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様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 平成２８年度第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１１月１５日 火曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時４５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 

岡田和子、木伏幸江、久芳しげ子、篠原真由美、山中佳代、

吉田信一、依田勝、儘田省吾、根本昌子、足立節子、 

江森久子、善林六朗、松本都久惠、山本展広、小林 功 

欠席委員(者)氏名 野尻敏彦、鈴木守男、横山春夫 

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 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

  健康増進部長あいさつ 

３ 議事 

 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 

５ 閉 会 

配布資料 

（１） 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） 

（２） 久喜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

（案）※当日配布資料 

会議の公開又は非公開 公開  

傍聴人数 なし 
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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 ただ今から、平成２８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１５人、欠席者３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、次第に沿いまして、進め

てまいります。 

はじめに善林会長よりご挨拶をいただきたいと存じます。 

善林会長 （あいさつ） 

事務局  ありがとうございました。続きまして立川健康増進部長より

ごあいさつ申し上げます。 

立川部長 （あいさつ） 

事務局 続きまして、資料の確認をしたいと存じます。 

 まず、１点目が、「本日の次第」。２点目が、「資料 久喜市

国民健康保険保健事業実施計画（案）」でございますが、こち

ら、先日送付しました内容に修正がございましたので、本日の

会議ではこちらを使用させていただきます。よろしくお願い申

し上げます。３点目が、「当日配布資料 久喜市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例（案）」。 

以上でございます。資料はお揃いでしょうか。 

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、議事進行を善林会長にお願いいたします。 

議長（善林会長） それでは、次第３の議事に入ります。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。 
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１号委員さんから順番となっておりますので、今回は久芳委

員、篠原委員さんにお願いします。 

では、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）（案）について」を議題とします。事務

局に説明をお願いいたします。 

事務局  （※作成中資料「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）」に基づき、「第１章 保健事業実施計画

（データヘルス計画）基本的事項」から「第３章目的・目標の

設定」までを説明） 

議長（善林会長） はい、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。 

前半の現状の分析を踏まえて、特に一番、最後に説明があり

ました、３３ページ、３４ページの課題・対策の方向性、ある

いは目的・目標の設定につきましては、重要なポイントであり

ますので、ご意見を賜れば、と思いますが。 

岡田委員 はい。ただいま、いろいろ説明を伺いまして、意見と言いま

すか、感想でもよろしいでしょうか。 

議長（善林会長） はい。 

岡田委員 まず、人口の状況ですけれども、４ページの表１では、６５

歳以上の高齢化率が、平成２８年は２７．１％と、非常に高い

ので驚きました。埼玉県は、かつて全国的にも若い県だったん

ですが。今では４人に１人以上が高齢者と、数字を見て改めて

実感しました。団塊の世代の影響が大きいと思いますが、これ

も何年か経つと、後期高齢のほうに移っていくと思います。少

子化の影響もあり、どんどん上にあがっていくんですね。久喜

市だけでなく、全国的な傾向だと思います。 

また、若い人が健診を受けないとのことですが、たぶん働い

ていらっしゃるんですよね。企業でしたら社員にきちんと健診

を受けさせることができますが、国保の方ですと、自分で受け

に行かなければならない。自分で医療機関を選び、予約をとる、

そうなると面倒、というところがあるのでは。土日やっている

ところも少ないと思いますので、平日に時間がとれない方に

とっては、その辺がハードルになっている。若さでもってしま

うこともあり、健診の意識付けも薄れていく状況があると思い

ます。 
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あと、実際に受けた後で、例えば血糖値が高くても、自覚症

