
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 令和２年８月１９日 水曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時３８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、廣瀬 実、中村香里 

欠席委員(者)氏名 儘田省吾、岸 和弘 

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 

森岡秀文  給付係長 

大熊謙児  国保管理係長 

事務局職員職氏名 

市川竜哉  市民部長 

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 

森岡秀文  給付係長 

大熊謙児  国保管理係長 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

  市長あいさつ 

３ 議題 

諮問事項 

（１）令和２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）（案）について 

報告事項 

（１） 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計決算書

（案）について 
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（２） 新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金

の支給等について 

４  その他 

５ 閉 会 

配布資料 

 

資料１   令和２年度久喜市国民健康保険特別会計予算書

（抜粋） 

資料２－１ 令和２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）（案） 

資料２－２ 令和２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）（案）の概要説明 

資料３－１ 令和元年度久喜市国民５健康保険特別会計決算 

書（案）（抜粋） 

資料３－２ 令和元年度久喜市国民健康保険特別会計決算書

（案）の概要説明 

資料４－１ 令和２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

資料４－２ 新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金

の支給について 

資料４－３ 久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

資料５   新型コロナウイルス対策に関する対応について 

 

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、令和２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あ

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、

本会議が成立しております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（山田） ありがとうございました。 

続きまして、梅田市長よりご挨拶をお願いいたします。 

梅田市長 （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、梅田市長から当協議会に諮問をさせていただ

きます。 

梅田市長 （諮問書を読み上げ、善林会長に手渡す） 

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、ここで退席とさ

せていただきますので、ご了承いただきたいと存じます。  

 （市長退席） 

事務局（山田） ただいま、諮問書の写しをお配りしますので、少々お待ち

ください。 

事務局（山田） それでは、議事に入る前に、本年度第 1回目の開催となり

ますので、事務局の紹介をさせていただきます。 

（森岡係長、市川部長、山田課長、長岡課長補佐、大熊係長

の順に自己紹介する。） 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局（山田） 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） 

事務局（山田）  よろしければ会議に入ります。 

 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。 

 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３の議題に入ります。円滑な議事進行につ

きまして、よろしくご協力をお願い申し上げます。 

 はじめに、会議録署名委員を指名させていただきます。 

 今回は、廣瀬委員、中村委員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）「令和２年度久喜市国民健康保険特別会計

補正予算（第２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（大熊） （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、挙手をお願いいたします。 

廣瀬委員 歳入でご説明いただきました８８万円の国庫補助金の増

額補正額につきまして、これに対応する歳出の方は総務費の

中のシステム改修費で、同額が国庫補助金で補助されるとい

うことでよろしかったでしょうか。 

事務局（長岡） ただ今のご質問ですが、歳入の国庫補助金の社会保障・税

番号システム整備費補助金の８８万円の増額につきまして

は、これに対応する歳出の方は、1 款総務費の一般管理業務

経費の３５７万８千円の中に入っております。 

一般管理業務経費の電算業務委託料に、社会保障・税番号

に係るシステム改修業務委託料と税制改正に係るシステム

改修業務委託料がございまして、この内、社会保障・税番号

に係るシステム改修業務委託料の金額が８８万円で、歳入の

額と一致しております。 

廣瀬委員 前年度と今年度で、このシステム整備事業は終了する予定

と思いますが、２年度でどれぐらいの整備費用になるのか、

教えていただけますか。 

事務局（長岡） すみません。確認の上、お答えさせていただきたいと思い

ますので、保留にさせていただいてもよろしいですか。 
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議長（善林会長） それでは、この質問については、保留にさせていただきま

す。他にご質問はございますか。 

議長（善林会長）  私の方からよろしいですか。 

歳入の６款繰入金、一般会計繰入金のところで、地方単独

事業減額調整分について、ペナルティ分に対する増額補正と

いうことですが、具体的には、どのようなことでしょうか。 

事務局（山田） ご質問いただきました６款繰入金、その他繰入金につきま

しては、子ども医療費窓口払い無料化などの地方単独事業に

よる国庫補助金の減額調整分が本算定確定により、額が決定

し、当初予算に不足が生じたため、増額補正するものでござ

います。こちらのいわゆるペナルティ分につきましては、子

ども医療や重度医療などが該当しまして、これらの医療は市

の政策で窓口負担が無料になっているため、その波及効果で

病院に行くことが促進されてしまっていると国は解釈して

おりまして、そのペナルティとして、補助金が減額されてい

るものでございます。 

議長（善林会長） ありがとうございました。他に質問はございますか。 

よろしいでしょうか。 

廣瀬委員さん、先程の質問は、後で回答いただくことでよ

ろしいですか。 

廣瀬委員 はい。 

議長（善林会長） 他にご質問がなければ、「令和２年度久喜市国民健康保険

特別会計補正予算（第２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。 

 （全員賛成） 

議長（善林会長） ありがとうございました。 

全員賛成ですので、諮問事項の（１）「令和２年度久喜市国

民健康保険特別会計補正予算（第２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、報告事項の（１）「令和元年度久喜市国民健康

保険特別会計決算書（案）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（大熊） （資料３－１、資料３－２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。 

