
 

 

 

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 ただ今から、平成２５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。内容に入ります前に、出席委員につき

ましてご報告申し上げます。 

委員１７人中、出席者１３人、欠席者４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。 

また、前回に引き続きまして、会長代行として吉水副会長に、

議長をお願いいたします。 

 なお、会議の終了は２時４５分を予定しております。 

 それでは、傍聴希望者がいらっしゃらないようですので、早

速、次第に従いまして進めさせていただきます。 

最初に田中市長よりごあいさつ申し上げます。 

市長 （あいさつ） 

事務局 続きまして、吉水副会長よりごあいさつをお願いいたしま

す。 

吉水副会長 （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  （諮問書の読み上げ） 

事務局 ありがとうございました。 

田中市長においては、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。 

 

議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料の確認） 

 

久喜市国民健康保険に関する規則第４条第１項及び第３条

第４項の規定によりまして、吉水副会長に議事進行をお願いい

たします。 



 

 

議長 それでは議事に入ります。どうぞ皆様方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。 

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、儘田省吾委員、江森久子委員にお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

まず、次第４の諮問事項（１）、「平成２５年度久喜市国民健

康保険特別会計補正予算（第２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 （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、ご質問のある方は、挙手とお名前をお願いいた

します。 

善林委員 はい、善林ですが、ちょっとお尋ねしたいことがございます。

歳出の保健事業費で特定健診にしろ、後期高齢者健康診査にし

ろ、保健衛生費もがん検診も予算を減額補正する背景はどうい

うところですか。まだ年度は終わってないですよね。その点に

ついて教えてください。 

事務局 郵送料の減額ということなのですが、事業は１１月に特定健

康診査、後期高齢者健康診査ともに終了しております。郵送件

数は予算の見込みよりも若干少なめではありますが、減額の影

響としては予算を計上するときに郵送料を正規の料金で計上

させいただいておりますけれども、大量郵便を使った場合に割

引になる制度がございまして、主に割引になった分を差額とし

て減額させていただいております。がん検診につきましては、

市が実施するがん検診の事業に対しまして、そのうち国保の被

保険者に自己負担分を助成するものでございます。事業は終了

しておりませんが、がん検診を受診する被保険者が当初の見込

みを下回っており、予算額と見込み額との差額を減額させてい

ただくものでございます。 

善林委員 がん検診は２月いっぱいまででしたか。 

事務局 はい、そうです。 

善林委員 まだ継続中ですよね。受診者、申込者が少ないということで

すか。 

事務局 はい。当初の見込みよりこれぐらいは落ちるだろうというこ



 

 

とで、その分を減額させていただきました。 

善林委員 わかりました。 

議長 ほかにございますか。 

質問がなければ、「平成２５年度久喜市国民健康保険特別会

計補正予算（第２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。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 全員賛成でございますので、諮問事項の（１）「平成２５年

度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第２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（２）の「平成２６年度久喜市国民健

康保険特別会計予算（案）について」を、議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局 （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、ご質問のある方は、挙手とお名前をお願いい

たします。 

伊藤委員  はい、伊藤でございます。数字を並べられても、我々なかな

かいいのか悪いのかというのは判断できません。それよりもま

ず予算の前提になる、市の国保の実態というか、その中に含ま

れる課題とか問題点とか、あるいは来年度の予算にむけて保健

事業をどのように進めていくのかといった方針といったもの

がないと、だからほかのところよりも余分に上がるんだなとか

下がるんだなとかいうことがわかってくるんですけれど、そう

いったものを示していただかないと、なかなか数字だけを並べ

られて、いいの悪いのと言われても我々なかなか判断しにくい

というのが実態でございます。そういうことで、この予算書の

中で大きな変化がある部分、たとえば前期高齢者の交付金の収

入、あるいは県支出金の収入というのは増える形になっている

のですけれども、このへんの背景といいますか、理由をお聞き

したいというのと、支出のほうでは後期高齢者の支援金の増、

あるいは保健事業の２０％の増、といったところが、どうして

こうなるのかということを説明していただきたいと思います。 

議長 事務局お願いいたします。 



 

 

