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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２８年８月２４日 水曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後３時００分まで 

開催場所 久喜市役所 大会議室 

議長氏名 
田中暄二（臨時議長） 

善林六朗 

出席委員(者)氏名 

岡田和子、木伏幸江、久芳しげ子、篠原真由美、野尻敏彦、

山中佳代、吉田信一、依田勝、根本昌子、足立節子、 

江森久子、鈴木守男、善林六朗、松本都久惠、山本展広、 

横山春夫、小林 功 

欠席委員(者)氏名 儘田省吾 

説明者の職氏名 

小林雄二健康増進部副部長兼国民健康保険課長、鈴木洋寿課

長補佐兼国保管理係長、飯塚秀治給付係長、安藤孝浩保険税

係長 

事務局職員職氏名 

立川里子健康増進部長、小林雄二健康増進部副部長兼国民健

康保険課長、鈴木課長補佐兼国保管理係長、飯塚秀治給付係

長、安藤孝浩保険税係長 

会議次第 

Ⅰ 委嘱式 

１ 委嘱書の交付 

２ 市長あいさつ 

３ 委員自己紹介 

Ⅱ 運営協議会 

１ 久喜市国民健康保険運営協議会会長及び副会長の選出

について 

２ 会長あいさつ 

３ 副会長あいさつ 

４ 諮問 

５ 内容 

（１）諮問事項 
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・平成２８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２７年度久喜市国民健康保険特別会計決算につ

いて 

（３）協議事項 

 ・久喜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘル

ス計画）について 

（４）その他 

６ 閉 会 

配布資料 

（１） 久喜市国民健康保険運営協議会委員名簿 

（２） 久喜市国民健康保険の概要 

（３） 久喜市国民健康保険条例及び規則 

（４） 平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計予算書 

（抜粋） 

（５） 平成２８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 

（６） 平成２８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 

（７） 平成２７年度久喜市国民健康保険特別会計決算書 

（抜粋） 

（８） 平成２７年度久喜市国民健康保険特別会計決算書の

概要説明 

（９） 久喜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス

計画）（案） 

（１０）久喜市保健事業実施計画（データヘルス計画）策定

スケジュール 

（１１）データヘルス計画策定に係る各保険者の状況 

   （平成２８年５月２４日） 

会議の公開又は非公開 公開  

傍聴人数 １名 
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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  それでは、久喜市国民健康保険運営協議会委員委嘱書交付式

を開会いたします。 

委嘱書の交付は、田中市長が皆様の席へお伺いいたします。

１号委員さんから順次交付させていただきます。誠に恐縮でご

ざいますが、お名前をお呼びいたしますので、その場にてご起

立いただきまして、受領していただきますようお願いいたしま

す。 

田中市長 （席を回り、一人ずつ委嘱書を交付） 

事務局 ありがとうございました。それでは、田中市長からごあいさ

つ申し上げます。 

田中市長 （あいさつ） 

事務局 続きまして、委員の皆様の自己紹介をお願いいたしたいと思

います。岡田委員さんより順次お願いいたします。 

 （１号委員から順次自己紹介） 

事務局 続きまして、事務局を紹介させていただきます。 

 （職員自己紹介） 

事務局 皆様、今後とも、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、委嘱式を終了させていただきます。 

 なお、引き続き、この場所で運営協議会を開催させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。  

  

事務局 引き続き、平成２８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１７人、欠席者１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、今回、傍聴者がいらっしゃいますので、傍聴要領に基

づきまして、傍聴者の入室を認めたいと存じますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 では、議事に移る前に、資料の確認をしたいと存じます。 
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 （配布資料確認） 

事務局 それでは早速、議事に入ります。 

現在、議長となる会長が選任されておりませんので、会長が 

選任されるまでの間、市長に臨時議長をお願いしまして、進め

ていきたいと存じます。 

 よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

事務局  ありがとうございます。 

それでは、田中市長、臨時議長をお願いいたします。 

臨時議長 

（田中市長） 

 それでは、会長が選任されるまでの間、しばらくの間、臨時

議長を務めさせていただきます。 

議事に先立ちまして、議事録署名委員の指名をさせていただ

きます。１号委員さんから順番にお願いしたいと思いますけど

も、岡田委員さん、木伏委員さんにお願いしたいと存じます。

よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。次第１「久喜市国民健康保険運

営協議会会長及び副会長の選出について」でございます。 

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。     

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。 

本日、委員として参加をされている皆さま方は、４つの区分

で分かれております。１号委員として、被保険者代表の方、２

号委員としましては、医師、歯科医師、薬剤師の代表の方、３

号委員におかれましては、公益代表の方、４号委員は被用者保

険代表の方々と、この４つの区分で構成されております。 

したがいまして、選出にあたっては規則第２項の関係から、

まずは、公益代表である３号委員さんのなかから協議をしてい

ただき、その後、全委員さんのご意見を伺うということで進め

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） 

臨時議長 

（田中市長） 

それでは、異議なしとのことでありましたので、会長、副会

長の選任につきましては、３号委員の足立委員さん、江森委員

さん、鈴木委員さん、善林委員さん、松本委員さんの５人でま

ずはご協議いただくことになります。別室をご用意してありま
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す。ご案内申し上げますので、そちらでご協議をお願いしたい

