
1 

 

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３０年８月２０日 月曜日 

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 ４階 第４・５会議室 

議長氏名 
梅田修一（臨時議長） 

善林六朗 

出席委員(者)氏名 

青山淳子、大久保礼子、川浪荘三郎、小林博俊、塚野由美子、

山中佳代、吉田信一、吉野輝雄、儘田省吾、根本昌子、足立

節子、遠藤厚子、善林六朗、松本都久惠、廣瀬実、中村香里 

欠席委員(者)氏名 山本展広 

説明者の職氏名 
山田 誠 国民健康保険課長 

大野栄子 国保管理係長 

事務局職員職氏名 

山﨑智子 健康増進部長 

杉村 正 健康増進部副部長 

山田 誠 国民健康保険課長 

長岡雅喜 課長補佐兼保険税係長 

堤 幸喜 給付係長 

大野栄子 国保管理係長 

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 

 副会長あいさつ 

３ 諮問 
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４ 議題 

（１）諮問事項 

・平成３０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２９年度久喜市国民健康保険特別会計決算書

（案）について 

５  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（抜粋） 

（４） 平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計予算書 

（抜粋） 

（５） 平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）（案） 

（６） 平成３０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 

（７） 平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計決算書 

（案） 

（８） 平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計決算書

（案）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（山田）  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、梅田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。 

梅田市長 （席を回り、一人ずつ委嘱書を交付） 

事務局（山田） ありがとうございました。それでは、梅田市長からごあいさ

つ申し上げます。 

梅田市長 （あいさつ） 

事務局（山田） 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。青山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（山田） 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（山田） 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（山田） 引き続き、平成３０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。 

事務局（山田） では、議事に移る前に、資料の確認をしたいと存じます。 

 （配布資料確認） 

事務局（山田） 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



4 

 

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（山田）  ありがとうございます。 

それでは、梅田市長、臨時議長をお願いいたします。 

臨時議長 

（梅田市長） 

 それでは、会長が選任されるまでの間、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ということで、青山委員さん、

大久保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。 

まずは、公益代表である３号委員５人で協議をしていただ

き、その後皆様のご意見を伺いたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 （異議なしの声あり） 

臨時議長 

（梅田市長） 

異議なしの声がございましたので、会長、副会長の選任につ

きましては、３号委員さんに協議していただきたいと存じま

す。 

暫時休憩いたします。 

３号委員さんには、別室をご用意してございますので、そち

らでご協議をお願いいたします。 

 皆様には、少々お待ちいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 （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 

（梅田市長） 

再開をいたします。協議が整ったようでございますので、発

表していただきたいと思います。 

遠藤委員さん 
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遠藤委員 先ほど会長及び副会長の選出について、３号委員５名で協議

した結果、会長は善林さんに、副会長は宮澤さんにお願いする

ことといたしましたので、ご報告いたします。 

臨時議長 

（梅田市長） 

ただいま、会長を善林委員さん、副会長を宮澤委員さんにお

願いしたい旨の報告をいただきましたが、ご賛同いただけます

でしょうか。 

 （拍手あり） 

臨時議長 

（梅田市長） 

ありがとうございました。 

それでは、次第１の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は、会長に善林委員さん、副会長に宮澤

委員さんとすることに決定いたしました。 

皆様のご協力により、会長及び副会長の選出をすることがで

きました。厚くお礼申し上げまして、臨時議長の任を解かせて

いただきます。 

事務局（山田） ありがとうございました。 

それでは、会長の善林委員、副会長の宮澤委員におかれまし

ては、それぞれの席にご移動をお願いします。 

 （席を移動） 

事務局（山田） 最初に善林会長より就任のごあいさつを賜りたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

善林会長 （あいさつ） 

事務局（山田） ありがとうございました。続きまして宮澤副会長より就任の

ごあいさつを賜りたいと存じます。よろしくお願いいたしま

す。 

宮澤副会長 （あいさつ） 

事務局（山田） ありがとうございました。続きまして、次第３の諮問でござ

います。梅田市長から当協議会に諮問をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

梅田市長 （諮問書の読み上げ） 

事務局（山田） ありがとうございました。 

梅田市長におかれましては、公務のため、これにて退席させ

ていただきますことをご了承いただきたいと存じます。 

梅田市長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 （市長退室） 

事務局（山田） 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
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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

は、いかが取り扱ったらよろしいでしょうか。 

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４の（１）諮問事項の「平成３０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（大野） （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。 

宮澤委員 

 

 

 

職員給与費におきまして減額補正をしておりますけれども、

人事異動による人件費との説明がありましたが、国民健康保険

課の担当職員を減員したということですか。１，２００万円と

いう金額ですので中堅クラス位を減額しているのかなと、どう

なのでしょうか。 

事務局（山田） 

 

 

国民健康保険課職員は全体では、昨年度よりは１名増えてお

ります。職員の平均年齢が若くなりましたので、当初予算で見

込んだ人件費よりも下がっている状況です。職員の構成が若

返ったということです。 
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宮澤委員 

 

 

 今年度から埼玉県との共同運営となったメリットは、人件費

の部分では出ていないということですか。財政運営から見た点

では、事務的なメリットは何もないと。 

事務局（山田） 

 

今回の広域化に伴いまして、市町村で行う事務が軽減された

わけではありませんので、事務費の削減にはつながっていない

状況です。 

善林委員 人間ドック事業で増額補正となっておりますが、どのような

背景があるのですか。 

事務局（山田） 

 