事務局  はい。まず前期高齢者交付金でございますが、ご承知のとお

り、前期高齢者交付金というのは、６５歳から７４歳の方の被

保険者数に応じて、交付されるものでございまして、国民健康

保険と被用者保険間の不均衡を調整する制度ということで、前

期高齢者の加入の多い国保については、財政調整として現役世

代の加入の多い被用者保険から支援をいただくという制度で

ございますが、平成２５年度の１１月末現在で前期高齢者がど

れぐらいいらっしゃるか参考までに申し上げますと、１万７，

２７９人でございました。前年度平成２４年１１月末現在では

１万６，２８７人でございました。このように９９２人の増と

いうことで、６５歳から７４歳の増加があるということ、もう

ひとつの要因といたしまして、１人当たりの医療費が伸びてい

ることということでございます。高齢者になりますとどうして

も医療費があがってくるということでございます。参考までに

平成２３年度の決算の１０割分で申し上げますと、１人当たり

が平成２３年度は４４万６，１４３円に対しまして、平成２４

年度の決算では４５万５，３６４円というふうに１人当たりの

医療費も増えているということでございます。このようなこと

から前期高齢者交付金が増えているということでございます。

これも国民健康保険の特徴でございます。高齢者の加入割合が

高い、そして低所得者ですとか、非正規雇用の方など、税金を

多く負担していただける方が少ないというようなことで、非常

に財政的に苦しいというような構造でございます。国保の構造

上の問題の一つと言えると思います。続きまして、歳出の後期

高齢者支援金でございますけれども、７５歳以上の後期高齢者

に対する現役世代の支援金ということでございまして、国保税

とともに後期高齢者の医療に対する支援金を含めまして、後期

支援金分等ということで徴収しているわけですが、それの支払

と同時に後期高齢者の医療費の実績に基づいて、こちらは決定

されますので、後期高齢者医療費の増加が増額の要因と考えて

いるところでございます。参考までに後期高齢者医療の平成２

４年度の１人当たりの医療費が８３万３，６７８円、平成２３

年度は８１万７，２９０円ということで、平成２４年度は２．

０１％の増加ということになっております。このように後期高

齢者の方の１人当たり医療費が増加するというようなことで、

支援金も額が増えているということが言えるかと思います。そ



 

 

れから、保健事業でございますけれども、まず特定健診のほう

で申し上げますと、特定健診の２期計画ということで保健事業

に力を入れて、いかに医療費の適正化を図っていくかというこ

との施策の１つでございまして、こちらの受診者を増やして予

防策につなげていこうという考えのものでございます。したが

いまして、こちらに力をいれていくことが国保の医療費の削減

につながっていくのだろうと考えているところでございます。

平成２５年度の予算ベースで特定健康診査の受診者でござい

ますが、１万２，５００人でございました。平成２６年度の予

算では１万５，０００人を予定しております。１万５，０００

人の中には途中加入者もいますので、途中加入者をのぞくと１

３，９００人程度になります。受診率でございますが、平成２

５年度の４０％の目標、それに対して平成２６年度の受診率の

目標を４５％とかかげてございます。後期の健康診査でござい

ますが、後期高齢者広域連合から委託されているものでござい

ますけれども、平成２５年度の予算では５，０００人の受診者

を見込んでおりましたが、平成２６年度の見込みですと７，０

００人の受診者を予定しているところでございます。こうした

予防事業に力を入れることによって、医療費の削減に力を入れ

ていきたいと考えているところでございます。以上でございま

す。 

伊藤委員  保健事業費は、さきほどの補正予算の中では、特定健診など

もなかなか目標に達しないという実態があるかと思うのです

けれども、そういった中でさらに受診者数を上げていく、受診

率を上げていくということのどういう取り組みをして改善し

ていきたいかと、何か施策はありますか。 

事務局 さきほど補正予算の中で申し上げましたのは、若干数が減っ

ているというお話をさせていただきましたけれども、それは郵

送に関するもので、対象者全員に送るものでございます。それ

につきましては、当初の見込みよりも若干人数が少なくなって

はいたのですけれども、受診者数といたしましては、平成２６

年１月１日現在で前年同時期と比較しまして、２，０００人ほ

ど受診者数は増えているところでございますので、この見込み

ですと平成２５年度の予定していた受診率は達成できるので

はないかと考えているところでございます。受診率を上げる対

策といたしまして、平成２５年度特に行ったことでございます



 

 