と思います。 

 それでは、この間休憩をいたします。他の委員様におかれま

しては、しばらくお待ちいただければ、と思います。 

 （３号委員による協議） 

 （３号委員から協議が整った旨の報告あり） 

臨時議長 

（田中市長） 

それでは、３号委員さんの協議が整ったようでございますの

で、再開をいたします。 

では、５人で協議をいただきました結果につきまして、鈴木

委員さんでよろしいでしょうか、発表していただきたいと思い

ます。 

鈴木委員 先ほど５人で話をした結果、会長には、引き続き善林六朗さ

んを、また、副会長には、松本都久惠さんをお願いしたいと協

議がまとまりましたので、ご報告申し上げます。 

臨時議長 

（田中市長） 

ただいま、鈴木委員さんから協議の結果、会長には善林六朗

様、副会長には松本都久惠様をお願いしたいというご報告がご

ざいました。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 （拍手あり） 

臨時議長 

（田中市長） 

お二人もよろしいでしょうか。 

それでは、国民健康保険運営協議会会長には善林六朗様、副

会長には松本都久惠様に決定とさせていただきます。ありがと

うございました。 

それでは、私はここで、臨時議長の任を解かせていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

事務局 会長、副会長におかれましては、それぞれの席に移動をお願

いしたいと思います。 

 （席を移動） 

事務局 最初に善林会長より就任のあいさつをいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

善林会長 （あいさつ） 

事務局 ありがとうございました。続きまして松本副会長より就任の

あいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

松本副会長 （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。よろしくお願いいたします。 
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田中市長 （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、ここで退席させて

いただきますことをご了承いただきたいと存じます。 

田中市長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 （市長退室） 

事務局 それでは、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、議事進行をお願いしたいと存じますが、その前に審議会

の会議の取り扱いにつきまして、皆様のご確認をいただきたい

と存じます。 

 久喜市の審議会等につきましては、久喜市審議会等の会議の

公開に関する条例の規定により、原則公開となっておりますの

で、委員の皆様のご発言も、会議録により公開されることにな

りますので、ご了承いただきたいと思います。 

なお、この会議録の作成にあたりまして、記録方式について、

いかが取り扱ったらよろしいか、お諮りしたいと思いますが、

議長のほうにお願いしたいと思います。 

議長（善林会長） 審議会の会議録については、「全文記録方式」や「ほぼ全文

記録方式」があります。今まで、この協議会では、事務局の資

料の読み上げやあいさつを省略した「ほぼ全文記録方式」とい

う方法をとらせていただいていました。特にご意見がなけれ

ば、今後も「ほぼ全文記録方式」ということで進めていきたい

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（善林会長） それでは、今後も「ほぼ全文記録方式」の記録でお願いしま

す。 

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。 

次第５の（１）諮問事項の「平成２８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。事務局に説明をお願いいたします。 

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、ご質問ございましたら挙手をお願いします。 
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議長（善林会長） 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） 全員賛成でございますので、（１）諮問事項の「平成２８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２７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。 

山本委員  今回は、平成２８年度第１回目の運営協議会ということです

が、資料６－２に関しまして、こちらの勉強不足もあろうかと

思いますが、各項目について、いくら使った、いくら入ったか

についての、数字の羅列だけですので、質問と言われましても

質問がしにくい、というのが実際ございます。 

少なくとも過去３年分の傾向などが分かるようにしていた

だけたら、と思うところがあります。まずは、そこのところを

ご提案させていただきたいと思います。 

また、歳入につきまして、国保税が一番肝心な部分だと認識

しております。先ほど全体の収納率が72.1%であったとの説明

がありましたが、これが、高いのか、低いのかが分かりません。

収納率について、県内全域と比べて、若しくは過去何年間と比

べてどうなのか、教えていただきたい。 

また最後に、不納欠損で特徴的なものがありましたら、教え

ていただければ、と思います。 

事務局  はじめに、保険税の収納率についてでございますが、72.1％

という数字は、現年課税分と、滞納繰越分併せての数字でござ

います。現年課税分とは平成27年度に賦課し、27年度中に収納

した分ですが、こちらの収納率が91.19%でして、県内順位では、

40市中25位でございます。また、滞納繰越分とは、平成27年度

以前に収納しきれず、滞納になったままになってしまっている
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ものでございますが、こちらの収納率が20.92％、県内40市中

