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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２９年８月２４日 木曜日 

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、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、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、鈴木守男 

説明者の職氏名 

杉村 正 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 

長岡雅喜 課長補佐兼保険税係長 

事務局職員職氏名 

関根武視 健康増進部長 

杉村 正 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 

長岡雅喜 課長補佐兼保険税係長 

飯塚秀治 給付係長 

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 

【審議事項】 

（１）久喜市国民健康保険の保険給付費支払基金の見直し

（案）について 

（２）平成３０年度からの国民健康保険制度改革に向けた、 

久喜市国民健康保険税率の方向性について（継続審
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議） 

【諮問事項】 

（１）平成２９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 

【報告事項】 

（１）平成２８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 

６ 閉会 

配布資料 

資料１－１  久喜市国民健康保険の保険給付費支払基金の

見直し（案）について 

資料１－２  国民健康保険の基金の状況（埼玉県内の主な

市） 

資料２－１  埼玉県内の国民健康保険税の現状 

資料２－２  埼玉県内各市の国民健康保険税の状況 

（平成２９年４月１日現在） 

資料３－１  平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）（案）※会議用抜粋資料 

資料３－２  平成２９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 

資料４－１  平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算書（抜粋） 

資料４－２  平成２８年度久喜市国民健康保険特別会計決

算書の概要説明 

会議の公開又は非公

開 
公開  

傍聴人数 ４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（杉村） ただ今から、平成２９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１６人、欠席者２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。 

なお、会議の終了は、午後２時４５分を予定しております。 

また、今回、傍聴者がいらっしゃいますので、傍聴者の入室

を認めたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

善林会長 久喜市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則に基づ

きまして、傍聴を認めます。 

事務局（杉村） それでは、はじめに田中市長よりごあいさつ申しあげます。 

田中市長 （あいさつ） 

事務局（杉村） ありがとうございました。続きまして、善林会長よりご挨拶

をお願いいたします。 

善林会長 （あいさつ） 

事務局（杉村） 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

会に諮問させていただきます。 

田中市長 （「平成２９年度補正予算（第１号）」の諮問書を読み上げ、

善林会長に手渡し） 

事務局（杉村） 

 

 

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。 

 

続きまして、資料の確認をしたいと存じます。 

（配布資料確認） 

 

 よろしいでしょうか。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、会議議長を会長にお願いし

たいと存じます。善林会長、よろしくお願いいたします。 

議長（善林会長） それでは次第４の議事に入ります。どうぞ皆様方のご協力を
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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

委員さんからの順番となっておりますが、今回は、依田委員、

根本委員にお願いいたします。 

 

それではまず、前回の会議より継続審議となっております、

審議事項（１）「久喜市国民健康保険の保険給付費支払基金の

見直し（案）について」、事務局に説明を求めます。 

事務局（鈴木） （資料１－１ 資料１－２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。 

山本委員 それでは、すみません。３０年度以降は、埼玉県に財政の一

元化をしていく流れで、現在進んでいるものと認識をしており

ます。 

今回の見直しですが、現在の保険給付費支払基金とは別建て

の名目の基金を設置し、何かあったときのため久喜市のなか

に、つまり久喜市国保財政のために用意しておく、という理解

でよろしいのでしょうか。 

事務局（鈴木） ３０年度以降は、埼玉県にも国民健康保険特別会計が設置さ

れ、財政的に大きな部分は集約化されます。 

一方、市町村にも国保特別会計は引き続き置かれまして、市

町村の役割とされる、保険給付費の支払い、保健事業の実施に

係る費用などを支出します。 

今回の見直しは、広域化後の市町村にとって大きな支出とな

る国保事業費納付金の支払いに備えられるよう、現在の基金に

用途を加えるものでございまして、新たに別の基金を設置する

ものではございません。 

山本委員 お話のほうはある程度、理解はできていると思うのですが。

３０年度以降は埼玉県に財政運営が一元化されると認識して

おりますが、今回の久喜市の基金の見直しは、その部分と整合

性が図られている、と考えてよろしいのでしょうか。 

事務局（鈴木） はい。３０年度以降は、納付金の支払いという市町村の側で

対応しなければならない課題、というものが出てくるのです

が、それに関連した見直しでございます。 

山本委員 最後にすみません。この国保事業費納付金というのは、どれ

くらいになるのでしょうか。 

事務局（鈴木） 現在、納付金の試算を埼玉県が行っておりますが、第２回目
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までの状況ですと、久喜市の額は約４８億円となっておりま

