は割愛

させていただきます。 

次に、歳出につきましては、大きく増加傾向にありますのが、

２保険給付費、３後期高齢者支援金等及び７共同事業拠出金で

ございます。 



まず、今回の税率の改正に大きな影響のあります保険給付費

について説明をいたします。 

保険給付費につきましては、療養給付費、療養費及び高額療

養費に分けて見込みました。 

これらを見込むにあたりましては、まず、その基本となる各

年度の被保険者数を見込みました。「被保険者数の見込み」に

つきましては、平成２１年度と平成２２年度の伸び率を用いて

平成２３年度以降の被保険者数を見込んでおります。 

次に、保険給付費のおよそ９割を占めます療養給付費につい

てご説明いたします。簡単に申し上げますと、被保険者が医療

機関で受診したときに、自己負担分として３割を支払います

が、残りの７割について保険者が負担することとなっていま

す。この７割分が療養給付費でございます。 

療養給付費につきましては、一人あたりの医療費の実績か

ら、「平成２０年度と平成２１年度の伸び率」と「平成２１年

度と平成２２年度の伸び率」の平均値を用い、平成２３年度以

降の一人あたりの医療費を見込んでおります。これに被保険者

数の見込みを乗じて算出をしているものでございます。 

なお、療養費・高額療養費につきましても、同様の方法によ

り算出しているものでございます。 

次に、３後期高齢者支援金等でございます。 

後期高齢者支援金等につきましては、平成２０年度の後期高

齢者医療制度の創設により定められたもので、その財源は、本

人の医療機関での一部負担金のほか、公費及び国民健康保険や

健康保険組合等の支援金、被保険者の保険料から成り立ってお

ります。 

このうち国民健康保険や健康保険組合等からの支援金を「後

期高齢者支援金」といい、国民健康保険税の一部として徴収し

たものを支払うものでございます。 

この見込みにつきましては、国で示しました一人当たりの負

担額に被保険者数を乗じて、算出しております。 

今後の一人当たりの負担額の変動が不明確であるため、今年

度の告示額と被保険者数を見込み、平成２４年度以降の支援金

額を算出しております。 

次に７共同事業拠出金でございます。 

 共同事業拠出金とは、医療費負担の平準化を図るため、全市



町村を対象に１件当たり３０万円を超える医療費について、国

保連合会が交付金を交付するものです。そのための財源とし

て、各市町村から拠出金を拠出しております。 

 この見込みにつきましては、平成２３年度の確定予定額が既

に示されておりますことから、その額に伸び率を乗じて積算し

ているものでございます。 

このように積算いたしました平成２４年度と平成２５年度

の歳入と歳出の差、平成２４年度では４６億２３５万円、平成

２５年度では５３億４，５４５万７千円が不足額となり、それ

を保険税やその他繰入金などで賄う必要があるものでござい

ます。 

なお、２か年の平均額はそこにありますように４９億７，５

００万円となっております。 

そこで、この必要額を賄えるような税率を設定する作業を行

うことになりますが、闇雲に税率を試算するのではなく、今後

２方式に統一することになっておりますので、まずは２方式を

採用している旧久喜市の税率をもとに検討してみました。 

そこで４ページの表をお開きいただきたいと思います。４

ページの資料２をご覧ください。 

まず、Ｂの欄をご覧ください。これは旧市町の税率のまま、

税率の統一をせず、不均一課税をした場合の収入の見込み額を

算出したものです。合計で４０億５，７１４万３千円となって

おります。 

次にＡの欄をご覧ください。これはすべての地域を旧久喜市

の税率で統一して課税した場合の収入見込み額となります。合

計で４１億９，５８９万７千円となります。 

仮に旧久喜市の税率に統一した場合は、不均一課税をした場

合、現状のままでいった場合に比べ、１億４千万の収入増が見

込まれております。 

次に、２必要額との比較の②をご覧ください。これは不均一

課税をした場合にその収入見込み額と必要額との差でござい

ます。平成２４年度の必要額を賄うには約５億５千万円が不足

します。平成２４年度と２５年度の２か年の平均を賄うには約

９億２千万円、平成２５年度の必要額を賄うには約１２億９千

万円が不足することがわかります。 

その上の①をご覧ください。仮に旧久喜市の税率に統一した



場合はどうなるかといいますと、平成２４年度の必要額を賄う

には約４億円、２４年度、２５年度の２か年の平均を賄うには

約７億８千万円、平成２５年度を賄うには約１１億５千万円が

不足するということが分かります。 

このように、仮に旧久喜市の税率に統一をしたとしても平成

２５年度の必要額を賄うには約１１億円の不足が生じること

