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様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 第４回久喜市国民健康保険運営協議会会議 

開催年月日 平成３０年１月２３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、 

吉田信一（書）、儘田省吾、根本昌子（書）、足立節子（書）、 

江森久子（書）、鈴木守男、善林六朗、松本都久惠（書）、 

山本展広 

欠席委員(者)氏名 山中佳代、野尻敏彦、依田勝、横山春夫、小林 功 

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 

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 

【報告事項】 

（１） 埼玉県市町村国保事業費納付金・標準保険税率 

   平成３０年度仮算定（秋の試算）結果について 

【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３号）(案)について 



2 

 

（２） 平成３０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 

資料１－１ 仮係数に基づく秋の試算（３０年度分）の概要 

（埼玉県国民健康保険運営協議会資料より抜粋） 

資料１－２ 埼玉県市町村国保事業費納付金・標準保険税率 

平成３０年度仮算定（秋の試算）について 

資料 ２  平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計補正 

予算（第３号）（案）の概要 

資料３－１ 平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計予算 

（案）の概要 

資料３－２ 平成３０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 ２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） 皆さんこんにちは。ただ今から、平成２９年度第４回久喜市

国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

私は、本日の進行を務めさせていただきます、国民健康保険

課長の杉村でございます。 

まず、開会に先立ちまして出席委員につきましてご報告申し

あげます。 

委員１８人中、出席者８人、欠席者１０人でございます。 

欠席者のうち、吉田委員、足立委員、江森委員、根本委員 

松本委員の５名の方は、事前に書面にて本日の議事に加わ

り、また、賛否の意見を明らかにしていただいておりますこ

とから、「久喜市国民健康保険に関する規則第５条第３項」の

規定に基づき、本日出席したものとみなすことができますの

で、これを踏まえた出席者は、１３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、ご報告申しあげます。 

なお、会議の終了は、午後２時４５分を予定しております。 

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。 

市長、お願いいたします。 

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 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 （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） 
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 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の議題に入ります。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

委員から順番でまわっておりますが、今回は、鈴木委員、山本

委員にお願いいたします。 

 

それではまず、報告事項（１）「埼玉県市町村国保事業費納

付金・標準保険税率 平成３０年度仮算定（秋の試算）結果に

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 すみません。資料１－１のところで、今回、３００億円ほど

都道府県のほうに入るお金が増えるということでご説明があ

りました。 

この保険者努力支援についてですが、何を努力したらどのよ

うに評価されるという、そういった基準のようなものは既に示

されているのでしょうか。 

事務局（鈴木） はい。こちらにつきましては、評価指標が示されております。

主に保健事業に関する項目が多くなっておりまして、例えば特

定健康診査の受診率、特定保健指導の実施率のほか、がん検診

の実施状況、また、本市は埼玉県コバトン健康マイレージ事業

に参加しておりますが、そういったヘルスケアポイント的なイ

ンセンティブ事業への取り組みなどについても評価されるも

のでございます。 

山本委員 一点だけすみません。すると市町村の努力に応じて配分され

るという認識でよろしいでしょうか。先ほど按分されるとご説

明がありましたけども、今後は市町村が頑張れば頑張るほど県

のほうに入ったお金が市町村に降りてきて、結果として県も予

算上潤っていく、と。そういう認識でよろしいでしょうか。 

事務局（鈴木） はい。そのとおりでございます。 

すみません、一点補足でございますが、保険者努力支援制度

は都道府県分と市町村分がございまして、今回の仮算定で３０
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０億円増額されておりますのは、都道府県分のほうでございま

す。 

これは、県が保険者として努力した分として、国から県に一

旦は入ってきますが、この分につきまして埼玉県は、各市町村

の努力に応じて積極的に配分することとなっており、配分につ

いては各市町村が納める納付金の額から配分する相当の額を

差し引くことになっております。 

先ほど按分と申しあげましたが、すみません、都道府県分に

ついても市町村の努力に応じて配分されるものでございます。

訂正させていただきます。 

また、市町村分については、やはり市町村努力への評価に応

じるものですが、これは市町村に交付金として直接入ってくる

分になるものでございます。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、報告事項（１）「埼玉県市町村国保事業費

