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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３０年１１月１４日 水曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時２５分まで 

開催場所 久喜市役所 ４階 大会議室 

議長氏名 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、

吉野輝雄、根本昌子、足立節子、遠藤厚子、善林六朗、松本

都久惠、宮澤幸一、廣瀬 実、中村香里 

欠席委員(者)氏名 山中佳代、吉田信一、儘田省吾、山本展広 

説明者の職氏名 

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 

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 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

会長あいさつ 

３ 諮問 

４ 議題 

【諮問事項】 

（１）平成３１年度久喜市国民健康保険税率の方向性につ

いて 

（２）平成３１年度久喜市国民健康保険税の賦課限度額に 

について 
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【協議事項】 

（１）久喜市国民健康保険人間ドック等実施要綱の一部改

正について 

（２）保養施設利用案内の配布方法の見直しについて 

５  その他 

６ 閉 会 

配布資料 

【諮問事項】 

資料１－１ （１）平成３１年度久喜市国民健康保険税率の

方向性について 

資料１－２ 埼玉県国保事業費納付金 平成３０年度本算定

より 

資料２－１ （２）平成３１年度久喜市国民健康保険税の賦

課限度額について 

資料２－２ 平成３０年度埼玉県内の国民健康保険税（賦課

限度額）の状況 

【協議事項】 

資料３－１ （１）久喜市国民健康保険人間ドック等実施要

綱の一部改正について 

資料３－２ 埼玉県内４０市の人間ドック助成集計表 

資料３－３ 埼玉県内４０市の人間ドック助成一覧 

資料４－１ （２）保養施設利用案内の配布方法の見直しに

ついて 

資料４－２ 保養施設利用案内調査集計表 

資料４－３ 埼玉県内４０市の保養施設利用助成一覧 

参 考 資 料 平成３０年度版 利用できます！保養施設 

 

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（山田） ただ今から、平成３０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１４人、欠席者４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、本会議につきましては、久喜市審議会等の会議の公開

に関する条例第３条の規定により、公開としておりますことを

申し添えます。 

事務局（山田） それでは、はじめに梅田市長よりご挨拶申し上げます。 

市長、お願いいたします。 

市長 （挨拶） 

事務局（山田） 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。 

会長 （挨拶） 

事務局（山田） ありがとうございました。続きまして、梅田市長から当協議

会に諮問させていただきます。 

市長 （諮問書を読み上げ、善林会長に諮問書を手渡す。） 

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。 

市長  （市長退室） 

事務局（山田） それでは、ただいまの諮問書の写しを皆様にお配りしたいと

思いますので、少々お待ちください。 

議事に入ります前に、資料の確認をしたいと存じます。 

委員の皆様には、事前に郵送にて資料を送付させていただい

ているところではございますけれども、今一度ご確認をお願い

したいと存じます。 
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まずは、本日の次第、続きまして、資料集として綴じたもの

でございます。こちらの内容でございますけれども、 

資料１の１(１)平成３１年度久喜市国民健康保険税率の方

向性について、 

資料 1 の２埼玉県国保事業費納付金平成３０年度本算定よ

り、 

資料２の１(２)平成３１年度久喜市国民健康保険税の賦課

限度額について、 

資料２の２平成３０年度埼玉県内の国民健康保険税（賦課限

度額）の状況、 

資料３の１(１)久喜市国民健康保険人間ドック等実施要綱

の一部改正について、 

資料３の２埼玉県内の４０市の人間ドック助成集計表、 

資料３の３埼玉県内の４０市の人間ドック助成一覧、 

資料４の１(２)保養施設利用案内の配布方法の見直しにつ

いて、 

資料４の２保養施設利用案内調査集計表、 

資料４の３埼玉県内４０市の保養施設利用助成一覧、 

参考資料としまして平成３０年度版利用できます保養施設、

また本日の配布資料としまして追加資料の１、先ほど配布させ

ていただきました諮問書の写し、以上でございます。 

資料等の不足がございませんでしょうか。 

よろしければ、会議に入らせていただきます。 

久喜市国民健康保険に関する規則第４条第１項により、議事

進行を会長にお願いしたいと存じます。 

それでは、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

をお願い申し上げます。 

はじめに、議事録署名委員を指名させていただきます。 

今回は、川浪委員さん、小林委員さんにお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

諮問事項の（１）「平成３１年度久喜市国民健康保険税率の

方向性について」を議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 

事務局（長岡） （資料に基づき説明） 
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議長（善林会長） 