になり、これを埋めるためには、更に税率を引き上げるか、多

額の法定外繰入金を導入するかということになってくるかと

思われます。 

そこで、上の表に戻っていただきまして、右の増減率をご覧

ください。旧久喜市の税率に統一をした場合、不均一で課税し

た場合に比べ、旧菖蒲町、旧栗橋町では約１４％の上昇が見込

まれます。 

 なぜこのように旧菖蒲町、旧栗橋町の影響が大きいかと申し

ますと、６ページの資料４をご覧ください。 

 これは旧１市３町の過去の税率の推移を示したものです。表

内の二重線の下の年に税率の改正を行っております。旧久喜市

でいうと、平成１７年度と平成２０年度に税率の改正がありま

した。なお、平成２０年度につきましては、後期高齢者医療制

度が創設されたため、すべての市町で税率改正が行われており

ます。 

 平成２０年度の税率改正の際に、旧久喜市及び旧鷲宮町にお

きましては、その時点で必要な医療費を見込んだ上で改めて税

率を設定しております。しかし、旧菖蒲町の平成１９年度と平

成２０年度の医療分と後期高齢者支援金分にかかる所得割と

均等割の部分をご覧ください。平成２０年度の医療分の所得割

６．４％、後期支援金分の所得割２．３％、これを足すと平成

１９年度の医療分の所得割８．７％となります。同様に均等割

も平成２０年度の医療分と後期支援金分を足すと平成１９年

度の医療分の均等割の額になります。これは旧栗橋町において

も同様のことがいえます。 

 このことは、平成２０年度に後期高齢者医療制度が創設さ

れ、後期高齢者支援金分の課税が必要になりましたが、その際

に、必要な医療費を賄えるような税率に改正するのではなく、

単純に旧医療分を医療分と支援金分に分けただけの改正にと

どめ、その不足額を、その他繰入金や基金を取り崩して補った



ということになります。 

 このような、過去の経緯がありますことから、今回税率を統

一するにあたりましては、その影響額の大小が現れてくるもの

でございます。 

しかし、保険者として、これらの影響を極力抑えるようにし

たいと考えておりますことから、そのためには、現在の状況で

は法定外繰入金に頼ることになってしまいます。当然、多額の

法定外の繰入れは、独立採算で運営するという特別会計の性格

に反するものであり、また、一般会計を圧迫することにもなり

ます。しかし、このように医療費が大きく増加しているなか、

税率改正の影響を極力抑えるには、法定外繰入金を導入する方

法しか今のところ選択肢としてはないのかといった状況であ

ります。 

それでは、４ページ資料２の２①にお戻りください。旧久喜

市の税率で試算した収入見込み額と必要額との比較でござい

ますが、平成２４・２５年度の平均の必要額を賄うには、７億

７，９１０万３千円が不足することになります。 

そこで、旧久喜市の税率を引き上げないで、２か年の必要額

を賄える額の７億８千万円を繰り入れることといたしまして、

仮の税率を設定してみました。それが、５ページの資料３でご

ざいます。 

まず、下の段②の表をご覧ください。法定外繰入金７億８千

万円を繰り入れた場合の仮の税率を設定し、その税率と現行の

税率を比較したものです。 

旧久喜市の税率との比較では、若干の増減はありますが、ほ

ぼ同じ水準になっています。ただし旧３町につきましては４方

式を採用していたことから、資産割・平等割がなくなり、その

分が均等割に振りかわったようになっております。 

参考に上の表①の表をご覧ください。これは、２か年の平均

の必要額を繰入金に頼らず、すべて保険税だけで賄おうとした

場合の税率でございます。一部引き下がる箇所もございます

が、大幅な税率の引き上げが必要になることがわかります。こ

のように増加する医療費をすべて税だけで賄おうとするとこ

れだけ税率を上げなければならないということを示させてい

ただきました。 

以上、配布資料の概要説明をさせていただきました。 



事務局の考え方といたしましては、税率改正の影響を極力抑

えるため、法定外繰入金を今までの約３倍の７億８千万円を繰

り入れ、税率の水準を旧久喜市並みに抑えることで進めていき

たいと考えております。 

今後、様々なパターンによるシミュレーションをし、その影

響額をお示しすることになります。そのパターンは限りなくあ

りますことから、今回は、必要額を賄うためのおおよその税率

と法定外繰入金の額を提示させていただき、ご協議、ご承認い

ただいたうえで、ある程度限定したパターンでシミュレーショ

ンをして様々な影響額等について検証していきたいと考えて

おります。以上、雑駁ですけれども今回の資料についてご説明

させていただきました。 

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、ご質問があ