納付金・標準保険税率 平成３０年度仮算定（秋の試算）結果

について」の質疑は以上といたします。 

報告事項は、以上でございます。 

 

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３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（鈴木） （資料 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、ご質問ある方は挙手をお願いします。 

よろしいでしょうか。ご質問がなければ、「平成２９年度久

喜市国民健康保険特別会計補正予算（第３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は、挙手をお願いし

ます。 

 （全員賛成） 

議長（善林会長） 全員賛成でございますので、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３号）（案）につい

て」は原案のとおり決定いたしました。 
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続きまして、諮問事項（２）の「平成３０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（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。 

山本委員 よろしいでしょうか。歳出の保健事業費は、昨年と内容が変

わらないというお話でしたが、特定健診の受診率はどれくらい

を想定しているのでしょうか。 

事務局（鈴木） はい。受診率は５０％を見込んでおります。 

第２期特定健康診査の実施計画上の目標では、平成２９年度

までに受診率６０％を達成することととなっております。 

一方、本市の実際の受診率は直近の平成２８年度の数字で 

４２．７％となっております。これは、県内４０市中では１０

位となっており、比較的上位のほうに位置しておりますが。 

 達成すべきハードルは高いのですが、現状も踏まえ予算上は

まずは５０％を目指す見積りとさせていただきました。 

議長（善林会長） ほかにありますか。 

山本委員 はい。あと何点かお伺いしますが。 

まず、資料１－１を拝見して、今後は保険者努力というもの

が重要になってくる、と認識しているのですが、今回の歳出予

算の中で、久喜市の保険者努力というものが表れていたのか、

ということが一点目です。 

もうひとつは、一般会計繰入金でございますが、数字の増減

についてのお話しもありましたが、加入者の方にとっては保険

税を払いながらも、同時にこうした繰入れが行われていること

についてどのように認識しているのか、と思いました。 

また今後、保健事業の数字を上げていくことなど保険者努力

によって、例えば保険税についても結果として下げられる可能

性が生まれてくる、と想定するならば、今後は例えば、特定健

診、人間ドック、健康マイレージなどの保健事業に、大きく予

算配分の重点を移していく。このような考え方に至ってもいい

のかな、と認識したのですが。 

この点について、特に被保険者代表の委員の方のご意見を伺

えたら、と思いますが。 

質問というかたちではないのですが。すみません。 

議長（善林会長） 皆さん、いかがですか。この点について何か感じてること、
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お考えになっていることなど、ございますでしょうか。 

 