 

ありがとうございました。事務局から説明がありましたとお

り、現時点では、検討材料が揃っていないことから、本日は現

状や今後の進め方等に対する報告でございました。 

したがって、継続審議を希望するとのことでございましたの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

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。何かございますでしょうか。 

  （質問なし） 

 ご質問がなければ、継続審議ということでよろしいでしょう

か。 

議長（善林会長） 

 

 

 

 

質問がないようですので、（１）「平成３１年度久喜市国民健

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。 

続きまして、（２）「平成３１年度久喜市国民健康保険税の賦

課限度額について」を、議題とします。事務局の説明をお願い

します。 

事務局（長岡） （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。 

 事務局から説明がありましたとおり、本件につきましても、

（１）と同様、継続審議を希望するとのことでございました。 

 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、挙手をお願いしたいと思います。 

川浪委員 

 

初歩的なことで申し訳ないのですが、４の賦課限度額の引き

上げに伴う影響世帯とありますが、どういう意味なのか教えて

いただきたい、どういう影響があるのですか。 

事務局（長岡） 今ですね、例えば医療分であれば５１万円という賦課限度額

となっているところですが、影響世帯とは、この５１万円に到

達している世帯です。これらの世帯は、現在の賦課限度額を超

える所得がありますので、賦課限度額を上げることによって、

保険税も上がることになります。 

同じように、後期高齢者支援金分は１９万円、介護納付金分

は１６万円の賦課限度額となっていますが、影響世帯はこれを

超えている世帯です。 

このように、賦課限度額を上げることで、保険税の支払いが

多くなる世帯のことでございます。 
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川浪委員 わかりました。 

議長（善林会長） よろしいですか。他にございますでしょうか。 

足立委員 

 

４ページの５今後についてを見ますと１６万円の差額につ

いて、今後９３万円に決定していくわけですね。この差額を段

階的に引き上げてということですが、これから継続審議で何年

までにやろうとしているのか、段階というのはどの位の段階を

もって進めていこうとしているのでしょうか。 

事務局（山田） 

 

賦課限度額について、法定額と１６万円の差があって、段階

的にどの位のスパンで差額を埋めていくかというご質問かと

存じます。 

実は、現在国では、賦課限度額の更なる引き上げが議論され

ております。情報によりますと、平成３１年度は更に４万円引

き上げる公算が高いとされています。よって、平成３１年度は

９３万円に４万円加えまして９７万円となる可能性が極めて

高いのかなと考えております。そうしますと、平成３１年４月

になった時点で本市の賦課限度額７７万円です。２０万円の差

が出てしまうという状況でございます。 

今ここで、具体的に何年で法定額までもっていくという話は

できないのですが、今回、上げさせていただく額につきまして

は、１６万円の半分以上の額は上げていかないとなかなか追い

つかないのかなと考えております。その先の差額の解消につい

ては、運営協議会のご意見をいただきながら速やかに取り組ん

でまいりたいと考えております。 

議長（善林会長） 他にございますでしょうか。 

宮澤委員 

 

 

久喜市は、法定賦課限度額よりも相当低い賦課限度額を設定

しておりますけれども、こうした法で定めている額より低くし

ていることにより、何かペナルティ的なものがあるのか教えて

いただければと思います。 
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事務局（山田） 

 

賦課限度額につきまして、法で定めている基準より低いこと

によってペナルティはあるかというご質問かと存じます。 

今年から国保制度改革によりまして、保険者努力支援制度が

創設されました。この制度は、保険者の各種取り組み、例えば

収納率ですとか特定健診の受診率などについて、その達成状況

を評価し、結果に応じて県から交付金がもらえるという制度で

ございます。そのメニューのひとつとしまして賦課限度額が法

定どおり定められているかいうのも入ってございまして、法定 

賦課限度額に準じて限度額を定めている場合は交付金が交付

されるものでございます。本市は法定賦課限度額に準じており

ませんので交付金はもらえておりません。 

もう１点、定期的に実施されます県の指導監督の中で、本市

の賦課限度額の水準が法定賦課限度額に比べて低いという指

摘がございました。以上でございます。 

議長（善林会長） 他にご質問はございますでしょうか。 

ないようでございますので、（２）平成３１年度久喜市国民

健康保険税の賦課限度額についての質疑は以上といたします。 

今回は、平成３１年度の税率の方向性と賦課限度額について

の諮問がありましたが、本件につきましては、今後示される埼

玉県の仮算定の結果を待って、次回の運営協議会にて引継ぎ審

議を継続したいと存じますが、よろしいでしょうか。 

それでは諮問事項（１）平成３１年度久喜市国民健康保険税

率の方向性について及び（２）平成３１年度久喜市国民健康保

険税の賦課限度額については、いずれも審議を継続するものと

します。 

続きまして、協議事項（１）久喜市国民健康保険人間ドック

等実施要綱の一部改正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（大野）  （資料に基づき説明） 

松本委員 

 