す。その４８億円を支払うにあたり、例えば税収が足りない、

そのため支払えない、といったような状況にならないよう備え

ておくことが、見直しの主旨でございます。 

議長（善林会長）  よろしいでしょうか。 

山本委員  はい。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、審議事項（１）「久喜市国民健康保険の保

険給付費支払基金の見直し（案）について」の質疑は以上とい

たします。 

今回、見直し案を事務局にご提示いただきましたので、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する方の挙

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、審議事項（１）の「久喜市国民

健康保険の保険給付費支払基金の見直し（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、審議事項（２）「平成３０年度からの国民健康保

険制度改革に向けた、久喜市国民健康保険税率の方向性につい

て」を議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

事務局（長岡） （資料２－１ 資料２－２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します。 

足立委員 課税方式に関してですが、国保税の計算のなかで資産割がな

いということは、所得割で計算される部分が大きいということ

ですよね。昨今、所得が下がっている世帯も多いと思いますが、

２方式ですとそういった方への負担が重くなるのではないで

しょうか。 

今後、久喜市は４方式にしないのでしょうか。 

事務局（長岡） 標準的な方式として、２方式が示されている状況です。 

資料２－１にございますように、現在、埼玉県内では２方式

が２２市町村、４方式が４１市町村となっておりますが、広域

化に向けて、他の市町村も２方式に向けて動いているところで
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ございます。 

足立委員 そうですか。資産割が入れば、所得の少ない方が楽になると

思ったものですから。４方式ですと、計算が複雑となり事務方

は大変になる、ということもあると思いますが、今後高齢化が

進むにつれて所得の減る方が増えてくるわけですよね。 

そういった趣旨で質問させていただきました。 

事務局（長岡） 所得割は、前年の所得に対して翌年度課税する考え方です。

４方式における資産割は、一旦課せられた固定資産税に加えて

再度課税されるイメージが強いこと、税額についても所得の有

無にかかわらず一律に計算されることから、県のほうでも２方

式を推奨しているところでございます。 

議長（善林会長）  よろしいでしょうか。 

 ご質問がなければ、審議事項（２）の「平成３０年度からの

国民健康保険制度改革に向けた、久喜市国民健康保険税率の方

向性について」の質疑は以上といたします。 

今回は、保険税の賦課方式、賦課限度額、税率等に関して県

内の状況をまとめていただきました。 

本件につきましては、引き続き審議を継続するものとした

い、と存じますが、よろしいでしょうか。 

 （全員異議なし） 

議長（善林会長） それでは、審議事項（２）「平成３０年度からの国民健康保険

制度改革に向けた、久喜市国民健康保険税率の方向性につい

て」は、審議を継続するものとします。 

 

続きまして、諮問事項（１）「平成２９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」を議題としま

す。事務局に説明を求めます。 

事務局（鈴木） （資料３－１ 資料３－２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。 

 

よろしいでしょうか。 

質問がなければ、諮問事項（１）の「平成２９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。 
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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（善林会長） ありがとうございました。 

全員賛成でありますので、諮問事項（１）の「平成２９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、報告事項（１）の「平成２８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。 

事務局の説明を求めます。 

事務局（鈴木） （資料４－１ 資料４－２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。 

足立委員  資料４－１の２ページ、１款国民健康保険税の不納欠損額に

ついてですが、世帯ごとにどれくらいあるのか分かりますか。

あと、不納欠損の理由は何でしょうか。 

事務局（長岡）  はい。徴収業務につきましては、収納課のほうで行っており

まして、ただいま細かい数字は持ち合わせておりません。申し

訳ありません。後で報告のほうをさせていただけたら、と存じ

ます。 

足立委員  そうですね。これだけの数字になっていますから。 

議長（善林会長）  ほかにございますか。 

足立委員  あと、歳出の保険給付費の関連、医療費についてですが。 

 久喜市ではこれまで医療費の抑制の一環として、ジェネリッ

ク医薬品への切り替えを推進していると思いますが、効果につ

いて何か統計的なものはございますか。県のほうの資料では見

たことがあったものですから。 

事務局（飯塚）  ジェネリック医薬品の効果につきましては、切り替えによる

効果額というものがございます。今数字を持ち合わせていない

ので、後日回答させていただけたらと存じます。 

 また、利用率というものもございまして、国目標は８０％で

すが、平成２８年度の久喜市では６４．５％という状況でござ

います。２７年度は５８．５％ですので、医師会、薬剤師会の

ご協力をいただきながら、率は上昇しているところでございま

す。 
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 ただ、県内と比較しますとまだ低い状況でございます。 