状がないのでそのままにしてしまう傾向もあると思います。そ

のまま進行して、気づいた時にはかなり症状が重くなってい

る。それに関して、数値が悪い方に対してどのような保健指導

をやっているのでしょうか。その時に出た結果に対して行って

いることが多いとは思いますが。 

また、心筋梗塞は死亡率が高いとのことですが、データも大

切ですが、予防に着目して、何かやってもいいのではないで

しょうか。他では、みそ汁の塩分に着目して、あるいは運動な

んかでも地域ぐるみで取り組んでいるところもあります。デー

タだけでなく、あるいは国保だけでなく、市、地域全体で、健

康づくりの仕組みを構築していくことも、これからは大切だと

思います。結果の通知が届くだけでは、なかなか、健康づくり

への関心も高まっていかないと思いますが。大変とも思います

が、机の上だけでない取り組みが求められているんだと思いま

す。医療費適正化も大切ですが、予防の重要性を実感しました。

私自身、ジェネリックにしても、医療機関に罹るにしても、な

るべく意識するようにはしていますが。 

感想まで、述べさせていただきました。 

議長（善林会長） いろいろとご指摘がございましたが、事務局の方から何かご

ざいますか。 

事務局 高齢化社会の進展、若い世代への健康意識付け、保健指導の

状況、全体での予防への取り組みの重要性について、ご進言い

ただきました。データヘルス計画では、これから実施する事業

を検討していきます。いただいたご意見を参考にして反映でき

たら、と考えております。蛇足ですが、若い世代に関しては、

人口ピラミッドにありますように、４０歳～６０歳の世代が少

なく、また、社会保険と違い、働いている方ばかりとも限りま

せん。無関心層も含め、こうした方への意識付けは難しく、工

夫が必要だと考えております。 

また、保健指導についてですが、健診を受けてメタボの方、

肥満で、検査数値が高い方には、市から特定保健指導の通知が

行きます。それ以外の方には特段のフォローはないのですが、

平成２５年度より非メタボで血糖値が高い方には、訪問により

医療機関への受診を促す事業を実施しております。参考まで申

し上げます。 
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議長（善林会長） よろしいですか。他にございますか。 

足立委員 糖尿病で透析している方に、これほどの医療費がかかること

に、まずは驚いています。大変な金額ですが、これらの費用は、

税で賄われております。医療に対する予算は、市だけでなく国

レベルでもかなりの額に昇っているわけですが、このことを

もっと市民に周知し、意識向上を図る必要があると思います。

係った費用は、全て自分に跳ね返ってくる、ということを市民

は知っていく必要があるし、市はこれまでも、様々な対策をた

てて、市民とともに向き合ってきましたが、まだまだ浸透が足

りない部分があると思います。 

また、健康寿命が延びているお話がありました。市でもはつ

らつ運動教室など、様々ないわゆる「外に出る」健康事業を行っ

ておりますけども、参加者が女性に偏っていますね。女性はす

ごく出やすいけども、男性はなかなか出づらい、特に定年退職

された方ですと地域参加の開始が遅くなるため、なおさら出に

くくなる、そういう傾向があるかと思います。 

今後、こうした状況をもっと深刻にとらえて、ひとつの大き

な課題として考えるところに来ている、と思います。今後ます

ます増大する医療費の状況報告を聞いて、特に感じたところで

す。住民意識を高めていく対策も、もっと計画のなかに入れて

いく必要があると思いました。 

事務局 被保険者の方のなかでも、市の財政状況をはじめ、医療費の

状況、糖尿病のことなど、よく知らない方もまだ多いかと思い

ます。保険者インセンティブの考え方でも、そういった情報を

分かりやすく被保険者にフィードバックする、知ってもらうこ

とが、求められておりますことから、今後につきましては、そ

のような方向で検討させていただきたいと思います。 

足立委員 広報紙を活用して、もっと詳しく掲載するなど、工夫してみ

てはどうでしょうか。自分の命に関わることですし、皆さん、

関心をお持ちだと思います。 

また、なるべく病院に行かないように健康づくりに取り組

み、医療費がかからないように努力している方もたくさんい

らっしゃいます。そうした方にも含めて皆さんに、市の状況を

知ってもらう必要があると思います。 

 

