
様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 第２回久喜市国民健康保険運営協議会会議 

開催年月日 平成２８年１月２８日 木曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時２６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、根本昌子、善林六朗、 

山本展広、横山春夫、小林 功 

欠席委員(者)氏名 小島雅浩、江森久子、鈴木守男、長谷川和子、野矢良子 

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、飯塚係長、

安藤係長 

事務局職員職氏名 
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 副市長あいさつ 

  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

２号）（案）について 

（２）報告事項 

・平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）に

ついて 

５ その他  

６ 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２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２号)(案)の概要説明 

（４） 平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）

の概要 

（５） 平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）

の概要説明 

 

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２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１３人、欠席者５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。 

はじめに市長あいさつでございますが、田中市長が所用によ

り欠席のため、飛高副市長よりごあいさつ申し上げます。 

副市長 （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、飛高副市長から当協議会に諮問をさせていただ

きます。 

副市長  （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。 

飛高副市長においては、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。 

 （副市長退席） 

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、依田委員、儘田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２７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） 私から質問します。歳入のところで、１款の保険税の関係で

すけれど、減額補正されている、この背景というか理由がどの

ようなところにあるのか、説明していただけたらと思います。 

事務局 今回、補正予算で保険税が減額になった理由ですが、大きく

分けて２点ございます。１点目は、平成２７年度から保険税の

軽減といって低所得者向けの軽減が拡充ということで、より低

所得者向けの軽減制度が拡充されたことによりまして、保険税

が下がったこと、もう１点は、被保険者数が伸びていなくて、

逆に減少しておりまして、減少幅が思ったよりも大きかったと

いうことでございまして、保険税の収入が下がったということ

で減額補正をさせていただきました。 

議長（善林会長） 国保から被用者保険のほうに、景気回復等かそのような背景

があるかと思いますが、保険が移られた方もかなりいるのでは

ないか。そういう要因もあると考えてよろしいですか。 

事務局 はい。そうです。 

議長（善林会長） ほかにご質問等ございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

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２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（善林会長） ありがとうございました。全員賛成でございますので、諮問

事項（１）の「平成２７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２８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。 