る方は挙手願います。 

井上委員  今の説明で非常によく理解できました。ありがとうございま

した。要は、もう袋小路に入っているというような感じだと思

うのです。私は栗橋の人間ですが、鷲宮の方とお話ししました

が、やはり保険税が上がるということは合併して損をしたとい

う感覚がものすごくあります。内容を知らないことでだと思う

のです。例えば、「滞納金額があまりにも多すぎることはもっ

と公表しろ」とか、かなり物静かな方でさえ内容を話すと厳し

い意見が出てきています。私の友人はほとんど退職されている

方で、社会保険から国民健康保険に加入された方でして、「ま

さか、ここまで上がるとは思わなかった」と、一市三町で合併

したのは何だったのかというような形でいろいろお話しを聞

いたのですが、今の内容ではよく分かるのですが、私は、栗橋

のアップ率は、一市三町になったことからして、たとえ上がっ

たとしても、やはり各市民が同じ税率でやるべきだという意見

を持っております。 

 それはそれとして、あとは７億８千万円を法定外繰入れでや

るといっても、結果は税金を使っているもので、違う財布から

出しているだけのような気がするのですが。そうであれば、仮

税率の第１案の６．９９％に上がるというほうが、ショック療

法になっていいのではないかと思います。ショックとはどうい

う意味かというと、税金を払う人間が、どうしてこうなったの



かとかなり関心を持ち始めるということです。本当に払うので

あれば皆さん払うと思うのです。それをショック療法でこうな

りますよと、但しそこで内容を吟味してちゃんと取るものは取

るというような対策案を出してやったほうがいいかと思いま

す。２案の７億８千万円の繰入れの案ですと、尐しずつ尐しず

つやって、真綿で首を絞めるようなやり方で、その結果どうに

もならなくなりました、というような感じを今回私は受けまし

たので、私としては払うものは払うと、但しそれに対してどう

いう対策をするのかと、私がこの前から主張していますとお

り、税を払った自分は健康で医療機関にかからないから、自分

のお金がほとんど他の人の医療費のために使われるといった

人をいっぱい育てると、こういった具体策を是非やっていただ

ければ、６．９９％の税率でも私は一市民としてはやむを得な

いと納得すると思います。例えば、特定健診でメタボに引っ掛

かった人がメタボ対策ということで特定保健指導に呼ばれる

のですが、毎年全然知恵がなく同じことをやっています。もう

尐し知恵を出し、病院に掛からなくて済むようなやり方と抱き

合わせで税率改正による金額を上げるような形を是非やって

いただければと思っております。 

議長（榎本会長）  いかがでしょうか。事務局のほうで何かございますか。 

事務局  大変ありがたい言葉だと思います。事務局としては法定外繰

入金にあまり頼りすぎるのはというのは当然考えの中にござ

います。ただ、今回は合併して２年が経過しました。まずは、

足並みを揃えるという形で考えていくわけですが、そのうえで

医療制度改革がまた控えております。その時は更なる必要額を

吟味して、皆さん一緒にという形を考えているのが事務局でご

ざいます。一気にここで必要額すべてを税で賄うというのは、

興味関心を持っていただくという点では非常に有効かもしれ

ませんが、収納率の低下について首都圏は非常に悪い状況でご

ざいます。年々下がってきております。それと一方では、現状

でも「税が高い、高い。」という声は聞こえてきております。

そのような中で、一気に必要額すべてを賄うのは果たしてどう

なのかというのも考えの中にございます。また、近隣市町のそ

の他繰入れの状況を勘案させていただきましたけれども、久喜

市は県内市の中では最低レベルで、ある意味健全な形で運用さ

れているのですけれども、そうは言っても、他市から久喜市に



来ると、税が上がるというイメージが非常に強い状況にござい

まして、そういったことも考えさせていただいた中で、埼玉県

の市の平均的な位置づけというのも一つの検討の目安になる

のかなということで、当初７億５千万円という数字で検討して

いたのですけれども、その数字だと結局賄いきれないという結

果も出ましたので、それに近い７億８千万円という数字を設定

させていただいたという経過がございます。 

 また、やはりここで一気に倍近く税が上がるという方もおそ

らく検証の中で出てきてしまうと思います。そのようなことも

踏まえますと、一旦まず横並びになっていただいて二段階目で

は必要な額をどこまで税で賄うかというような改正をさせて

いただければと考えてございます。 

 それと、健康づくりの関係でございますが、メタボ健診等、

確かに毎年同じ形式となっております。ただ、決まった検査項

