
様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 第１回久喜市国民健康保険運営協議会会議 

開催年月日 平成２７年８月１８日 火曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時１７分まで 

開催場所 久喜市役所 大会議室 

議長氏名 善林六朗 

出席委員(者)氏名 

岩上君子、久芳しげ子、竹内進次、野尻敏彦、松本都久恵、

吉野輝雄、依田勝、儘田省吾、鈴木守男、善林六朗、 

野矢良子、山本展広、横山春夫、小林 功 

欠席委員(者)氏名 小島雅浩、根本昌子、江森久子、長谷川和子 

説明者の職氏名 小林国民健康保険課長、吉澤課長補佐、鈴木係長、安藤係長 

事務局職員職氏名 
立川健康増進部長、小林国民健康保険課長、吉澤課長補佐、

鈴木係長、飯塚係長、安藤係長 

会議次第 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

  会長あいさつ 

３ 諮問 

４ 議 題 

（１） 諮問事項 

・平成２７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 

（２）報告事項 

・平成２６年度久喜市国民健康保険特別会計決算について 

５ その他  

協議事項 

・久喜市国民健康保険特別会計の現状と今後の見込みにつ

いて 

６ 副会長あいさつ 

７ 閉 会 



配布資料 

（１） 次第 

（２） 平成２７年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)(案)の概要 

（３） 平成２７年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)(案)の概要説明 

（４） 平成２６年度久喜市国民健康保険特別会計決算書 

（５） 平成２６年度久喜市国民健康保険特別会計決算書の

概要説明 

（６）久喜市国民健康保険特別会計の現状と今後の見込みに

ついて 

会議の公開又は非公開 公開  

傍聴人数 なし 

 

  



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２７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１４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条第１ 

項の規定により、委員の出席数が過半数に達しておりますの 

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２時４５分を予定しております。 

 次に傍聴者についてでございますが、傍聴を希望する方はい

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

てまいります。 

それでは、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、善林会長よりごあいさつをお願いいたします。 

善林会長 （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  （諮問書を読み上げ、善林会長に手渡し） 

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。 

 （市長退席） 

それでは、４月の人事異動により事務局に異動がございまし

た。本年度１回目の会議ということもございますので、ここで

あらためて事務局職員の紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

（事務局職員自己紹介） 

続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料の確認） 

議長（善林会長） それでは続いて議事に入ります。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、松本委員、吉野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（１）諮問事項「平成２７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。事務局に説明を求めます。 

事務局 （資料に基づき説明） 

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、ご質問ございましたら挙手をお願いします。 

  

議長（善林会長） ご質問がなければ、「平成２７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」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。本件につき

まして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（善林会長） 賛成全員でございますので、（１）諮問事項の「平成２７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」

