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様式第1号(第5条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 第３回久喜市国民健康保険運営協議会会議 

開催年月日 平成３１年１月２８日 月曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時５０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

山中佳代、吉田信一、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、岸 和弘、 

廣瀬 実 

欠席委員(者)氏名 儘田省吾、中村香里 

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 

堤 幸喜 給付係長 

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 部長あいさつ 

会長あいさつ 

３ 諮問 

４ 議題 

【審議事項】 
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（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 

【諮問事項】 

（１）平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）（案）について 

（２）平成３１年度久喜市国民健康保険特別会計予算（案）

について 

【報告事項】 

 久喜市国民健康保険保健事業実施計画の報告について 

５  その他 

６ 閉 会 

配布資料 

【審議事項】 

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 平成３１年度納付金・標準保険税率の秋の試算

（仮算定）について 

資料１－３ 埼玉県国保事業費納付金 平成３０年度本算

定、平成３１年度仮算定 

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 埼玉県国保事業費納付金 平成３１年度仮算定 

資料２－３ 所得超過世帯数等の状況について 

 

【諮問事項】 

資料３  平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計予算

（第３号）（案）の概要 

資料４－１ 平成３１年度久喜市国民健康保険特別会計予算

（案）の概要 

資料４－２ 平成３１年度久喜市国民健康保険特別会計予算

（案）の概要説明 

【報告事項】 

資料５  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）実施結果について 

会議の公開又は非公開  公開  
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傍聴人数 １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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、平成３０年度第３回久喜市国民健康保険運

営協議会を開会いたします。 

始めに、この度、当市運営協議会第４号委員につきまし

て、委員の辞任に伴う異動がございましたので、ご報告いた

します。 

全国健康保険協会埼玉支部からご推薦の山本展広様におか

れましては、人事異動による配置換えにより、昨年１２月末

日をもって辞任したい旨の連絡がございました。 

代わりまして、本日付けで、同じく全国健康保険協会埼玉

支部からご推薦いただきました、岸和弘様を新たに委員とし

て委嘱させていただきましたので、ご報告申し上げます。岸

委員には、一言ごあいさつをいただきたいと存じます。 

岸委員 （自己紹介） 

事務局（山田） ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、本日の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。 

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。 

それでは、はじめに山﨑健康増進部長よりご挨拶申し上げ

ます。 

山﨑部長 （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、部長から当協議会

に諮問させていただきます。 
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山﨑部長 （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） 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。 

まず、本日の次第でございます。 

次に、座席表でございます。 

次に、名簿でございます。 

次に、先ほどお配りしました諮問書の写しでございます。 

続きまして、資料集として綴じたものでございます。資料

等の内容でございますが、資料１－１から資料５までの全 

１６ページでございます。 

なお、資料３につきまして事前配布をさせていただきまし

た委員の皆様には差替をいたしましたので、ご確認をお願い

いたします。 

本日の資料は以上でございますが不足等はございませんで

しょうか。ありがとうございました。それでは会議に入らせ

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項の規定によ

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

力をよろしく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、塚野委員さん、山中委員さんにお願いいたします

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

昨年１１月に開催しました第２回運営協議会におきまし

て、継続審議とした審議事項でございます。 

まず、（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） 

議長（善林会長） 

 

ありがとうございました。ただいま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。 
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岸委員 

 

 

 

 予算の収支不足分について、基金から充てることにより税

率を据え置くとの方針ですが、一方で、医療費適正化として

の取り組み、例えば疾病予防や保健指導などの取り組みにつ

いて、具体的な案は示されているのでしょうか。 

事務局（山田） 

 

 

 医療費適正化対策の具体的な方策についてのご質問と思い

ます。医療費適正化対策につきましては、特定健康診査、特

定保健指導をベースに取り組んでまいります。基本的には、

平成２９年度からを計画期間とする「久喜市データヘルス計

画」に掲げられている事業を推進してまいりますが、平成３

１年度については、重症化予防事業を拡大し、糖尿病の方が

人工透析にならないようにサポートを強化してまいります。   

また、がん検診の助成、人間ドック助成、県が行っており

ます健康マイレージ事業等についても、取り組んでまいりま

す。 

この後、平成３１年度予算の関係や保健事業実施計画のご

報告でも説明しますけれども、被保険者の健康づくり事業に

ついては、力を入れてまいりたいと考えております。 

議長（善林会長）  他にございますか。 

足立委員 

 