目等がありますので健診については制度に則った形でやらさ

せていただきます。保健指導については、当然いろいろな考え

方で突っ込みどころが出てくると思いますので、保健センター

に委託して実施しておりますため協議の中でよりいいものに

なっていければと調整を図っていきたいと思いますので、ご理

解いただきたいと思います。 

議長（榎本会長）  特定健診は健診の受診率が低いのですよね。以前に前橋市に

行った時には、受けやすいように一般の健康診査と特定健診を

一緒の日時にするとかいろいろ工夫があるようなことを聞き

ました。 

 私がお伺いしたかったことは、４つの自治体での一般会計か

らの繰入れというのは、合併前ではどれ位であったのでしょう

か。 

事務局  お配りしております資料４をご覧いただきたいと思います。

この中に旧久喜市から旧鷲宮町までの税率の推移が載ってい

るわけですが、この表の中の「その他繰入金」を見ていただけ

れば各市町がその年度にどれだけ一般会計から出していたか

ということがお分かりいただけるかと思います。ちなみに、平

成２１年度で見ますと、旧久喜市で７，３００万円ほど、旧菖

蒲町で３，６５０万円ほど、旧栗橋町で１億４，０００万円ほ

ど、旧鷲宮町で８６０万円ほどと、これは合併の時に持ち寄っ

たその他繰入金の額ですけれども、こういった形で各市町それ



ぞれの考え方でその他繰入金を支出していたという状況でご

ざいます。全体を足しますと２億５，９３８万５千円というこ

とでございます。 

議長（榎本会長）  それを一気に７億５千万円と、一般会計のほうは大丈夫なの

でしょうかね。そこが心配になりますが。他の方はいかがで

しょうか。 

岩部委員  まず、一般会計からの繰入れですが、私の国保の被保険者代

表という立場からすれば、非常にありがたいというところでご

ざいます。しかしながら、一住民として考えた場合、事務局か

ら説明もありましたように国民健康保険というのは使う者か

ら税をとってそれで賄うというのが基本でございます。ですか

ら、一般会計のもの、全住民から集めたものを、国保に入って

いる３割なり４割の人が使うというのがいかがなものかとい

うことでございます。市町村別に見ると政治的なものだとか地

域の特殊事情とかがあろうかと思いますが、おそらく私の知っ

ているところでは桶川市あたりはほとんど一般会計からは繰

り入れていないと思います。しかしながら、何十億と繰入れる

市もございます。ですから、そのへんはいろいろと政治的なも

のも多分にあると思いますが、それはそれとして、私が前々か

ら申し上げているのは収納率です。この資料にもありますよう

に、１９年度、２０年度、２１年度の保険者別収納率、特に現

年分ではなく、滞納繰越分、過年度分の収納率が非常に久喜市

は、特に元の久喜市は悪い。他の３町がそれをおんぶして合併

したからだいぶいい数字になっているというようなことであ

りますが、この収納率は、滞納繰越分と現年分との計で久喜市

が２１年度で６５．０７％という数字です。私はこれに尐し問

題があるのではなかろうかなと、この６５．０７％の収納率だ

といくら取れないのがあるのかと。この前のデータだと２３億

円だとかいう数字が出ていましたよね。その２３億円が取れれ

ば、今言った７億９千万円という数字はその何分のいくつだ

と、反対に、一般会計から繰入れなくても、取るべきものを取

れば、そんなに気を使って繰入れてもらわなくてもいいのでは

ないかと思います。税率改正をされて、払っている人だけが、

どんどん上げていかれるのでは、たまったものではないという

ことを私は申し上げたい。取るべきものが２３億円もあるので

すから、是非大変でしょうけれども、これを取っていただけれ



ば、まだまだ反対に税率を下げてもいいのではないかと思いま

す。税率を一本化するということは私も賛成です。合併したか

らには同じ税率でやることは結構ですが、その中で税を取って

いただかなかったら、これを本当に全部公表したらどうなるの

かと思います。本当に納めている人が納入意欲がなくなるので

はなかろうかと思います。ですから、私もこの収納率に合わせ

て、保険税を納めましょうと。みんなが頑張って取ってくれた

らすぐ払いますよというような気持ちでございます。 

 保険というのは相互扶助で成り立っているのですから、保険

のルールから言えば、納めなくてはならないので是非とも被保

険者を教育して、取っていただくことに努めていただくことが

一番なのではないかと思います。 

 それと、いかに健康な人を作るかということが課題かと思い

ますが、おそらく国保サイドとしては保健センターに丸投げの

感もする部分もあろうかと思いますが、おそらく１か月で７０

日以上と、一日に一人の患者が３か所も４か所もかかっている