竹内委員  国民健康保険税について伺います。国民健康保険税について

は、平成２７年度が３７億５，８００万円に対して、平成２８

年度が３４億２，７００万円で、約３億３，０００万円減になっ

ておりますが、この理由を教えてください。もう１点、国民健

康保険税の収納率もあわせてお願いします。 

事務局  国民健康保険税が大きく減額になった理由ですが、先ほどと

同様で、先ほどは平成２７年度の当初予算と補正予算で比べた

ときに差があったので、減額ということですが、平成２７年度

の当初と平成２８年度の当初で比べたときの差でありまして、

被保険者数の減が一番の要因です。先ほど会長もおっしゃられ

ていましたが、社会保険に移られた方、それからおそらく経済

循環の関係もあるかと思いますが、社会保険に入られる方が多

くなったのと、抜けなくなった方もいたのかと思われます。も

う１つが、後期高齢者に移行される方、これも７５歳になられ

る方が多くなったもので、国民健康保険の被保険者数として

は、減少となったということです。 

 それから、収納率ですけれども、概ね現年で９０％という数

字です。 

久芳委員  歳出の保険給付費のところに、医療費に係る保険者負担金と

療養費に係る保険者負担金とありますが、具体的に何が療養費

にあたるのか。医療費と療養費とわかれているところを教えて

ください。 

事務局 まず、療養給付費ですが、こちらは保険証を医療機関に提示

して、自己負担を３割とか２割を負担していただくと、診療を

受けられると思うのですが、それが療養給付費というものにな

ります。療養費と呼ばれているものは、一度お金を全額お支払

して、自己負担分を除いた残りを抜いた分をお支払いするもの

です。窓口で診療などが受けられるか、お金で戻るかの違いに

なります。 

久芳委員  最終的に中身は同じですね。 



事務局  そうです。７割とか保険者が負担する分がそのかたちになり

ます。ただ、療養費の中には主にマッサージのお金とか整骨院

のお金とか、そういったものが多いかたちになります。ほとん

どのものが診療を受ける形といいますか、そういった処置を受

けるかたちになりますので、ほとんどが療養給付費になりま

す。かたちとしては、よく現物給付と呼ばれているものが療養

給付費で、現金給付と呼ばれているものが、療養費になります。 

松本委員 保健事業費ですが、特定健康診査事業として、かなり皆さん

に健康診断が普及しているようだと思います。平成２８年度の

予算も増額されていますが、どのくらいの方が受診されている

か、当初のころよりもだいぶ増えてきているように感じます

が、どうでしょう。 

事務局  特定健康診査等事業費ですが、予算上は昨年度から４％増に

なっています。内訳ですが、７５歳未満の方の特定健康診査と

７５歳以上の方の後期高齢者の健康診査が含まれています。国

民健康保険については、１５，０００人の方に受診していただ

く予算になっています。対象者が３０，０００人ほどいますの

で、半分の方に受けていただくような算段です。国民健康保険

の見込みは、平成２７年度と変わっておりません。後期の健康

診査の分が増えたかたちになっていて、昨年度７，０００人で

見込んでいましたが、後期の被保険者数が増加しているもので

すから１，０００人ほど増やしまして、８，０００人の方に受

診していただける予算になっています。 

野尻委員  保健事業費の特定健康診査等事業費に関係すると思います

が、マスコミ等で健康診断の際、胃カメラをしていく自治体が

多くなるというようなことが書かれているのを拝見しました。

久喜市としては、そのような計画をお持ちでしょうか。わかれ

ばお願いします。 

事務局 胃カメラのお話ですが、特定健康診査ではなく、保健セン

ターでやっている胃がん健診というのがあります。今バリウム

でやっていますが、胃カメラの導入についての提言が示された

というのは聞いています。保健センターで実施している事業な

ので、国民健康保険課ではなんとも言えませんが、そういった

こともふまえて、特定健診も含めてですが、健診のあり方につ

いては常に検討していきます。 



議長（善林会長） 保健事業費の中の疾病予防費が増額されていますね。その説

明をしていただけるとありがたいのですが。 

事務局 保健事業費の中の疾病予防費ですが、人間ドックの分です。

人間ドックの助成金というのがあるのですが、今、久喜の国民

健康保険、あるいは７５歳以上の方は、主に市外で人間ドック

または脳ドックを受けた方に対して、最大で２３，０００円の

助成をしています。これを平成２８年度から２３，０００円か

ら２８，０００円にさせていただく予定でして、それを反映し

た数字になっています。 

根本委員 保健事業で先ほど特定健診のことが出ました。７５歳以上も

あると聞きましたが、項目とか内容は違うのですか。 

事務局 ７５歳以上の健康診査ですが、腹囲測定がないだけで、あと

は７５歳未満の特定健康診査と同じです。もう１つ、つけ加え

ますと、７５歳未満の方ですと、腹囲を測りまして、血液検査

の数値が悪かった方に対して、特定保健指導というのがついて

くるのですが、７５歳以上の方ですと、受けた後の保健指導が

ないという違いもあります。 

山本委員 埼玉県で糖尿病の重症化予防に関して、一緒に取り組んでい

るという話を聞かせていただいているのですが、今回の予算の

中には特にそれは盛り込まれないで、別予算ということをお考

えなのでしょうか。 

事務局 はい。そのとおりです。埼玉県で糖尿病重症化予防という共

同事業形式で始まっている事業がありまして、久喜市は独自で

それをやっているというかたちになっていまして、そのための

予算はこの中には入っていません。独自でやっている部分の予

算ですが、保健事業費の特定健康診査等事業費の中に入ってし

まっているのですが、その中に特定保健指導事業費というのが

ありまして、来年度については２００万円ということで見積も

りさせていただいています。 

山本委員 ２００万円ということですか。 

事務局 はい。２００万円です。 

山本委員 ほかの市町村で非常に多くの金額を使われていると、お聞き

したものですから。久喜市では独自で２００万円を計上される

ということですか。 

事務局 はい。そうです。 

 