 

 平成３１年度予算案で生じる保険税の税収の不足につい

て、基金を使うとのことです。補てん目的の基金積立金を取

り崩して、被保険者に負担がかからないように配慮するとい

う考え方が示してあります。平成３１年度予算は、この考え

方をべースにしていますが、今後もこの対応でよいのかとい

う疑問はあります。医療費の適正化対策としては、特定健康

診査や特定保健指導の実施、また収納対策などに取り組むと

ありますが、一つ一つしっかり片づけていかなければならな

いと思います。こうした課題について引き続き取り組んでい

くことは重要なところだと思いますが、今後の考え方につい

て、明確に教えていただければと思います。 

事務局（山田） 

 

 まず、基金の関係ですが、収支不足分について安易に基金

を充当していくと、やがて基金が底をついてしまうのではな

いかというご意見かと存じます。 

先ほどご説明させていただきましたとおり、現在基金残高

は、９億２千万円ほどございます。今回、私どもの案としま

しては、３１年度は基金を活用させていただきまして、税率

据え置きたいとするものです。そうは言っても、このまま基
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金を活用して行きますと、いずれは、枯渇してしまう可能性

もございます。今後につきましても、基金の状況、市の国民

健康保険財政の状況などを総合的に見ながら、毎年シミュ

レーションを行い、そうした中で、税率改正の必要性を含め

た本市国保の運営について、運営協議会にお諮りし、ご意見

をいただきながら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、医療費適正化対策、収納対策の具体的な取組みにつ

いてです。まず、医療費適正化対策につきましては、今日の

議題の報告事項にもありますけれども、いわゆるデータヘル

ス計画を推進してまいります。この計画では、特定健診の受

診率の向上、特定保健指導の実施率の向上、それから重症化

予防、ジェネリック医薬品の活用等々の計画が位置付けられ

ておりますので、この計画に則って取り組んで参りたいと考

えております。  

収納対策につきましては、収納課の担当でございますが、

負担の公平性の観点からも適正に滞納整理と言いますか、収

納対策にあたっていただくよう連携してまいります。 

議長（善林会長）  他にございますか。 

宮澤委員 

 

 関連して質問します。今後、特定健康診査や特定保健指導

の実施や収納対策に取り組んでいく旨のお話ございましたけ

れども、久喜市では第３期の特定健康診査等実施計画を定め

ていると思いますが、平成３０年度の実施状況については、

計画のとおり進んでいると理解してよろしいのでしょうか。 

事務局（山田）  ご質問のとおり、本市では特定健康診査等実施計画を平成

３０年度からの計画ということで定めております。こちらの

進捗状況でございますが、結論から申し上げますと、計画に

掲げた目標値には到達していない状況です。 

特定健康診査の受診率、特定保健指導の受診率について

は、いずれも国の方針が６０％で掲げられておりまして、私

どもの計画も最終的には６０％を目標にやってございます。  

ただしですね、年度ごとの目標の数値は決めております

が、残念ながら目標値には達していない状況です。ちなみ

に、特定健康診査の受診率を申し上げますと、平成２９年度

は、４３％でございました。前年度よりは若干増えている状

況にはあります。 
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議長（善林会長） 

 

 

 

 

他に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。 

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、審議事項（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は、原案のとおり

決定いたしました。 

 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。事務局の説明を求

めます。 

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。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。 

川浪委員 

 

 平成２７年度基準まで引き上げるということですよね。 

今回引き上げて、今後は最終的に平成３０年度基準まで

持っていくのかどうか、その辺はどうお考えですか。 

事務局（長岡）  賦課限度額については、資料２－１の２の賦課限度額の方

向性で説明させていただきましたとおり、今回は平成２７年

度基準の８５万円ということで、８万円の引き上げを考えて

おります。今後についても、埼玉県国民健康保険運営方針で

示されておりますとおり、法定額のとおり設定し、県内どこ

でも同じ限度額とすべく、段階的に上げていく方向で考えて

おります。 

川浪委員 

 