では、私のほうから一点。 

これから、平成３０年度より新しい制度が始まります。国も

保険者努力制度ということで新たに打ち出しておりますが、こ

れにより具体的にどれだけの効果があるのか、ということにつ

いては、ある程度実績を積んでいかないと判断しにくいところ

があるのでは、と思っております。 

特に事務局にとっては、予算編成も難しい、評価しにくいと

いうところもあるのでは、と感じておりますが。 

山本委員 はい。それについてですが、例えば特定健診については現在、

第２期の計画まできているところです。また、がん検診につい

ては更に以前より実施していると思いますが、ある程度の評価

指標が出てきたところなのかな、と認識しております。 

それを踏まえて埼玉県でも、特定健診、がん検診の受診率の

向上を目指して保険者努力を重ねていくことになります。 

そしてなおかつ、そこに国からも保険者努力の支援金が予算

化されていく、とう流れができるということは、少なくとも数

字上は見えるようになってくるものと思っております。 

なので、それが予算上配分されていないというものは、いか

がなものかと思ったものですから。 

議長（善林会長） 今後、国はこの保険者努力支援制度を充実させていく、とい

うことは報道にもありましたが、これについての市の姿勢、考

え方はいかがでしょうか。 

事務局（杉村） はい、私のほうから。先ほど保健事業について、これから保

険者努力支援が始まることで、その金額が予算に反映されてい

るべきではないか、そのような趣旨だったかと思います。 

一概に、予算を付けたから実績が上がる、とは考えていない

ところではございます。また、会長のほうからもありましたが、

確かにどのくらい数字が上がっていくのか、については今後の

状況を見ながらでないと何とも言えないところだと思います。 

特定健診については、例年、受診促進に努めておりまして、

今年度はオレンジのポロシャツを着て窓口でＰＲを図ったと

ころでございます。また、医師会さんのご協力をいただきなが

ら健診期間も１ヶ月延長し、６月から１２月までとさせていた

だいたところでございます。 

いずれも予算上直接的には目に見えているかたちではござ



8 

 

いませんが、受診しやすい環境づくりに努めているところでご

ざいます。 

今後、保険者努力支援ということで、使えるお金というもの

が見えてくれば、それは積極的に配分していく、ということは

必要になると考えております。 

事務局としましても、同じ考えであります。 

議長（善林会長） ほかにございますでしょうか。 

久芳委員 はい、すみません。単純な質問で申し訳ないのですが、県に

移行することによって、市の労務、実務作業は簡素化されるの

ですか。それとも煩雑になるのでしょうか。 

市の職員数が減ることはないと思いますが、その辺の事務負

担というものはどうなっていくのでしょうか。 

事務局（杉村） はい。財政運営の責任主体が県に移ることで市の体制が簡素

化されるのでは、というご質問かと思います。 

まず、今回の改革では、市町村の役割は主に窓口業務という

ことになりますが、その部分での事務負担はこれまでと同じで

ございます。 

財政的には、先ほどの予算のご説明のなかで共同事業の廃止

により予算額が圧縮された、と申しあげましたが、共同事業以

外にも、補助金、交付金、また出すほうの拠出金、負担金とい

うものもございますが、そういった関係は県が一括して担うこ

ととなります。従来、市町村は国保連合会、社会保険診療報酬

支払基金等との間で相当の金額のやりとりをしておりました

が、その部分での事務負担は、今後無くなってくるものでござ

います。 

久芳委員 つまり、見た目には変わらないということですか。 

事務局（杉村） そのとおりでございます。ただ、３０年度、初年度につきま

しては、前年度の精算等も残りますので、最初は若干煩雑にな

る部分もあるものと想定してますが、それが落ち着けば、従来

とさほど変わらないものと認識しております。 

久芳委員 ありがとうございました。 

議長（善林会長） ほかによろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、諮問事項（２）「平成３０年度久喜市国民

健康保険特別会計補正予算（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
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して原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手をお願いし

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、諮問事項（２）「平成３０年度久

喜市国民健康保険特別会計補正予算（案）について」は原案の

とおり決定いたしました。 

 

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） 次第５その他につきましては、事務局からはございません。 

議長（善林会長） はい。 

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

きます。 

 

（答申書の内容） 

久 運 第  ８  号 

                   平成３０年１月２３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３０年１月２３日付、久国第１８７２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３号）（案）について 
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（２）平成３０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。 

 

 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。それでは事務局にお渡ししたいと

思います。 

（会長より、健康増進部長へ手渡し。） 

関根部長 慎重なご審議をいただきまして、ありがとうございました。

今回ご審議いただいた内容につきましては今後の運営に反映

させていきたいと考えております。 

貴重なご意見をありがとうございました。 

議長（善林会長） 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、審議する

案件によりましては年度内にもう一回、と考えておりますが、

時期は未定でございます。 

また、内容によっては各委員さんへの報告に変えさせていた

だくことも検討しております。 

いずれにしましても開催する場合は、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たいと存じま

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。 

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善林

会長よりごあいさついただきたいと思います。 

 （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。 
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