は原案のとおり決定いたしました。 

続きまして、（２）報告事項の「平成２６年度久喜市国民健康

保険特別会計決算について」を、議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

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。 

議長（善林会長）  保健事業の取り組みの中で、特定健診の受診率は最終的に平

成２６年度は何％ぐらいになりますか。 

事務局  決算時点の受診率で申しあげます。平成２３年度が受診率 

２７．９％、平成２４年度が３５．４％、一気に増えたのです

が、特定健診を無料化した年度でございまして、受診率が上がっ

ております。平成２５年度は３６．８％でございます。平成２

６年度が３８．７％で、急ではないですが、右肩上がりで増え

ている状況です。 

山本委員  私も保健事業に関わっている者なのですが、健診に関してお

尋ねします。右肩上がりとお話があって、一気にはというのが

実際なんですが、特定健診をここ５年間全く受けたことがない

方は、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。 



 おそらく健診にあまり興味がない方ではないかなと思います

が。 

事務局 今、細かい数字は持ち合わせていないのですが、平成２０年

度以来、特定健診を経年で受けている方、毎年受けている方と

いうのは、データがそろってきて、ある程度わかってきました。

経年未受診者につきましては、平成２５年度からの特定健診の

実施計画を定めたときに把握した数字ですと、平成２０年度か

ら平成２２年度の３年間の連続未受診者数は、対象者のうち約

半数です。約半数の方が３年間１度も受けていないという状況

であることは、把握しております。ですから、５年連続となれ

ば、さらに尐なくなってくると思われます。 

事務局  確かに委員さんがおっしゃるように、未受診者対策というの

は、どこの保険者でも課題になっております。本市も右肩上が

りとはいえ、平成２９年度までに６０％までもっていきなさい

という国の参酌標準は、平成２６年度も４０％を超えるかとい

うところまではいっていますが、そこまでいかない、と。そう

いう中で、未受診者の方に対して、もう一度通知して受診して

くださいとか、アンケートを実施したこともございましたが、

実際にはどこの保険者も頭を痛めるところだと思います。そう

いう中で地道にやっていくしかないのかなという状況です。 

山本委員 無料化というのが一つのきっかけで増えたなというところ

で、確かにお金というのが一つのキーワードだったのかなと思

いますけど、次のキーワードって何を考えられるのかなと。今、

地道なという話がありまして、わかりますけれど、ただ目標っ

て結構近いところに存在して、２年後、３年後なものですから、

そうすると地道なというので、実際に大丈夫なのかなと。久喜

市さんは、県内で比べるとほかの市より高いというように認識

しているので、特にそうではないのですけれども、実際にどう

いうところを次にターゲットにされるのかなと興味があったも

のですから。 

予算のほうも、だいたい１割増しぐらい毎年増えるという歳

出見込みをされているので、そこは特別にこれに使用するとい

うことを考えているのではなくて、受診率が上がるので、歳出

も伸びるというものになっているのでしょうか。 

事務局  はい。受診者数の増加を見込んでますので、それに応じて歳

出の委託料などの支払分が増えるという見込にさせていただい

ています。 

久芳委員  歳入のところで国民健康保険税の中に滞納繰越分というのが



あります。その滞納繰越分は、毎年中身は動いているのですか。

それとも、ある時期のものが、そのままずっと変わっていない

のか。ちゃんと入っているものがあって、また滞納が出てくる

のか。 

事務局 滞納繰越分というのは、たとえば平成２６年度ですと、平成

２６年度の現年分といいまして、その年度の分を課税させてい

ただきます。その課税で入らなかったものが、翌年度の滞納繰

越分ということで、平成２７年度も当然平成２７年度の賦課分

というのもありますので、平成２６年度に入らなかった分が平

成２７年度、平成２５年度・２４年度と入らなかった分が滞納

繰越分というかたちになります。久喜市の課でいいますと、収

納課という収納する、課税の滞納整理等を行うセクションがあ

るのですが、そちらのほうで、いわゆる督促等をさせていただ

いて、入ったものについては、当然入ったものとして処理して、

入らなかったものについては、また次の年度の滞納繰越分に

いってしまうというようなかたちになっております。 

なお、現年の収納率というのが約９０％で推移していまして、

残った１０％が滞納繰越分にいくのですが、中には滞納繰越の

まま時効を迎えてしまうですとか、逆に差し押さえを受けて取

れるものがあったりとかということで、中身は動いているとい

う状況でございます。 

久芳委員 今度は歳出のほうなのですが、基金積立金が平成２８年度か

ら、がくっと数字が小さくなっているのは、合計を合わせたい

からそうしているということではないのですか。 

事務局 平成２８年度以降につきましては、基金に積み立てができる

状況かわからないので、２５万円と書いてあるところは、今貯

まっている基金の利子の分だけを計上させていただいておりま

して、状況次第で積めるような金額があれば、ここに入ってく

るようなかたちになります。 

議長（善林会長） 特定保健指導の関係なのですが、特定健診で問題をチェック

された被保険者が、特定保健指導を受けるということになると

思いますが、その実施した効果というのは、まとまったものは

ありますか。 

事務局 効果についてですけれども、まず一つは対象者に対してどれ

だけ利用があったかといった数字的な成果でありますが、現状、

特定健康診査の受診率は右肩上がりで伸びておりますけれど

も、保健指導については、思ったより率は伸びておりません。

平成２５年度の状況で申しあげますと、１８．５％、対象者が



１，３７０人に対して２５３人に指導を行いました。平成２６

年度は、対象者が１，３５４人に対して１９３人に指導を行い、