６ページのところで見直しの方向性として１の久喜市国民

健康保険に継続して１年以上加入していることをなくすとい

うことで実際に変更後はどういう形になるか示されている１

と２を明文化するのですか。ただ、１だけを省いて２の分だけ

を明文化するのですか。 
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事務局（山田） 改正後の要綱でございますが、委員おっしゃるとおりですね

１の要件であります、継続して１年以上、これを外しまして、

国保税をきちんと納めていただいている世帯という要件のみ

で運用してまいりたいと考えております。 

松本委員 

 

わかりました。 

もう一つ、資料３－３で県内の状況をみると、対象年齢制限

のほとんどが、３０歳以上や３５歳以上となっている。一方で

久喜市は年齢制限なしとなっているが、制限なしの団体はかな

り少ない。制限なしとするのと、例えば３０歳以上について年

齢制限することで違いは出てくるか。 

事務局（山田） 資料３－３のとおり、人間ドックの助成につきまして、久喜

市は年齢制限なしでやらせていただいております。実際に人間

ドックを受診される方は、わりと年齢が高い方が多いのが実情

です。本市は年齢制限はありませんが、例えば３０歳未満ある

いは、３５歳未満の年齢制限を設けても受診者が大きく減少す

るなどの影響はないのかなと考えております。疾病予防のため

の事業でございますので、年齢制限について見直すことは考え

ておりません。 

松本委員 ３０歳以上と決める必要もないということですよね。 

事務局（山田） 人間ドック事業でございますが、保険者の任意の事業でござ

いまして、各保険者によって、対象年齢や助成額等々違いがご

ざいます。例えば、特定健診を受けた場合は人間ドック助成を

しないなど色々なやり方があります。 

本市では、１人でも多くの方に人間ドックを受けていただい

て、健康維持に心がけていただきたいという狙いがございます

ので、年齢制限については考えてございません。 

また、人間ドックを受けていただくと特定健康診査の診療項

目と重なるものがありますので、その部分が特定健康診査の受

診率に加えることができる制度がございます。したがいまし

て、人間ドックを受けていただくと特定健康診査の受診率も上

がってくるというメリットもございます。 

川浪委員 助成金のところで、例えば、さいたま市は１万円で、久喜市

は２万８千円となっており大きな差があります。この財源はど

うなっているのか、また、どういう理由でこのような差が生じ

ているのか教えていただきたいです。 
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事務局（山田） 助成額につきまして、委員さんご指摘のとおり保険者によっ

てかなりばらつきがございます。市の独自の事業として取り組

んでおりますので、助成額の設定についても近隣市町の状況等

を参考にして、市の考え方の下で決定してきた経緯がございま

す。なお、助成金の財源につきましては、基本的には皆様から

いただいた保険税の中でやらせていただいております。 

川浪委員 この辺については、今後検討する予定はあるのですか。 

事務局（山田） 人間ドックの助成額については、久喜市が合併した時に当初

の金額が設定されました。当時はもっと低い金額であった経緯

がございます。 

その後、近隣市町の人間ドック等の助成額を参考にしまし

て、国保運営協議会のご意見を伺いなら助成額を決めてまいっ

た経緯もございますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

小林委員 助成額については埼玉県の市の中でも格差がある。これは、

市によって税率も違うことか、らそれぞれの予算状況に応じた

助成額を設定していると考えてよいのではないか。 

先ほど説明があったが、久喜市の財政状況をみると、予算で

も決算見込みでも税収の不足が見込まれるとのことでした。  

財政状況がかなり下の方だとすると、それに見合った助成額

に是正していかないといけない。不足分について税率を上げれ

ばいいということでは、市民が大変困惑すると思う。税率を上

げていくだけでなく、助成金も下げていくといった努力をし

て、なおかつ収入の面でも今後減少をいかにして抑えてバラン

スをとるかを考えるべきではないでしょうか。 

助成金については、今までどおりで、下げることはしないと

いうことですか。 

埼玉県の中の全体を見て是正していかないのですか。 

事務局（山田） 助成額につきましては、先ほどご説明申し上げましたとお

り、運営協議会のご意見をいただきながら引き上げてきた経緯

がございます。委員ご指摘の助成額の引き下げにつきまして

は、なかなかですね、現状の２万８千円という金額を引き下げ

るというのは、被保険者にとって税が上がって、サービスが下

がってということになりますと、両方マイナスの影響となりま

すので、難しいと考えております。 
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宮澤委員 小林委員のおっしゃるとおり、税率を上げる一方で、人間