足立委員  そうですね。もっと周知、ＰＲをしていただけたら、と感じ

ております。 

事務局（飯塚）  はい。保険証と一緒にジェネリック医薬品希望シールを送付

させていただいたりしております。 

足立委員  ありがとうございました。 

議長（善林会長）  ほかにございますか。 

岡田委員 はい。保険税の収納率が、全体で７４．７％ということでし

た。また、調定額が約４８億円のところ、収入未済額が約１１

億円となっております。加えて不納欠損は最終的に収められな

いものを落としてしまうと。すると、莫大なお金が入ってこな

いということになりますよね。 

また、今後は県に財政が移りますよね。先ほど県に納める納

付金が約４８億円ということでしたが、納められずに、集めら

れない部分は、誰が負担するのでしょうか。現実的には保険税

が上がるのでは、という危機感があるのですが。下がるという

ことは考えづらいですが、数字を見ますとかなりの額が入って

きていないので。どうなのでしょうか。 

保険税は結局上昇していくことになるのでしょうか。高齢化

社会が進展すると、納められる人、納められない人との差が開

いていくとも感じています。収納率を上げるのも大切ですが、

保険税が上がると納められていた人も納められなくなる。そう

いう心配もあるかと思います。 

事務局（杉村） では、私のほうから。不納欠損額の部分ですが、まず、毎年、

単年度分として賦課させていただいている分がございます。現

年度分といいますが、それですと収納率は９２％ほどございま

す。ただ、その年に入ってこないと、その分、８％の部分は滞

納繰越分に回っていきます。滞納繰越分に回った分は、翌年の

滞納繰越分の調定に計上されます。 

また、翌年になればその年の分の現年分の課税もございます

から、そこで未収になった分は、また次の年に持ち越されてい

きます。その繰り返しにより、滞納繰越分には過去に現年度分

として集められなかった金額が蓄積されていくわけでござい

ます。そして、不納欠損は、賦課してから５年間未収となって

いるものを対象に実施しているところでございます。 

資料の決算書は、款単位で表示してあるため、これらの単年
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度で発生した分と、積もり重なって蓄積された分とが合わさっ

た額となっておりますが、単年度でこの数字がいっぺんに発生

しているものではございませんのでご理解いただければ、と思

います。 

また、賦課は国民健康保険課、徴収は収納課、という分担で

やらせていただいておりますが、「お互いに知らない」という

ことではなく、逐一、収納担当と連絡をとり合って、情報を共

有し、連携しながら事務を執行させていただいておりますの

で、補足させていただきます。 

事務局（長岡） 収納率について申しあげますと、７４．７％というのは全体

の数字でして、現年分、平成２８年度分の収納率ですと９２．

２％となっております。平成２７年度は、９１．３％でしたの

で、０．９ポイントの上昇となってまして、県内順位では４０

市中２０位となっている状況です。 

また、滞納繰越分については、収納率は２４．５％となって

おりまして、前年度は２０．９％ですので、こちらのほうも上

がってきております。県内順位ですと、２７年度は１３位でし

たが、２８年度は７位となっております。 

これらを全て併せた収納率が、先ほど申しあげた全体の収納

率７４．７％となっております。 

議長（善林会長） ほかに、はい。 

横山委員 基本的なことで恐縮ですが。単年度の決算として、予算現額、

調定額、収入済額、収入未済額の順に載ってますが、予算に対

してどのように数字を作っているのでしょうか。例えば収入未

済額の１２億円というのは、どのようにしてこの数字ができて

いるのでしょうか。単純に疑問なのですが。 

事務局（長岡） 予算現額との比較で申しあげますと、滞納繰越の分は、当初

予算では見ておりません。現年分で未収となった分について

は、５月３１日の出納閉鎖を過ぎたたら、翌年度に持ち越され

ますので。 

決算では、現年分と滞納繰越分が合わさりますので、調定額

が増えた形になっております。 

横山委員 単年度でいきなり１２億円も未済額が出てしまうのでしょ

うか。 

事務局（長岡） その年に発生した分、現年分で未済となった分と、過去から

持ち越された分の合計の額でございます。 

横山委員 滞納額はどのように収納しているのでしょうか。 
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事務局（長岡） まず、納期限から２０日以内に収めていただけない場合は、