 段階的に上げると言いますが、何年後にどの位と考えてい

ますか。 

事務局（山田） 

 

法定額に対して、今回上げても差があると、その差額を段

階的にどの位の期間をかけて埋めていくか、というご質問か

と存じます。 

現在、国では、平成３１年度からの賦課限度額について議

論が進められておりまして、与党の税制改正大綱によります

と、平成３１年度は更に３万円引き上げると示されておりま

す。従いまして、法定限度額は９６万円になる公算がかなり
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高いです。また、平成３２年度以降についても引き上げられ

る可能性があります。このように、毎年賦課限度額の検討が

なされておりますので、現時点で、いつまでに法定額に追い

付くかは、ここでは申し上げられない状況です。今後につき

ましても、委員の皆様に適正な賦課限度についてご審議いた

だき、適正な金額を検討してまいりたいと考えております。 

議長（善林会長） 

 

 

 

 

事務局案で示されたとおり、あまり急激に上げては、被保

険者の負担が大変だと思いますので、段階的に上げてはどう

でしょうか。 

今回、８５万に設定しても、いずれは上げていく必要はあ

ると思いますので、ご理解をお願いします。 

他にご質問はございますでしょうか。 

質問がなければ、（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。 

 それでは、ここで採決に入りたいと思います。審議事項の

（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、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。 

 賛成全員でございますので、審議事項（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、原案のとお

り決定いたしました。 

 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が、委員の皆様に私から提案

がございます。 

さきほど、委員の皆様から様々なご意見をいただきました

とおり、保険税率については、国保の財務状況など色々な角

度から十分に検証を行っていただき、必要な見直しを実施し

ていただきたい。   

また、賦課限度額については、今回８５万円に引き上げる

ことについて委員の皆様はご理解いただけたと思いますが、

事務局から説明があったように、今後も法定限度額に向けて

段階的に引き上げることについて、引き続き検討を行ってい

ただきたい。   
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さらに、国、県も盛んに言っておりますが、医療費の削減

のため、保健事業に全力を上げて取り組んでいただき、特定

健診、特定保健指導の更なる推進に向け、尽力していただき

たい。また、保険税の収納対策についても、税収確保のため

に努力をしてもらいたい。 

これらのことをきっちり推進していただくよう、附帯意見

として掲げさせていただいてはどうでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 答申案は作成については附帯意見を付して賛成としていた

だければと思います。 

１３時５５分まで休憩とします。 

 （暫時休憩） 

議長（善林会長） 

 

再開いたします。 

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４号 

平成３１年１月２８日 

久喜市長 梅田修一 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１１月１４日付け、久国第１３５５号で諮問が

あり、継続審議となっておりました、「平成３１年度国民健

康保険税の方向性」及び「平成３１年度国民健康保険税の賦

課限度額」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３１年度久喜国民健康保険税率の方向性について 

   平成３１年度は、現行の税率を維持することが適当で

あること。 

（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 
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  賦課限度額については、下表のとおり、医療分を１万

円、後期高齢者支援分を３万円、介護納付金分を４万円

引き上げ、合計で８５万円とすること。 

  医療分 

(基礎課税) 

後期高齢者

支援分 

介護納付金

分 

 

合計 

現行 ５１万円 １４万円 １２万円 ７７万円 

改正後 ５２万円 １７万円 １６万円 ８５万円 

 ２附帯意見 

（１）保険税率や賦課限度額について、今後も国民健康保険

財政の現状分析を行い、適切な検討及び見直しを実施さ

れたい。 

（２）国民健康保険財政の健全化に向け、保健事業などの医

療費適正化対策及び収納対策等の推進について、より一層

の努力をされたい。 

 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） 

山﨑部長 

 

 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、市長へ報告させていただきます。 

議長（善林会長）  審議事項は、以上でございます。 

 続きまして、諮問事項（１）「平成３０年度久喜市国民健

康保険特別会計補正予算（第３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（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。 

宮澤委員  保険給付費についてお伺いします。現在インフルエンザが

猛威をふるっておりますが、こういった医療に係る診療報酬

が確定するのが３月頃になるかと思います。このような場

合、保険給付費が不足するというような可能性もあるのかな

と、そういった見込はどうなのか、保険給付費の現状をどう

捉えているのか教えていただきたいと思います。 
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事務局（山田）  保険給付費の平成３０年度の見込でございます。保険給付