人がいた例がありました。それらを見ると同じ病名で同じ薬を

もらっているというようなこともありましたので、是非ともそ

れらのデータを活用して、より良い財源の中での医療の掛かり

方というものを被保険者教育としてやっていくということが

大切ではなかろうかと思います。 

健康増進部長  確かに、保険税で賄うということが一番の理想ですね。ただ、

全国的に収納率が本当に下がっています。平成２１年度の収納

率が平均で８８．０１％ということですが、本当に過去最低を

記録し、更新をしております。ちなみに平成２１年度の久喜市

は８７．７８％ということでほぼ平均でございますが、そう

いった状況の中で、滞納繰越分をあげるというのは久喜市に限

らず、全国的に保険者としては収納率を上げなければならない

ということは考えておりまして、久喜市では収納課で対策をし

ながら進めているところでございます。 

 ただ、現実問題として１００％収納というのは有り得ないな

というのがありまして、いかにそこに近づけるかということで

努力しなければいけないと思います。確かに一般会計からの繰

入れを闇雲に入れるということは、本当に全体的な一般会計か

らのお金を入れるわけですから、いろいろな問題が出てくるだ

ろうと。そういったことから、保険者としても健康教室をした



り医療費を抑制する方法も必要かと思います。医療機関の正し

い掛かり方といったようなことも周知していかなければなら

ないと考えております。 

 そういった中で、これから高齢化社会になっていき医療費も

かかってきますので、進めていかなければならないなと考えて

おります。 

事務局  先ほどの、その他繰入れの状況ということで、手元に近隣市

町の資料がありますので参考までに配布させていただきたい

と思います。お配りしたのは平成２１年度決算でみた各市町村

のその他繰入れの状況でございます。どこも苦労をして、税で

賄いきれない分を一般会計からいただいてなんとか国保の運

営を図っているというのがこの資料からよく分かると思いま

す。だからそれでいいのだということではございません。特別

会計でございますから、当然その中での収入で運営していくと

いうことが大原則ですけれども、やはり、高齢者が多くなって

きている、それから所得のない方がたいへん増えてきていると

いった国保創設期の構成と大分現状が違ってきていますので、

同じ制度の中でずっと当初からやってきているわけですが、運

営ができなくなってきているため、制度を大きく見直さなけれ

ばいけないというのが現実なのかなと思っております。しかし

国の制度としてあるわけで、久喜市だけ違うことを始めるわけ

はいきません。そのような中で、近隣市町の状況も勘案した中

で、今回の形を事務局としては案とさせていただいたわけでご

ざいます。 

 ちなみに、久喜市は同じく合併した加須市とよく比較される

のですが、この資料を見ますと、加須市も一人当たりで１万９

千円という数字でその他繰入れを実施しています。今年の加須

市の４月号の広報紙には、平成２３年度の国保税は引き上げま

せんという案内が載っていたのですが、不足分についてはその

他一般会計からの繰入れで７億２千万円近くをいれて、とりあ

えずは平成２３年度は運営するということが広報紙に載って

おりました。どこも悩みは一緒なのかなというのが我々考えて

いるところでございます。 

議長（榎本会長）  それでは他にはございますか。 

井上委員  よろしいでしょうか。今の続きですが、この資料は比較資料



ということで相対的なんですよね。絶対的に考えられないかな

あと思うのです。どういう意味かというと、例えば収納率の高

いところ、島根県があったのですが、どうして高いかと言った

ら、日本は恥の文化だからです。コミュニティが非常に密だか

ら、あの人が払わなかったらどうのこうの言われると、そうい

う形でおそらく島根県は収納率が高いのです。どちらかという

と久喜市は都会に近いほうですから、どうしてもそういうもの

は希薄になって、個人的になるということです。そういう地域

と一緒にやったら同じような結果しか出てこないのですよ。難

しいですが、絶対的に考えられないかなと、お互いに悪い同士

で尐し良ければ喜んでいるといったような感じなので、違う観

点から考えていただきたいということが一つあります。 

それから、先ほど医療費を減らすためにということでお話し

しましたけれども、今でも確か、保健医の方と運動させるセク

ションが全部違うのですよね。そういう、組織の縦割りと言っ

てはいけないのでしょうが、組織の違いを国民健康保険課でま

とめるようなやり方、相互にコミュニケーションできるような

組織作りもやっていただければと思っています。 

岩部委員  事務局案としては、医療費の見込みを見ていただいたという