督促状を送らせていただきます。その後更に納付がない場合は

催告書を送らせていただきます。そうした折衝の中で、例えば

納める納付書がない、というような場合には、再発行した納付

書を送らせていただいたりもしております。 

議長（善林会長） よろしいでしょうか。 

岡田委員 不納欠損は、納めないでいれば最後は落としてしまうわけで

すよね。機械的にやるのはいかがなものかとも思いますが。 

事務局（長岡） 一応、５年という時効はございます。また、生活保護になら

れたなどで、実質的に納められないと認められた場合に不納欠

損することもございます。 

岡田委員 ただ、医療費のほうも上昇する中で、納める人と、納めない

人がいるのはどうかと。そういう観点でお聞きしたのですが。 

事務局（長岡） 納付の相談に応じていただけない方には、例えば短期被保険

者証を交付して、なるべく納税相談の機会を設ける、といった

こともやっております。 

課税の仕組み上、前年の所得に対して賦課しますので、納め

られない方の中には例えば現在、病気を患っているとか、職を

失っているなどの事情がある方もいますので、なるべく折衝し

てお話を伺ったうえで納付していただくことが、好ましいと考

えております。 

足立委員 こういった不納欠損で落とした部分は、だれかが負担するわ

けですから、「納めなくても済んだ」で終わらせないよう、収納

の努力をお願いしたいと思います。 

議長（善林会長） 時間の関係もございますので、質疑のほうは、もうそろそろ

よろしいでしょうか。 

それでは、報告事項（１）の「平成２８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。 

 

それでは、次第５ その他 について、事務局から何かあり

ますか。 

事務局（杉村）  事務局のほうからは、特にございません。 

議長（善林会長）  ありがとうございました。 

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） 

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
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きます。 

まず「基金の見直し」の答申書を読み上げます。 

（答申書の内容） 

久 運 第 ３ 号  

                  平成２９年８月２４日 

 久喜市長 田中 暄二 様 

               久喜市国民健康保険運営協議会 

               会 長  善林 六朗 

                    

国民健康保険事業について（答申） 

 

 平成２９年５月２４日付、久国第２７１号で諮問があり、継続

審議となっておりました、「久喜市国民健康保険の保険給付費支払

基金の見直し」について、下記のとおり答申いたします。 

              記 

１ 答申事項 

現在、久喜市国民健康保険の保険給付費支払基金は、保険給付

費の不足への充当を目的に設置されています。 

しかしながら、現在の基金は、平成３０年度の国民健康保険の広

域化以降に生じる、「国民健康保険事業費納付金」の支払いに対応

できないものであり、広域化後を見据え、見直すことが課題となっ

ております。 

つきましては、現状と課題を踏まえ現在の基金について、次のと

おり見直しをすることとします。 

 

（１） 現在の国民健康保険の基金について、「国民健康保険事業

費納付金」の不足にも充当できるよう、用途を加えること。 

（２） 平成２９年度内に見直しを実施すること。 

 

 以上でございます。各委員の皆様、この答申の内容でよろしい

でしょうか。 

 （全員異議なし） 

議長（善林会長） ありがとうございました。続きまして「補正予算」の答申書

を読み上げます。 

（答申書の内容） 

久 運 第 ４ 号 

                  平成２９年８月２４日 
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 久喜市長 田中 暄二 様 

             久喜市国民健康保険運営協議会 

             会 長  善林 六朗 

                    

   国民健康保険事業について（答申） 

 

 平成２９年８月２４日付、久国第８８３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。 

               記 

１ 答申事項 

（１） 平成２９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。 

 

 以上でございます。皆様、この内容でよろしいでしょうか。 

 （全員異議なし） 

議長（善林会長） ありがとうございました。それでは事務局にお渡ししたいと

思います。 

（議長より、健康増進部長へ手渡し。） 

関根部長 ありがとうございました。答申書をお預かりいたしまして、

市長のほうへ報告させていただきます。 

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（杉村） はい。次回の当協議会の開催予定でございますが、 

１１月１７日（金）午後１時１５分から、場所は、今回と違

う場所ですが本庁舎４階の第４・５会議室で予定しておりま

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。 

 

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、これで本日の議題はすべて終了いたしましたの

で、議長の任を解かせていただきます。 
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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（杉村） 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（杉村） 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。 
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