が、いままでどおりの受診勧奨等は当然行ってきたのですけれ

ども、それに加えまして、当初受診券を発送するときに封筒の

色を濃いあざやかな緑色にいたしまして、よく受診券がなく

なってしまったとか封筒が見つからないとかお聞きしていた

ので、目立つようにさせていただきました。また、受診勧奨と

いたしまして、ゆるキャラを使ったイベントに参加したりです

とか、おまつりの会場で勧奨の啓発品を配ったりということを

いたしました。 

議長 伊藤委員、よろしいでしょうか。 

伊藤委員 はい。 

善林委員 今年度の特定健診の受診率はまだ確定はしていないですか。 

事務局 はい、まだ確定してございません。平成２６年１月１日の支

払ベースですと受診者数が７，４５７人でございまして、受診

率が２３．０６％でございます。参考までに平成２４年度の同

時期、平成２５年１月１日では、受診者数は５，２０２人、受

診率は１６．４５％でございます。したがいまして、受診者数

ではさきほど申し上げましたが、２，２５５人の増、受診率に

つきましては６．６１ポイントの増、ということで平成２５年

度もかなり成績がよくなっているのかなというふうに思って

おります。目標が平成２５年度は４０％ですので、これに近い

数字になるように今後も努力していきたいと思っております。 

善林委員  前年度の最終受診率は３２％ぐらいじゃなかったですかね。

そうすればこのペースで行けば４０％近くなるということに

なるわけですね。 

 もう１点、歳入の諸収入で説明の最後にあった特定健康診査

等受託料で対前年度比が５４．９％というかなり大幅な増加が

ありますが、背景にどんなことがあるのか参考までに教えてく

ださい。 

事務局  諸収入の特定健康診査等受託料は、さきほどの説明の中に含

めてございますが、なにかと申しますと後期高齢者医療広域連

合からの後期高齢者医療被保険者の健康診査の委託料を受託

してございます。それが歳入で入ってきまして、歳出でもって

後期高齢者の健康診査事業を行っているということです。なぜ

このように増えたかと申しますと、歳出のほうをご覧いただく

とおわかりになると思いますが、７，６３４万６，０００円と

いうことで、前年度比４１％増でございますが、これは平成２



 

 

５年度予算ベースで５，０００人の受診を見込んでおりました

が、平成２６年度はもっとたくさん受診してもらいたいという

ことで、７，０００人の受診を見込んでいるということから、

歳入を多くいただいて支出も多くなるということでございま

す。 

善林委員 わかりました。 

松本委員 松本です。よろしくお願いします。 

ひとつは保健事業費のほうの人間ドック事業でどうしてマ

イナスの状況になるのかということがひとつと、特定健診の調

査票など私の家にもはがきとか来ていましたけれども、目立つ

色で非常に効果が上がったなと思います。お話を聞いていて。

この券で検査を受けて、一般の保険給付との関係で少しいい経

過がでるのかなと、そこらへんの様子も聞きたいなと思いま

す。２つです。よろしくお願いします。 

事務局 人間ドックのほうが平成２６年度当初予算額は、４．０％の

減ということでございますが、これにつきましては、委託医療

機関での受診が減っているということでございます。平成２５

年度の予算ベースで７３０件、平成２６年度の見込みでは６１

０件、１２０件の減を見込んでおります。契約医療機関でござ

いますが、済生会栗橋病院、北本共済病院、熊谷藤間病院と契

約しております。こちらのほうも５件ぐらい減るだろうという

ことで若干減っております。その他の場合は逆に増えるだろう

ということを考えております。その他というのは、委託医療機

関ですとか、契約医療機関以外のところで人間ドックを受診さ

れた方なのですが、人間ドックが２８０件から３１０件、約３

０件増ということで考えているところでございます。この人間

ドックにつきましては、皆さんにご報告申し上げたいのは、今

まで契約、その他医療機関につきまして、基本項目のみの場合

２万円、そして腫瘍マーカーですとか子宮がんですとかそう

いったオプションを使うと３，０００円を限度に加算しており

ましたので、オプションを使うと２万３，０００の助成でした。

平成２６年度からは一律２万３，０００円に助成すると変えて

ございます。そういったこともございますから、若干委託が

減っていること、契約がそれほど伸びていないこと、その他が

伸びているということで、あわせますと少しばかり減っている

ということでございます。また、これらにつきまして、保険給



 

 