ドック助成額を下げるというのも一つの考え方かと思います。    

しかし、人間ドック事業の本来の目的である疾病の早期発

見、健康の維持に着目すれば、それはあくまで医療費を増大さ

せないという効果もあると思います。人間ドック事業という

サービス事業に経費をかけて医療費がかからないようにすれ

ば、給付が抑制され、税率を上げないでも済むという考え方も

あろうかと思います。人間ドック事業をやって効果が本当にあ

るのかないのか、やることによって医療費が下がっているのか

どうなのか、その辺を見極めないと確かにおっしゃるとおり、

市民から納得が得られないかもしれないし、その辺の考え方を

整理する必要があると思う。今すぐではないのですが、こう

いった機会に考え方を整理して何かしら手を打たないと、片一

方は税率を上げます、片一方はサービスはそのままです、と言

う訳にはいかないのかなと考え方を申し上げただけです。 

事務局（山田） 人間ドックの医療費適正化の部分でどの位その効果が出る

のかと、検証が必要だろうとのご意見かと存じます。それにつ

いても今後検討させていただければと考えております。 

議長（善林会長） 他にございますでしょうか。よろしいですか。質問がなけれ

ば、（１）久喜市国民健康保険人間ドック等実施要綱の一部改

正について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。 

（賛成全員） 

ありがとうございました、賛成全員でございましたので、協

議事項（１）久喜市国民健康保険人間ドック等実施要綱の一部

改正については、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、今後の事務

に反映されますようお願いします。 

続きまして、協議事項（２）保養施設利用案内の配布方法の

見直し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（大野）  （資料に基づき説明） 

足立委員 資料４－３を見ますと作成方法として自庁作成がほとんど

で業務委託は２市、さきほどの関連として、自庁作成して希望
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者へ配布する方法と業務委託で希望者に配布する形で予算的

にどの位差があるのでしょうか。 

事務局（山田） 平成３０年度としましては、５６万円を計上しました。これ

を見直しますと、５万４千円ほどになるので、予算上ですと 

５０万６千円ほど削減できます。 

足立委員 

 

市が出している助成金３千円は変わらないということです

か。事業自体の見直しはないのですね。 

事務局（山田） 今回は、配布方法のみの見直しとなりますので、事業内容等

については変更ございません。 

川浪委員 周知の方法ですが、②の利用した被保険者だけお知らせする

といことですがこれはどういうことですか。 

事務局（山田）  平成３０年度に保養施設の助成を利用した方につきまして

は、平成３１年度も利用の可能性が高いだろうと考えておりま

す。したがいまして、これらの方には、利用案内の全戸配布は

終了させていただきましたというお知らせ、また平成３１年度

版の利用案内を１年度に限り、郵送にてご案内しようと考えて

おります。 

川浪委員 

 

 

その主旨はわかるのですが、公平ではない気がします。 

今まで使っていなかった人には周知しなくてもいいよと聞こ

えます。あえてここまでする必要があるのかなと思います。 

事務局（山田） 

 

 

 

今まで、こちらの制度をご利用されてこなかった方につきま

しては、広報くきや市ホームページでお知らせしていきたいと

考えております。また、先ほどの平成３０年度の利用者への対

応につきましては、丁寧にしっかりと周知した方がいいのかな

という考えのもとでこのような対応をさせていただきたいと

考えております。 

川浪委員 わかりました。 

宮澤委員 保養施設の利用者について９ページ資料４－１の中段に、平

成２９年度の利用実績の掲載がありますが、これの利用実績は

どのような状況ですか。ほぼ横ばいとか、上がっているとか、

下がっているとか傾向はありますか。保養施設助成事業は実施

して何十年と過ぎている。昔は、海の家とか助成していました

よね、その頃からの流れでずっと来ているような気がするので

すけれども、実績は実際どうなのですか。 
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宮澤委員 

 

 

 

 

 

 