議長（善林会長） 他にございますでしょうか。 
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久芳委員 参考まで伺いたいのですが、年齢階層別の人数ですが、６０

歳から６４歳までで何人ぐらいいるのでしょうか。表１では６

５歳以上が４１，７６６人となっていますが、その内訳として

わかれば。 

と、いいますのも、会社では今、６５歳までなるべく雇用す

る、ということになっておりますけども、６０歳で健保から

移ってくる方も多いかと思いましたので。急ぎでなくても結構

ですよ。 

事務局 次回の会議で、お伝えできると思いますので、宿題とさせて

いただきます。 

久芳委員 そこのところの割合は、やはり高いと思いますので。申し上

げさせていただきました。 

議長（善林会長） 他にございますでしょうか。 

山本委員 ３４ページの第３章、生活習慣病重症化予防対策事業の短期

目標のところで、新規人工透析患者を０人とする、とあります。

良い目標を掲げた、というのが感想ですが、これは、腎症のス

テージ４の方とかは対象にしない、という考え方なのか、ある

いは、全て対象にはするが、少なくとも３年間は透析に移行さ

せない、と強く目標に掲げた、ということなのか。 

事務局 現在、久喜市で行っている重症化予防事業は、ステージを考

慮しておらず、単に健診数値が悪い方を対象としており、今後

は更に深めた内容にしていく必要があります。はっきり言えま

せんが、その場合はステージが進んで、透析になる直前の方も

対象とすることを考えております。全ての方ということです。 

山本委員 目標はすごく高くて良いと思いますが。 

事務局 そこのところは、確かに考え方が分かれるところでございま

す。難しいところではあります。 

山本委員 ９ページの加入者の推移のところで、若い方の加入者が減

り、６５歳以上が増えております。増減の分析についてはやっ

てらっしゃるかと思いますが、６５歳になる方の直前の対策等

について、なにか考えられていることはありますか。 

と言いますのも、私は協会けんぽですが、一般的に協会けん

ぽ等を抜けて、国保に加入する方が多いと思われますので。例

えば、協会けんぽとの連携などをお考えであればお聞かせいた

だけたら、と思いまして。 

事務局 国民健康保険の加入者であれば、以前の加入保険にかかわら
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ず等しく対象とさせていただきますが。 

山本委員 今のうちに、働いているうち世代のうちに連携をしていくこ

とが、データヘルス事業の考え方の根底にはあって然るべきな

のかな、と。 

立川部長 おっしゃるとおりでございます。多くの方が社会保険から国

保に移行していく流れがございます。そういった意味では国保

だけでなく、市全体の保健事業として、健康増進を考えていく

必要があり、国保は大きな健康増進計画のなかの一部である、

と認識しております。 

今回は久喜市国保事の事業計画ですので、そこまでは踏まえ

ておりませんが、久喜市民全体の健康寿命を延ばし、健康な方

を増やすという、久喜市全体の健康増進の課題としても受け止

めたい、と考えております。 

山本委員  ありがとうございました。 

議長（善林会長） 他にございますでしょうか。なければ、「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）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、協議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。 

賛成全員でございますので、協議事項の「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）について」は、

協議が成立いたしました。 

事務局に置かれましては、協議の内容を踏まえ、計画に反映

されますようお願いします。 

議長（善林会長）  それでは、次第４ 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税条例の一部を改正する条例について

当日配布資料に基づき説明） 

議長（善林会長）  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。 

 ご質問がなければ、「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」は、以上といたします。 

 それでは、最後に事務局から連絡事項等は、ありますか。 
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事務局 はい。次回の当協議会の開催予定でございますが、２月定例

会前の１月２４日（火）午後１時１５分から２時４５分まで、

会場は、この場所、久喜市役所大会議室で予定してございます。

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が、あらかじめご承知置

きいただければ、と存じます。 

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。 

 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２８年１１月２５日  

                  

         署名委員氏名    久芳 しげ子          

 

                   篠原 真由美          

 