ことで、過去の医療費の伸びを見たということなのですが、点

数表の改正、それから薬価とかそういうのは全然見ていないで

すか。あと、例えば、市内に大きな病院ができました。できる

と、非常に便利になり受診もしやすくなって医療費が急に伸び

る。そういう病院ができると急に医療費が多くなるといった点

をどれくらい見込まれたのか、それとも見込まれないのか、教

えていただければと思います。 

事務局  まず、前段のお話しですが、診療報酬の改定等のお話しかと

思うのですが、前回、平成２２年度に診療報酬の改正がありま

した。今回のこの医療費の見込み方というのは、２０年度と２

１年度の伸びをまず一つ出して、次に２１年度と２２年度の伸

びを出しています。診療報酬の改定がありましたので、２１年

度と２２年度の伸びの傾きが若干高くなっております。その平

均を取っておりますので、診療報酬の改定について見込みの中

には入れているものでございます。 

健康増進部長  この４月に久喜総合病院ができまして、病院ができると一般 



 的には一人当たりの医療費が上がる傾向にはあります。ただ、

これがいくら上がるかということは、なかなか見込めないもの

ですから、伸び率には多尐加味しながら入れてはおります。そ

れと、先ほど井上委員さんからお話しがありました島根県の関

係は確かに地域性で、首都圏や大阪などは収納率が本当に低い

のですが、上がればいいのですが、なかなか現実は難しく、収

納率については本当に根気よくＰＲしながらお願いするしか

ないのかと思っております。 

それと健康教室など、組織ごとにばらばらに実施していると

いうお話しがありましたけれども、今回、国民健康保険課の事

業の中で、保健センターとタイアップいたしまして、今年の４

月１５日号ですが、ボディシェイプアップ教室ということで、

いろいろ健康づくりをしながら運動をしていこうという事業

など、それぞれ連携をしながら実施してございます。当然、保

健師なり場合によっては運動の指導士に依頼して実施してい

かなければならないものもございますので、今後も引き続き医

療費抑制、または自分の健康は自分で守るという意識づくりも

進めていきながら、連携して進めていきたいと考えておりま

す。 

井上委員  今の関連で、非常に言葉はよく分かるのですが、やはりでき

れば数値化ができないかなと思います。例えば、メタボにか

かった人が今年度いくら医療費がかかり、それを運動すること

によりどうなったかといった数値化をしていけば、やっている

方も担当している方もやりがいが出てくると思います。ただや

りました、終わりですということではなく、数値を出すような

やり方をしてほしいと思います。 

それと、先ほど島根県の話しをしましたが、恥の文化と言い

ましたよね。あまり、極端な滞納者、つまり、払う余裕があっ

て払わない人がかなりおられる。いろいろ問題があると思うの

ですが、こういう方を公表するというような、久喜市では払わ

ない人にはこうするのだと、そういうような意気込みでやらな

いと滞納なんてなくならないと思います。払わないほうが得だ

なという考えの人間がいっぱいいたらどうしますか。そのよう

な風潮になったら、年金がどんどん下がってきて、保険料が上

がっていくのだからみんな払いたくなくなりますよ。やはりあ

る程度そういうような人間は公表する。そうすると一種の恥で



すから、先ほど恥の文化と言ったのです。ここまでやるのはき

ついかも分からないけど、やわらかいような案などで是非一度

検討していただければと思っています。 

議長（榎本会長）  他にいかがですか。 

高橋委員  長年、この国保の運営委員をやらせていただいてきました。

おっしゃられるとおり滞納者がいるという非常に残念なこと

ではあるのですが、もともとこの保険の制度というのが所得の

ある方、余裕のある方を中心にして保険制度というのは成り

立ってきました。それで国民皆保険が５０年経ったという話し

を冒頭にお伺いしましたけれども、皆保険にした時には、それ

まで入っていなかった人を全員入れましょうと、国民はすべて

が健康保険の恩恵にあずかれるようにしましょうということ

になったわけですね。市町村国保というのは、最後のすべてを

掬いあげるための保険であったということですよね。したがっ

て世の中には、例えばここの資料にも出ていますが、医師国保、

薬剤師国保、税理士国保、こういうところでは収納率が１０

０％ですよね。これが市町村国保は８０何％です。行政の方は

皆一生懸命時間外にもかかわらず滞納世帯に訪ねて行っては

ということをやっていたということをお聞きしました。これは

被保険者の層が自ずから異なっているんだな、ある程度までは

許容せざるを得ないのかなと思ってきました。やはり、独立採