当初予算の見込よりも利用者が多くなっています。平成３０

年度予算作成時における利用者数の見込みが、若干甘かったと

考えております。 

議長（善林会長） ご質問がなければ、「平成３０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） 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（１）の「平成３０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）「平成２９年度久喜市国民健康保

険特別会計決算（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（大野） （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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宮澤委員 

 

 

 

 

 

資料６－２、歳出の７款、共同事業拠出金、約３８億６千万

円に対して、歳入の３款、共同事業交付金、約４２億円となっ

ていますが、この差の約４億円は単純に儲けでいいのですよ

ね。これが、新制度になって平成３０年度ベースだと消えます

が、この４億円は、保険給付費等交付金の中に入っているので

すか。もし、そうでなければ単純に４億円の減収となると思い

ますが、今後どこで賄うことになるのでしょうか。 

事務局（山田） ご指摘のとおり、共同事業につきましては、４億円弱でござ

いますが、久喜市は黒字という結果でございます。共同事業に

つきましては、平成３０年度から事業が廃止になりましたの

で、この約４億円の収入はございません。今後は、県から給付

される保険給付費等交付金、１１６億円あまりでございますけ

れども、この中でやりくりすることになります。この保険給付

費等交付金は、久喜市の医療費の実績等に基づきまして算出し

た額でございますが、もし、これで足りない場合は県から補て

んされますので保険給付費の心配はしなくてもよいと考えて

います。 

一方、国保事業費納付金、約４０億円の事業費でございます

が、先ほど説明したように埼玉県全体の各市町村の所得水準で

あったり、被保険者数、医療費水準等で算出した金額でござい

ます。平成３０年度は既に確定しておりますので、例えば、平

成３０年度に久喜市の医療費が予想以上にかかったとしても、

納付金の額が増額されることは無いと伺っております。 

宮澤委員 

 

今後は、国庫支出金が全て県に入ってしまうわけですから、

個別の交付額はわからないのですね。保険給付費等交付金の中

で国庫支出金分が増額になっていればいいが、その状況はわか

りますか。 

事務局（山田） ご指摘のとおり、今後は、国補助金は全て県に入ってしまい

ます。県からは、県全体の国補助金額の資料はいただいており

ますが、例えば個別に久喜市には、本来いくらの補助金がはい

るべきであったかについては、示されておりません。 

宮澤委員 わかりました。 
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松本委員 国民健康保険税の関係です。資料６－２の歳入のところで調

定額が約４５億円、収入済額が約３４億円で約１０億円以上の

差があります。決算書の歳入を見ますと、収入未済額が９億円、

不納欠損額が１２億円以上あります。これだけの大きい金額で

すが、平成２９年度の収納率の状況を教えてください。 

事務局（山田） 平成２９年度の国民健康保税の収納率でございますが、全体

で７６．３％、現年度分９２．６％、滞納繰越分２５.７％とい

う状況でございます。  

松本委員 不納欠損は、複数年にわたって滞納されている方もかなり多

いと思いますが、それでこの金額になったのですか。 

事務局（山田） はい、そのとおりでございます。 

善林委員 保健事業で毎年お聞きしていますが、特定健診の最終の受診

率は何％になりますでしょうか。 

事務局（山田） 特定健診の受診率ですが、法定報告が出るのが１１月頃でご

ざいまして、まだ確定しておりません。平成３０年７月２６日

現在の受診率で申し上げますが、４０％でございます。 

善林委員 平成２８年度より少し悪くなっていますか。 

事務局（山田） 平成２８年度の最終的な法定報告は、４２．７％でございま

した。平成２８年度の昨年同時期の受診率と比較しますと、ほ

ぼ同じでございますので、最終的な数字も平成２８年度と変わ

らないと予測しております。 

宮澤委員 特定健診の受診率は高い低いで、県の調整交付金の方に関連

するのですか。 

事務局（山田） 県調整交付金でございますが、今年度から名称が変わって保

険者努力支援制度における保険給付費等交付金という形で

入ってきます。この交付金の評価項目の一つとして特定健診の

受診率がございます。 

議長（善林会長） ほかにございますか。ご質問がなければ、（２）報告事項の

「平成２９年度久喜市国民健康保険特別会計決算（案）につい

て」は以上といたします。 

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。 

 （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。 
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 国民健康保険事業について（答申） 

 平成３０年８月２０日付け、久国第８３８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３０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） 

事務局（山﨑）  答申書をお預かりしまして、市長のほうへ報告させていただ

きます。ありがとうございました。 

議長（善林会長） 次に、次第の５その他について、事務局の方から連絡等がご

ざいますか。 

事務局（山田） はい。本日、机にデータヘルス計画、第３期特定健康診査等

実施計画の資料をご用意させていただきました。本来であれば

説明の方をさせていただきたいところですが、時間の方がかな

り経過してしまいましたので、大変恐縮ではございますが、今

回は説明を割愛させていただきます。 

続きまして、事務連絡でございますが、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、

ご了承ください。 

次に、個人番号や振込の関係でございますが、事前に通知を

差し上げました方、お手数ですが、本日、ご提出をお願いでき

ればと存じます。 

次に、当協議会の今年度の開催予定でございますが、１１月

定例会、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週間前程度に資料

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。 
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 ご協力ありがとうございました。 

事務局（山田）  ありがとうございました。それでは閉会にあたりまして宮澤

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（山田）  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。たいへんお忙しいなか、ありがとうございました。 
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