１４．３％ということで、率は伸びていない現状でございます。

特定保健指導につきましては、衛生部門に執行委任という形で

保健センターが実施しているのですが、毎年同じような方が特

定保健指導の対象にあがってしまうということで、一度受けた

方がまた対象になってしまうことが多く、伸び悩んでいると

伺っております。 

次に実施した効果ですが、先ほど触れました特定健康診査実

施計画の中の特定保健指導の効果というところで、ある年に特

定保健指導を行って、その方たちが次の年に特定健康診査の数

値がどうなったのかということを報告しております。その中で

特定保健指導を行った群と行わなかった群と比較しますと、特

に腹囲、ＢＭＩ、血糖値につきましては、翌年度下がったとい

うことでございます。受ければ確かに効果はあると認識してお

ります。 

議長（善林会長） 安倍政権になってから、若干、日本の経済状況は尐し良くなっ

てきている気配ですけれども、そういう状況から国民健康保険

の被保険者から被用者保険の被保険者に変わるといいますか、

そういう動きというのはあるのでしょうか。把握されています

か。 

事務局 現状で申しあげますと、国民健康保険の被保険者は減尐して

きております。その中の原因は大きく二つだと考えております。

一つは、後期高齢者医療に７５歳に到達されて国民健康保険を

抜けられる方、もう一つは、会長がおっしゃられたように社会

保険に加入されて抜けていく方がいらっしゃいます。また、経

済が循環してきたところで、本来は離職する可能性があった方

が離職しないで、そのまま社会保険に残る方というのもいらっ

しゃいますので、一概には言えないのですが、社会保険にいる

方、残る方がいることで、国民健康保険の被保険者が減ってい

るということは言えると考えております。 

議長（善林会長） そうした動きが、これまで説明もありましたが、実際の予算

上のいろいろな動きに関係しているとみてよろしいですか。 

事務局 被保険者数の減尐によりまして、国民健康保険税も年々減尐

していくという見込みで、今は考えております。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。 

ご質問がなければ、「平成２６年度久喜市国民健康保険特別会

計決算について」は以上といたします。 



続きまして、（３）その他について、事務局から何かあります

か。 

事務局 （「久喜市国民健康保険特別会計の現状と今後の見込みについ

て」資料に基づき説明） 

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「久喜市国民

健康保険特別会計の現状と今後の見込みについて」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。 

松本委員 歳入で、国民健康保険税の推移を見ますと、年度をおうごと

に尐なくなっているのですけれども、歳出の保険給付費につい

ては、年々多くなっています。どうして、保険給付費がこんな

に上がるのかと思いましたので、お聞きします。 

事務局 保険給付費につきましては、だんだん増加ということで見込

んでいます。さきほど申しあげたのですが、被保険者数はだん

だん減ってきてはいますけれども、いわゆる一人当たり医療費

と言いまして、人一人にかかる医療費の方は、かなり上がって

きております。たとえば、医療の高度化ですとか、高齢化によっ

て、病院にいく頻度が上がっているというような状況がありま

して、一人当たりの給付については、年々上がっているという

ような状況でありまして、保険税は頭打ちなのですが、給付は

伸びているという状況です。また、給付が伸びますと、その分、

国･県の支出金も増えてきますので、いわゆる給付が伸びて、国･

県から入ってくるお金も伸びるようなイメージでございます。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。 

ご質問がなければ、「久喜市国民健康保険特別会計の現状と今

後の見込みについて」の質疑は以上といたします。 

それでは、本件につきまして承認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） 全員賛成でございますので、その他、「久喜市国民健康保険特

別会計の現状と今後の見込みについて」は原案のとおり承認と

決定いたしました。 

それでは、ここで尐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。 

暫時休憩いたします。 

 （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） 

 平成２７年８月１８日付、久国第４５２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２７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 

原案のとおりとする。 

よろしいでしょうか。 

 

 （答申書部長へ） 

議長（善林会長） それでは、事務局からほかに連絡事項等ありますか。 

事務局 はい。次回の当協議会の開催予定でございますが、諮問事項

にもよりますが、２月定例議会前の１月にに開催予定でござい

ます。開催にあたりましては、およそ１か月前にご案内し、１

週間前までに資料を送付させていただきますので、よろしくお

願いいたします。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すべて終了いたしました。 

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野矢

副会長よりごあいさついただきたいと思います。 

 （副会長あいさつ） 

事務局  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、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２７年８月３０日 

               松本 都久恵 

               吉野 輝雄 

 