利用者の公平の観点から国保に加入している利用する人は

利用する、使用しない人はしない、３千円の助成。先ほどから

関連するのですが健康増進、健康増進と言いつつも、この辺も

先ほどと同じように検討に値する時期なのかなと気がします。

実績を見ていただいて、下降ぎみでしたら、何かしら手を加え

てはと、助成額を下げてみるとかあるいは何か縛りをかけると

か、その辺考え方があればお願いします。 

事務局（山田） 

 

 

 

 

利用実績でございますが、ほぼ横ばいか、微増という状況で

ございます。副会長からご指摘いただきましたとおり、保養施

設助成制度そのものが、時代の移り変わりによりその役割を終

えたと感じるところもございます。県内の市４０市のうち実施

しているのは２６市でございまして、廃止したところもあると

聞き及んでおります。本市では、保養施設助成について、被保

険者の健康増進福利厚生という形でやらせていただいておる

わけですが、他市の状況等を見極めながら、今後どのような形

で助成すべきか、あるいは、存続すべきかを含めて今後検討し

ていきたいと考えております。 

足立委員 

 

 

平成３０年度利用者だけに個別郵送となると、横のつながり

もありますので、もらったとかもらっていないなどの話が必ず

出てくると思います。これから利用しようとする人もいます

し、ずっと利用している人もいます。 

その年々で利用者が変わりますので、こっちは来たとか来な

いとかのトラブルになるのではないかと思います。広報紙は、

正直見ていない人が多いと思いますし、ほとんどの人は利用案

内が全戸配布で来ると思っていますし。利用案内は１年に一遍

配布されますから、これは皆さん保管して、これを見ながら家

族で行ってみようかなと検討している人が結構いるわけです。   

老人会などの団体も多く利用していると思うのです。多くの

人がまた利用する可能性がありますので、その都度お知らせを

するとなるとまた、結局手間がかかるのではないでしょうか。  

広報紙や市ホームページで周知する際は、はっきりと丁寧に

お知らせするよう検討してみてください。 

事務局（山田） 

 

 

 

 今回利用された方のみ送るというのは不公平ではないか、ト

ラブルになるのではないかというご意見かと存じます。 

確かにいつも届いている物が来たり来なかったり等の苦情

もあろうかと存じます。その際は、本庁や各総合支所に取りに
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行っていただくよう丁寧にご案内したいと考えております。な

お、どうしても取りに来ていただけない場合は郵送で対応させ

ていただきたいと存じます。 

平成３０年度利用者への個別のご案内は、一年度限り、この

ような方法でやらせていただければと考えておりますのでご

理解をいただきたいと存じます。 

足立委員  何部刷るのですか。世帯数するわけではないですよね。 

どの位刷って印刷して保管しておくのですか。 

事務局（山田）  ５千部ほど用意する予定でございます。 

議長（善林会長）  他にございますでしょうか。よろしいですか。質問がなけれ

ば、（２）保養施設利用案内の配布方法の見直しについての質

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。 

賛成全員でございましたので、協議事項（２）保養施設利用

案内の配布方法の見直しについては、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、今後の事務

に反映されますようお願いします。 

 質問がなければ、５その他について、事務局から他にありま

すか。 

事務局（山田） 

 

事務局から一点報告させていただきます。補正予算について

ご報告がございます。特に資料は用意してございません。内容

でございますけれども、１１月議会におきまして、人事院勧告

に基づく職員の給与改定が行われる予定でございます。これに

伴いまして人事課の方から指示がございまして、国民健康保険

特別会計の人件費について歳入歳出共に６６万円の増額補正

を行う予定でございますのでご報告申し上げます。 

以上でございます。 

議長（善林会長） ありがとうございました。連絡事項はございますか。 

事務局（山田） 

 

事務連絡でございます。次回、第３回目の協議会の開催でご

ざいますけれども２月定例会前の１月２８日の月曜日を予定

してございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

なお、開催にあたりましては、１か月位前にご案内し、１週
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間前位までに資料の方は送付させていただきます。 

また、本日は茶封筒の中に埼玉の国保など国民健康保険に関

する冊子等資料を用意させていただきましてので、お持ち帰り

いただきたいと思います。以上です。 

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

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。 

ご協力ありがとうございました。 

事務局（山田）  善林会長におかれましては、長時間にわたり議長をお務めい

ただき、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存じます。 

 （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、第２回目の久

喜市国民健康保険運営協議会を終了とさせていただきます。 

本日は、大変お疲れ様でございました。 
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