費につきましては、今回、出産育児一時金の負担増というこ

とで、２１０万円の増額補正を計上させていただきました。  

保険給付費全体の状況ですが、昨年の９月補正で療養給付

費を増額させていただきまして、今年度は、この金額の中で

賄えるのかなと考えております。 

しかしながら、宮澤委員がおっしゃるように、万が一この

予算を上回るような財政支出が発生した場合につきまして

は、基金、予備費を活用して対応してまいりたいと思いま

す。医療費につきましては、埼玉県から全額交付される保険

給付費等交付金により手当てされることになっておりますの

で、本市が一時的に支出したとしても、埼玉県から補てんさ

れるものでございます。 

宮澤委員  県が全市町村から納付金を集めて、それぞれの市町村へ医

療費を分配するものだと思うのですが、予想以上の医療費が

かかった場合は、患者を抱えている市町村に降りかかってき

ますよね。予想以上の医療費が発生した場合、基金で対応す

るということでよろしいですよね。 

事務局（山田）  保険給付費については、基本的には、出産育児一時金と葬

祭費を除いたもの、通常の療養給付費はすべて埼玉県から交

付されます。 

宮澤委員  予想以上の支出、予算を超える支出が発生した場合、納付

金として追加徴収されるなどの負担があるのですよね。 

事務局（山田）  納付金は、各市町村の前年度の医療費、被保険者の所得の

状況、被保険者数等により算定されます。従いまして、例え

ば今年度、見込よりもすごく保険給付費がかかってしまった

からといって、すぐさま納付金が上がるということではござ

いません。 

宮澤委員  わかりました。市の方に負担が来るわけではないのです

ね。 

岸委員  ６款の保健事業費、特定健診の委託料の減額はどのような

理由で減額になったのか教えていただければと思います。 

事務局（山田）  委託料の減額ですが、当初の見込よりも受診者か少なかっ

たことにより、減額させていただくものでございます。 



13 

 

議長（善林会長） 他に質問がないようですので、（１）平成３０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。 

 （賛成多数） 

議長（善林会長）  ありがとうございました。 

 諮問事項（１）平成３０年度久喜市国民健康保険特別会計

補正予算（第３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、諮問事項（２）平成３１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。 

 （特になし） 

参考までに教えていただきたいのですが、保健事業費の中

の特定保健指導事業費がかなり増額されている背景はどうい

うところにあるのでしょうか。 

事務局（山田）  平成３１年度から重症化予防事業につきまして事業を拡大

しています。これまでは市単独で重症化予防事業に取り組ん

でまいりました。予算規模でいいますと１４５万円程度で、

５件～１０件程度の保健指導を行ってまいりました。 

平成３１年度からは、埼玉県、埼玉県医師会、埼玉県糖尿

病対策推進会議、これら３者で行なっております糖尿病性腎

症重症化予防プログラムに参画させていただくことになりま

した。予算規模は、約１，７００万円でございます。 

この事業は県内市町村の共同事業として現在、４９市町村

が参画しております。 

具体的には約５０人程度を対象とした保健指導を展開して

いきます。電話による受診勧奨については、２００人程度を

予定しております。この事業により糖尿病患者が人工透析に

いかないような形でケアしていく内容でございます。 
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議長（善林会長）  出産育児一時金もかなり増額されていますけれども、背景