算といえども公費から注入せざるを得ないということは、ある

程度までは許容せざるを得ないのだろうなと思ってきている

のです。ごもっともなご意見だと思って、非常に勉強させてい

ただきながらお聞きはしたのですが、そういう側面もあるのだ

ということもある程度承知されたほうがよろしいのかなとそ

のように思うのですが。 

井上委員  今、言われた中で、もう払えない人をそうしろと言っている

わけではないのです。どこから見ても払わなくてはいけない、

立派な家を構え、車を持っている方、そういう方を言っている

のです。最低のところまで全部出せなんてそのようなことは一

切申し上げてなくて、非常にそういう方が多いと聞いてますの

で言ったつもりでして、誤解のないように一つお願いいたしま

す。 

岩部委員  一番低い人というのはいくらなのですか。一年間で所得や資

産がほとんど無いような人、生活保護すれすれの人、それ以下



の人もいるかもわかりませんが、生活保護を受けるのは嫌だと

いうことで、そういう人…。どういう人が払っていないのか、

限度額いっている人が払わないのか、極端に言えば１年間１万

円の人が払わないのか。どういう層の人が一番払わないのか、

そのあたりのデータとか揃えば、この人たちをなんとかしよう

とか、減免もあるわけですよね。 

事務局  よろしいでしょうか。不均一課税をしていますので、旧久喜

市の例で言いますと、所得のない方で一人世帯だとしますと、

均等割しかかかりませんので、７割軽減というものがかかって

きますから、１年間で４万３千円から４万４千円くらいになり

ます。それと、所得階層別の滞納者数を毎年、決算の時に作っ

てはいるのですけれども、やはり所得の低い方では２００万円

以下といった方のほうが滞納率は高くなっています。当然、国

保は、所得階層が３００万円とか２００万円といった方が一番

人数も多いですから、当然そのあたり以下の方が滞納者数とし

ては多くなってきています。 

議長（榎本会長）  収納率を下げている原因は、人口の異動がありますよね、そ

れが追跡できないといったような。 

事務局  久喜市は割と東部地区や県南地区といった住民の異動が激

しく、尐し久喜にいてすぐ異動してしまう。そうすると、次の

ところまで追うことができても、またそこからどこかへ異動し

てしまうと、なかなか見つけられないということがあります。

そういう方については、どうしても残ってしまう。最終的には

そういった方は、不能欠損として落としてしまうのですが、２

年、３年とたまっていきますので、どうしてもそういった方の

滞納というのがあるかなと思います。 

岩部委員  今、不能欠損という言葉が出たのですが、１億円以上でし

たっけね。不能欠損でみすみす捨ててしまうのであれば、それ

をうまく使って新規職員を採用してなんとかやるということ

などをできないのでしょうかね。毎年、同じ人を不能欠損して

いく例がありますよね。そういう人を放置しておくということ

自体が、では払わないほうが得だということになっていってし

まうのかなと。毎年、同じ人が不能欠損されていくというのは、

いかがなものかなと思います。 

健康増進部長  今の収納の関係ですが、当然払える資力があるのに払わない

人については、差押えしたりそういう手続きを踏んで収納をし



てございます。本当に払えない人がやはりいるのです。生活保

護ぎりぎりの人だとかいますので、そういった方には、軽減措

置をしたりしております。不能欠損が１億円あるのですが、本

当に転出したり、どうしても払えない人がいて、それが積み重

なると１億円となり、金額的に多いと思われますが、国保の加

入世帯、被保険者もこれだけ多いわけですから、結果的には積

み重なってそういう数字になってくるということで、これは行

政側も努力していかなければならないということは肝に銘じ

ております。 

議長（榎本会長）  いかがでしょうか。収納率の問題はこれからも続いていくこ

とですが、今日のところでは基本的な考え方は了承されており

まして、それに基づいて具体的な数字を作っていただいたわけ

です。賦課方式を所得割と均等割の二方式にするということで

こういう形になったのですが、それを認めていただいたら、そ

れを推し進めて、もう尐し具体的なものを事務局に作っていた

だいて、そこについてまた討議していくということで継続審議

ですので、いかがでしょうか、この問題についてはよろしゅう

ございますか。 

各委員  はい。 

議長（榎本会長）  では、この件につきましては、次回およびそのあとに続くと

いうことでございまして、２番目の平成２３年度の主要事業を

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局  Ａ４の一枚の用紙、平成２３年度主要事業一覧表というもの