13位でございます。これらを併せた全体の収納率が72.07％、

県内40市中14位でございます。 

 また、不納欠損の主な理由でございますが、多くは時効によ

るものでございます。保険税の時効は5年となっておりまして、

その期間で収納できなかった分でございます。 

山本委員  5年で収納できなかった方は、別のかたちで徴収をしている

のだと思いますが、特徴的、例えば100万、1,000万円を超える

高額の不納欠損は行っていないのでしょうか。 

事務局 久喜市の体制といたしまして、保険税の賦課については国民

健康保険課で行っており、収納につきましては市民税など他の

税目と併せて、収納課で行っておりますが、やはり、5年時効

によるものが多くなっております。 

ただ、収納課のほうでもかなり、徴収努力をいたしておりま

して、滞納者でも給与収入がある方や、不動産などの財産があ

る方につきましては、差し押さえ等の強制執行も、かなり進め

ている現状でございます。 

山本委員  県内順位も上位の方にいらっしゃるということで、まずは、

安心いたしました。ありがとうございました。 

議長（善林会長） 最初にご指摘された、資料に関するご提案については、今後

の課題というかたちで、事務局に受け止めてもらうということ

でよろしいでしょうか。 

山本委員 はい。 

事務局 資料につきましては、ご提案を踏まえまして、もう少し分か

りやすい内容にさせていただきたいと思います。 

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、（２）報

告事項の「平成２７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）協議事項「久喜市国民健康保険保健事業

実施計画（データヘルス計画）について」を、議題といたしま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

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。 
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横山委員 先ほどの説明のなかで、事業のサイクルにつきまして3年周

期で見直すとのことでしたが、このスパンは長いのでしょう

か、それとも短いのでしょうか。と、いいますのも、当健保組

合では、27年度からデータヘルスを実施していて、30年度から

実際のデータヘルス計画が始まる、そう指導されているのです

が、そこでは、毎年度、毎年度3月末で事業を見直し、次年度

に繋げる、そういうスパンで行っているものですから。国保の

場合は、それを、3年単位で行う、ということでしょうか。 

事務局 全体の計画としましては7年間ですが、そのなかで、実施す

る個々の事業につきましては、3年を一周期としてまわしてい

く、というイメージです。うまく表現できないのですが、例え

ば、ある事業について、1年目に対象者の選定、抽出、2年目に

事業を実施し、3年目に評価するかたちを、まずは考えており

ます。対象者には評価した結果を受けて、通知等により、また

必要なフォローをしていく、といった。 

横山委員 そうして、積み上げていかなくても、今までレセプトや、健

診結果の蓄積があって、何が悪いか、というのは分かっている

と思います。逆にいえば、例えば糖尿病重症化予防など判明し

ている課題に特化して取り組めばよいのではないでしょうか。

全体的に全てやろうとすると、人、もの、時間など大変じゃな

いかと思うのですが。 

事務局  説明のなかで、久喜市の傾向、課題をみつけて事業選択する、

と申し上げたのですが、委員ご指摘のとおり、実際には重点を

置く事業は決まっておりまして、糖尿病、それも透析移行前の

かなり進んだ段階までを対象とした重症化予防事業は必須と

考えております。埼玉県でも推進している事業ということもあ

りますが、事業ありきで、計画をそれに併せていく、といった

側面も確かにございます。 

 いずれにしましても、もうすこし、内部、あるいは周りの意

見等も取り入れながら、勉強しながら、保険者としても負担の

かからない計画を、皆さまにお示しできるよう研究していきた

いと存じますので、よろしくお願いいたします。 

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、（３）協議事項「久喜市国民健康保険保

健事業実施計画（データヘルス計画）について」の質疑は以上

といたします。 
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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、（３）協議事項「久喜市国民健

康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）について」は原

案のとおり承認と決定いたしました。 

続きまして、（３）その他につきまして事務局からなにかご

ざいますか。 

事務局  特にございません。 

議長（善林会長） 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ので、 

暫時休憩とします。 

事務局 （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８月２４日付、久国第６２０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２８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。 

 （答申書、健康増進部長へ） 

議長（善林会長） ありがとうございました。それでは、事務局から連絡事項等

ありますか。 

事務局 はい。まず、委員の皆様は、市が作成する公職者名簿に登載

されます。名簿には公職名、氏名、任期が登載され、公文書館

において、閲覧に供されますので、ご了承いただきたいと思い

ます。次に、当協議会の今後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、
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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松本

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

しいなか、ありがとうございました。 
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