について、説明をお願いします。 

事務局（堤）  今年度の補正予算でも上げさせていただいているのです

が、平成２９年度の決算の件数が９０件であったことと、今

年度は、上半期でも５０件ほどの状況を踏まえ、下半期を見

据えて５件分を追加し、９０件分、補正予算額２１０万円を

見込んだところです。平成３１年度当初予算は、直近３年間

の実績を勘案しまして、９３件分を見込んだ状況でございま

す。 

宮澤委員  平成３１年度予算は、予算総額で前年度比約６億円の減、

３．７％減となっています。これは、端的に言えば被保険者

数が減少していることに加え、保健事業の実施による医療費

削減効果があった、したがって３．７％の減ですよという答

えが導きだされるのでしょうか。 

事務局（山田）  平成３１年度予算でございますが、前年度比で約６億円の

減でございます。こちらの内容でございますけれども、宮澤

委員がおっしゃったとおり被保険者数が減少したことにより

まして、保険給付費の方がかなり減少しました。資料の１０

ページをご覧いただきますと、平成３１年度と平成３０年度

の比較がありますけれども、こちらの保険給付費を見ます

と、前年度よりも５億６，３００万円減っているということ

で、こちらが主な理由と考えております。保健事業等の医療

費適正化の取り組みの成果については、なかなか検証が難し

いところでございますが、結果的には１人あたりの医療費は

伸びている状況ではあります。 

宮澤委員  ６款繰入金ですが、その他一般会計繰入金は１，２８８万

円の計上で、子ども医療費などの減額相当分を一般会計から

繰入れるとのことです。久喜市の場合は義務教育の中学生ま

で無償化ですよね。これらについての国の方向性としては、

相変わらずペナルティですよね、改善の余地はないのでしょ

うか。 

国・県はこのままズルズル１千万円を超える金額を一般会

計から繰入れることについてどう考えているのでしょうか。  

事務局（山田）  窓口負担の無料化に伴う減額調整の関係ですが、実は、平

成３０年度から子ども医療費のうち未就学につきましては、

ペナルティがなくなりました。このペナルティにつきまして
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は、子育て支援策充実の一環としまして、廃止していただく

よう全国市長会等を通じて国の方には要望している状況でご

ざいます。 

宮澤委員  関連して聞きたいのですが、久喜市の場合６５歳以上のイ

ンフルエンザの予防注射については、１，５００円の補助が

ありますよね。それは一般会計の財源で補助しているので

しょうか。 

事務局（山田） 

 

 インフルエンザの補助につきましては、一般会計の予算で

補助しております。 

議長（善林会長） 他にございますでしょうか。質問がなければ、（２）平成

３１年度久喜市国民健康保険特別会計予算（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。 

 （賛成多数） 

議長（善林会長） ありがとうございました。 

 諮問事項（２）平成３１年度久喜市国民健康保険特別会計

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、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。 

 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５号 

平成３１年１月２８日 

久喜市長 梅田修一 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３１年１月２８日付け、久国第１８１０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。 
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記 

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３号）（案）について 

（２）平成３１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。 

議長（善林会長）  以上でござます。各委員の皆様、この答申の内容でよろし

いでしょうか。 

 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。 

山﨑部長  ありがとうございました。市長へご報告させていただきま

す。 

議長（善林会長）  諮問事項は、以上でございます。続きまして、報告事項

（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）実施結果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。 

 ないようでしたら、報告事項は以上でございます。 

 次に、５その他について、事務局から何かありますか。 

事務局（山田） 

 

 何点か報告、連絡事項がございます。 

 まず、報告でございます。 

 本日、参考資料として配布させていただきました「埼玉の

国保」の巻末にも掲載がありますが、昨年１１月１６日に国

保制度改善強化全国大会が都内の明治神宮会館で開催されま

した。私が現地に赴き、埼玉県選出の国会議員に対しまし

て、国民健康保険財政への安定的な公費投入などの制度改善

につきまして、陳情活動を行ってまいりましたのでご報告申

し上げます。 

 次に、市の組織機構改革の見直しにつきまして、ご報告申

し上げます。 
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 平成３１年度から市の組織機構が変わりまして、国民健康

保険課は、健康増進部から市民部に移管されることになりま

した。 

 なお、健康増進部につきましては、保育課と、子育て支援

課を名称変更しました「子ども未来課」を加え、健康・子ど

も未来部となります。 

 ４月から部は変更となりますが、国民健康保険全般につき

ましては、国民健康保険課の所管となりますので、引き続き

よろしくお願いいたします。 

 最後に事務連絡でございますが、次回の協議会の開催予定

でございますが、例年、９月定例会前の８月に開催を予定し

てございますが、緊急に審議すべき案件が発生した場合につ

きましては、８月前に開催させていただくこともございます

のでご理解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） ありがとうございました。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。議事進行にあたりまして、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３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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