をお配りしておりますけれども、報告事項ですので、簡単にご

説明させていただきます。表の番号の横に、「継」と書いてあ

るのが継続、「拡大」と書いてありますのは、対象者の拡大で

すとか実施項目の充実、実施回数の増加等があったものを拡大

事業とさせていただいております。 

 表の番号１の人間ドック事業でございますけれども、これは

継続事業でございますが、後期高齢者医療被保険者につきまし

ても、昨年１０月から国民健康保険被保険者と同様の助成を開

始しております。続きまして番号３の健康づくり運動教室事業

でございますが、生活習慣病の予防や健康増進を目的として生

活習慣を改善するための運動・食事指導を保健センターとの共

催により、実施しているものでございます。昨年度は中央保健

センターのみの実施でしたが、今年度は、すべての保健セン



ターで事業を行うことになっています。拡大事業でございま

す。次に番号４の特定健康診査事業でございますが、今年度は

健診項目を、クレアチニン・貧血・尿酸を追加してございます。

拡大事業でございます。７５歳以上の健康診査につきましても

同様に追加してございます。次に番号５の保養施設利用者助成

事業でございますけれども、今年度から後期高齢者医療被保険

者の方につきましても同様の助成を開始いたしました。簡単に

拡大事業につきましてご説明させていただきました。以上でご

ざいます。 

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・質問をお受けいたします。いかがでしょうか。 

根本委員  ３番の拡大事業ですが、これは大体昼間なのでしょうか。で

きれば夜などもやっていただければ助かるのですが。 

健康増進部副部長  平成２３年度に予定しておりますのは、時間につきましては

全部午後からの開催で、例えば中央保健センターの場合です

と、今予定されておりまして水曜日、昨日からのコースは２５

名定員いっぱいの申し込みがあったということで、昨日の午後

総合第一体育館の多目的ホールで行っております。それと鷲

宮、栗橋につきましても今年度は午後ということで予定してお

ります。 

高橋委員  ６４歳以下の市民対象ということですけれども、下の年齢は

何歳からですか。 

健康増進部副部長  ４０歳以上６４歳以下です。 

根本委員  来年はよろしくお願いいたします。 

議長（榎本会長）  他にはいかがでしょうか。 

事務局  ご連絡を一つ、次回のご案内をさせていただきたいと思いま

す。７月７日木曜日１３時１５分から本日の続き、税率改正に

ついて、階層ごと等のいろいろなシミュレーションを本日の方

針に基づきまして作成させていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。場所については今日と同じこ

の場所でございます。 

議長（榎本会長） 他には。 

池井委員  次回の資料はもう尐し詳しいものが出てくるのだろうと

思ったのですが、できたら、よく標準世帯などというのがあり

ますよね、そういうので、先ほどの滞納の時ではないですけれ

ども、年収、所得、各種控除は引いたとして、限度額がありま



すからこれ以上はないでしょうけれども、最低も分かりますよ

ね、その間というのがどうなるのかというのが皆さんご覧にな

りたいのだと思うのです。そういうところをグラフにして各旧

市町の形で書いていただくとより分かるのかなと思ったので

お願いしたいと思います。 

事務局  できる限り、ご期待に添えるような資料を作れればと思って

います。 

井上委員  今度の７月７日についてですが、今のこともさることながら

もう一つお願いしたいのは、国民健康保険課の皆さんが一生懸

命やられている内容が出るような資料を作っていただきたい

のです。例えば、課の皆さんがこういう努力をしたのだよと、

収納率がこういう努力をしたので来年度の数字がこうなった

というような、健康増進についてはこういう形でこういう予算

をやるのだというようなもの。せっかくここまでやっていただ

いているのに、一生懸命努力されているものが、私には見えて

こないのです。それを見えるような形で書いていただくと非常

にうれしいのですが、よろしくお願いいたします。 

事務局  ご期待に添えるかどうかは今、申し上げられませんが、そう

いうつもりで作らせていただきたいと思います。 

議長（榎本会長）  それではこれで本日の協議事項はすべて終了いたしました

ので議長の任を解かせていただきます。皆さま、どうもありが

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いただきたいと思います。 

吉水副会長  本日は大変お忙しい中、ご出席いただきまして、また貴重な

ご意見をいただきまして本当にありがとうございます。今後、

大きな制度の改正や国民健康保険税の税率改正などの課題も

たくさんございます。それに向けて一生懸命努力してまいりま

すので、皆様方のご意見、ご協力をお願いしたいと思います。

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。以上をもちまして閉会とさせてい

ただきたいと思います。 
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