付費でございますが、早期発見早期治療ということで、ご利用

いただければありがたいかなと思います。特定健康診査もそう

でございますが、糖尿病とか透析になるようなところまで放っ

ておくと、１月あたり１人、５・６０万円、透析患者の皆さん

の医療費がかかります。これが非常に多くなると、大変なこと

になってしまいます。したがいまして、普段からの予防といい

ますか、特定健診や人間ドックを受けられて、予防していただ

ければありがたいと思います。それが医療給付費を減らすこと

につながるんだというふうに、私どものほうでも力を入れてい

きたいと考えているところでございます。よろしくお願いしま

す。 

事務局 補足説明をさせていただきますと、人間ドックにつきまして

は、予算は若干減になっておりますけれども、平成２４年度、

平成２５年度と実際の件数は伸びております。平成２６年度に

つきましても、件数的には平成２５年度の決算見込み件数から

は増で見込んでおります。平成２５年度予算を計上するとき

に、久喜総合病院ができたことなどによって、新規に開業した

総合医療機関に対する期待などから、平成２４年度の委託医療

機関の人間ドックの件数が伸びていたということで、大幅に増

額いたしました。しかしながら、実際にはそこまで平成２５年

度は伸びそうもなく、決算見込み件数で比較しますと平成２６

年度も微増としておりますが、予算額と比較すると減になって

しまっているということでございます。 

伊藤委員  保健事業、特に特定健診の受診率をあげているということ

で、もちろんいいことだと思うんですけれども、同時にせっか

く健診をやって異常が発見されても、きちんと医療機関を受診

しないために重症化してしまうとか、高血圧の人が突然心筋梗

塞系に陥ったりというようなことがあるのですが、そういった

ことを未然に防止する意味で、健康診断の結果を分析して、こ

の人は重症化する危険があるという人たちに指導していくと

いう取り組みが必要なのではないかと思うのですけれども、そ

ういった関係の取り組みというのは、やられるお考えはありま

すでしょうか。 

事務局 特定健診を受けまして、基本的には受診された医療機関でい

ろいろご指導していただくことが基本になりますけれども、そ

れ以外になかなかメタボに引っかからない人がいらっしゃい



 

 

ます。糖が高いですとか、腎臓系が悪いとか、そういった方は

メタボにひっかからないと保健指導にいきません。そういった

方の指導をどうしていくかということで去年から重症化予防

に取り組んでございます。平成２５年度は、HbA1c、血糖値が

受診勧奨の数値の方につきまして、６０名程度を対象に１００

万円の予算措置をしましたが、平成２６年度につきましては、

対象を倍に増やしまして、１２０名を対象にいたしまして、予

算のほうも倍付けで２００万円の予算どりをしまして、保健師

による電話勧奨、あるいは訪問で、早めに医療機関の受診を促

すと、そして糖尿病等、透析等にならないように重症化予防に

取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

議長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

それでは質問がなければ、「平成２６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 全員賛成でございますので、諮問事項（２）の「平成２６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。 

それでは、以上で諮問された事項の審議が終了いたしました

ので、ここで少々休憩をいただいて、答申書を作成したいと思

います。暫時休憩いたします。 

 （答申書の作成） 

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。 

 国民健康保険事業について（答申） 

 平成２６年１月２３日付、久国第１２８１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）平成２５年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）（案）について 

原案のとおりとする。 

（２）平成２６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。 

 （答申書を部長へ） 

議長 続きまして、選任事項「久喜市国民健康保険運営協議会会長

等の選任について」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。

現在、会長が不在でございますので、本年８月１８日までの任

期ではありますが、会長の選出をお願いしたいと思います。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ので、よろしくお願いいたします。 

議長  前回は公益を代表する委員の中から推薦によって選出して

いただきましたが、選出方法については、いかがいたしましょ

うか。 

野矢委員  前回のように推薦がよろしいかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

議長 推薦という意見が出ていますが、いかがでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

議長 異議なしの声がございましたので、３号委員さんの中から推

薦ということで決めさせていただきたいと思います。それで

は、会長につきまして、どなたかご推薦いただく方はいらっ

しゃいますか。 

野矢委員 よろしいですか。今現在副会長をやっていただいております

吉水さんが、よくわかっていらっしゃるので、吉水さんに会長

はやっていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

議長 ほかにございますでしょうか。 

竹内委員 そうしますと、また副会長の選出になるので、副会長につき

ましては、私は善林さんにお願いしたいと思のですが、いかが

でしょうか。 

議長 順番でやらせていただきます。 

それでは、おはかりいたします。現在副会長の私を推薦する

ご意見がございましたが、よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

議長 異議なしの声がございましたので、会長を引き受けさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

それでは、副会長が不在となりましたので、引き続き、副会

長を選出したいと思います。特に異論が無ければ私のほうから

推薦したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

議長 それでは、さきほどもありましたように、善林委員を推薦し

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

議長 異議なしの声でございますので、善林委員さん、いかがで

しょうか。 

善林委員 わかりました。お引き受けいたします。 

議長 ありがとうございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

それでは、久喜市国民健康保険運営協議会会長等の選任につ

いては、会長に私、吉水、副会長に善林委員さんと決定いたし

ました。 

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。 

事務局の方から、その他連絡事項等がございますか。 

事務局 次回の協議会の開催は、９月議会前の８月の予定でございま

す。しかしながら、６月議会に補正予算等の議案を提出する必

要が生じましたら、速やかにご連絡させていただきますので、

よろしくお願いいたします。また、本日は、「埼玉の国保」な

ど国民健康保険に関する冊子等を参考資料としてご用意させ

ていただきましたので、お持ち帰りいただきたいと思います。

以上でございます。 

議長 副会長、あいさつをお願いいたします。 

善林委員 （あいさつ） 

議長 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、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  本日は、長時間にわたりまして、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。たいへん

お忙しい中、誠にありがとうございました。 
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