議長（善林会長） 歳出で後期高齢者支援金とか介護納付金が前年度に比べる

と減額されているという、その背景は一般的にどんなことにあ

るのでしょうか。 

事務局 後期高齢者支援金も介護納付金もですが、全体の被保険者数

が減少していますので、後期高齢者支援金を支払う対象の方と

介護納付金を支払う対象の方が減少している関係がありまし

て、年々下がってきているのが見えていますので、それを反映

したかたちになっています。 

事務局 被保険者の減の状況ということで、皆さんにお知らせしてお

きますと、平成２６年と平成２７年の１２月末現在で比べまし

たところ、世帯数で３５０世帯の減、被保険者数で１，２３７

人ということで、１，０００人以上減っています。さきほど言っ

たように、社会保険の方に５００人を超える規模のところは、

短時間の方はそちらの保険に入ってくださいよとか、景気がよ

くなったんだとか、そういう事情もあるでしょうけれども、そ

ういう状況で１，２００人近く減っている状況があります。そ

ういう中で、人数的に減ったということで、さきほどの金額が

減ってきているという状況があります。 

久芳委員 今の意見に付随してなんですが、後期高齢者で社会保険に入

るというのは非常に難しいと思うので、もしかしたら生活保障

を受けなければ生活できない人が、久喜も増えているんじゃな

いかなって。そちらのほうに流れた場合は、国保からはずれる

んですか。はずれないんですか。 

事務局 生活保護の方は、基本的には国保から抜けていただくかたち

になっています。 

久芳委員 ですから、景気がよくなったからって喜べないですよね。そ

ちらの見えないところに入っている方がいっぱいいると思い

ます。後期高齢者で社会保険に入れてくれる会社って少ないと

思います。それって扶養になっても後期高齢者は扶養にできま

せんから。息子さんたちが働いていても後期高齢者は年齢がき

てはずれますよね。自分で保険料を払わなくてはならないの

で。そういう点で、一概に景気がよくなったからだろうだけで

は見ないほうが、今のテレビのニュースとかで結構映る方が収

入が少なくてとか、お一人住まいだと年金だけで生活できない

人がどんどん増えていますので、たぶんそのへんの数字も加味

されているんじゃないかと思ったんですけど。 



事務局 格差社会で格差が広がっている、そういう状況があります。

ただ、７５歳以上の方は埼玉県の後期高齢者医療制度という別

の保険に入るというかたちになっていますので、この数字は国

保の加入者だけの数字ということでご理解いただければとい

うことで、よろしくお願いします。 

事務局 久喜市では生活保護の方が年々増えていますので、委員さん

からご意見ありましたように、生活保護に移られた方が増えた

ということも考えられるところです。 

久芳委員 若いご夫婦が多いですよね。若い方が。 

議長（善林会長） ほかにご質問等ございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、「平成２８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。本件につきまして原案

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（善林会長） ありがとうございました。全員賛成でございますので、諮問

事項（２）の「平成２８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。 

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 はい。ここで、前回８月の運営協議会から動きのありました

いわゆるマイナンバー、個人番号の案件について、資料等はあ

りませんが、口頭にて報告と説明をさせていただきます。 

 みなさまご存じかと思いますが、平成２８年１月１日からい

わゆるマイナンバー、個人番号の運用が開始されています。 

 国民健康保険の分野についても、高額療養費の支給申請を始

め、法律で定められた申請や届出については、個人番号の記載

が必要となりました。 

 この中で、久喜市で定めている条例の中に「個人番号」を加

えるということが必要な事務がありまして、それが国民健康保

険税条例第２３条に基づくいわゆる国民健康保険税の減免の

申請というものがありまして、こちらにはマイナンバーの記載

が必要であるという旨が示されていましたので、さる平成２７

年１１月議会において、議会に上程し、議決を得たところです。 

 ここまでは報告ですが、実は、この取り扱いについて、国が



制度運用開始直前の１２月中旬に運用を変更するという通知

が総務省から出まして、地方税のうち、市県民税や国民健康保

険税などについては、減免申請においては個人番号の記載を要

しないものと急遽見直しとなりました。 

 そのことから、平成２８年２月議会におきまして、今度は国

民健康保険税条例の中から個人番号を削除する議案を上程す

る予定です。 

 なお、１月１日に運用が開始されてから、２月議会の議決を

得るまでの間については、市長決裁の内規ということで、既に

個人番号の記載を要しないように周知してまして、市民のみな

さまへの影響はないというところです。 

 今、お話させていただきましたとおり、個人番号の取り扱い

については、運用面がまだまだ不安定というところもあります

が、国の動向を注視しながら、運用については気をつけていき

ます。 

 なお、先ほどの高額療養費の支給申請にあたっては個人番号

の記載が必要となりますが、通知カードを持参していないな

ど、何らかの事情で記載いただけない場合についても、申請自

体は受けています。これも厚生労働省から運用通知が出ていま

して、お客様が個人番号がわかるものを持ってきていなくても

申請を受理して職員が記載するようにということですので、そ

れについても、市民の皆様が困らないように周知を図っていき

ます。 

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。 

岩上委員 マイナンバーは一般的にどういうものが必要かとか、広報と

かで周知することはあるのでしょうか。 

事務局 はい。現在、市全体として、管財課という所管があるのです

が、管財課のほうでホームページに一覧にして掲載する予定で

す。まだ、国の運用が国保の分野だけでなく、福祉部門ですと

か、税部門ですね、運用がすでに定まっている部分と定まって

いない部分と不安定な部分がありますので、固まり次第ホーム

ページ等で周知を図りたいと考えています。 

また、窓口に通知カードを持ってきてくださいとはお伝えし

ますが、持ってこなかったとしても申請自体はお受けしますの

で、そこは私どもの運用をさせていただくということで、対応



したいと考えています。 

岩上委員 すいません、ホームページは若い方は見られると思うんです

けれど、高齢者というか、インターネットを使っていない方い

ますよね。そういう方が一番心配というか、振り込め詐欺じゃ

ないですけれど、そういうことで心配なんじゃないかなと思う

んですけれど。ホームページを見ればいいですけれど、見ない

高齢者、見られない高齢者。 

事務局 そうですね。私どもで個別に決められるわけではないんです

けれども、市全体としてはやはり市民の方に周知すべき部分か

と思いますので、もう少しどういう状況か確認させていただき

たいと思います。 

議長（善林会長） ほかにご質問ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

なければ、その他について事務局から何かありますか。 

事務局  特にありません。 

議長（善林会長） それでは、その他については以上といたします。 

それでは、ここで少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２８年１月２８日付、久国第１２２１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２

号）（案）について 

原案のとおりとする。 

（２）平成２８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。 

よろしいでしょうか。 

 （答申書 課長へ） 



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、９月定例議会前の８月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。 

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（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。本日は長時間にわたりまして、ご

協力いただきまして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、ありがと

うございました。 
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