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。 

廣瀬委員 歳入について、お伺いいたします。 

不納欠損額の８，１８９万４，３００円ですが、毎年同じ

ような金額で推移しているのでしょうか。 

また、不納欠損額と収入未済額の違いについて、ご説明を

お願いします。 

事務局（長岡） 不納欠損額についてですが、平成３０年度は、１億２，８

６２万８，８６８円で、令和元年度は、前年度と比較して、

約４千万円減少しております。また、件数につきましても、

平成３０年度は１，５９３件に対し、令和元年度は１，２３

９件で、減少しております。 

不納欠損額は、時効であったり、納税が困難であったり、

処分停止などで、今後も徴収の見込みがたたないなどの理由

により、市が徴収を断念した額になります。一方、収入未済

額は、納付できる状況であったのに、納付していただけず、

収入に入らなかった額になります。 

廣瀬委員 ありがとうございました。 

不納欠損額が減少していることについて、何か大きな要因

などはあったのでしょうか。 

事務局（長岡） 被保険者数が減少しておりますので、それに伴い、税額の

方も減少していることが影響しているのではないかと考え

ております。 

議長（善林会長） 他にございますか。 

松本委員 歳出の方の保健事業費ですが、人間ドック助成やがん検診

助成や特定健診などを実施していますが、これらの事業内容

が前年度に比べて増えているのか、そんなに増えていないの

か、お伺いします。 

これらの事業については、もっと充実させていった方が良

いというふうに私は考えているのですが、いかがでしょう

か。 

事務局（山田） 保健事業費についてでございますが、今回の決算で、保健

事業費全体では、８.３％ほど、増加しております。 

増加した主な要因といたしましては、糖尿病性腎症重症化

予防対策事業が、約２千万円ほど増えていることによるもの
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と考えております。 

しかしながら、被保険者数が徐々に減少傾向でございます

ので、今後は、予算規模自体としては、縮小傾向にあるのか

なというふうには考えております。 

松本委員 ありがとうございます。 

それに関連して特定健診と保健指導の最終的な受診率に

ついて、前年度と比べて、令和元年度はどのような結果に

なっているか、参考までに、教えてください。 

事務局（大熊） 特定健診の受診率につきましては、平成３０年度は４２．

９％が確定値となっております。 

それに対し、令和元年度は、まだ確定値が出ていないため、

速報値になるのですが、７月末時点で４２.０％となってお

ります。 

まだ途中経過ですが、令和元年度の受診率は、平成３０年

度の同時期と比べ、わずかに上がっているような状況でござ

います。 

最終的に、令和元年度の受診率は、１１月頃に確定する予

定ですが、７月末現在で４２％という数字になっております

ので、もう少し伸びるのではないかなというふうに予想して

おります。 

また、特定保健指導の受診率につきましては、平成３０年

度は、動機付け支援が１５.１％、積極的支援が９.０％、全

体で１４.１％となっております。 

それに対し、令和元年度は、速報値ですが、動機付け支援

が８.６％、積極的支援が２.７％、全体で７.７％となってお

ります。 

議長（善林会長） 他にご質問はございますか。 

宮澤副会長 ただ今、特定健診と特定保健指導の確定値ではないとのこ

とですが、数字が示されたところですが、これはデータヘル

ス計画と照らし合わせて、現状はいかがですか。計画に沿っ

て、受診率は上がってきているのでしょうか。 

今後このような対応をとっていくとか、そういうところま

でお話できるようであれば、説明をお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

事務局（山田） 特定健康診査と特定保健指導の関係でございますが、ただ

今、宮澤副会長からのご質問の通り、久喜市データヘルス計
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画及び第３期久喜市特定健康診査等実施計画の中に、目標値

が掲げられております。 

最終的に、特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率と

ともに、令和５年度までに６０％という目標値が掲げられて

おりますが、実際には、なかなかこの計画通りに目標達成と

いうのは難しいかなというふうには考えております。 

宮澤副会長 わかりました。引き続き、お願いしたいと思います。 

あと、もう１点、確認させていただきたいのですが、先程、

廣瀬委員からご質問がありましたが、それに関連しまして、

社会保障・税番号制度システム整備の補助金について、補正

予算において国庫支出金を８８万円増額補正することや、決

算において国庫支出金の７９５万６千円のうち７４８万円

が当該補助金ですとのご説明を受けたのですが、これは、も

ともとマイナンバーを普及させるための国の施策という説

明を以前、受けたと思います。 

このマイナンバーの久喜市の普及率はどのような状況で

しょうか。 

事務局（市川） 今、確定したはっきりとした数字は分からないのですが、

約１６％前後になっているかと思います。 

県と比べて、若干低いような状況でしたが、今回、特別給

付金の関係で、マイナンバーで申請できるとの話もありまし

たので、新しく申請された方が、例年に比べて、月で３倍か

ら４倍ぐらいいらっしゃいましたので、数値的には伸びてい

る状況でございます。 

あと、マイナポイント制度も、今後、始まるということで、

その影響もあり、増えている状況でございます。 

議長（善林会長） 他にございますか。よろしいでしょうか。 

事務局（長岡） 先程、廣瀬委員さんからいただいたご質問ですが、オンラ

イン資格確認等システムの整備費用につきましては、令和元

年度が７４８万円、令和２年度の現契約額が３７４万円、今

回の令和２年度補正予算で８８万円の増額となりますので、

２年度分の合計は、１，２１０万円になる予定です。 

議長（善林会長） １，２１０万円ということですが、廣瀬委員さんよろしい

ですか。 

廣瀬委員 はい。 

議長（善林会長） 他にございますか、よろしいでしょうか。 
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ご質問がなければ報告事項（1）令和元年度久喜市国民健康

保険特別会計決算書（案）についての質疑は以上といたしま

す。 

 

続きまして、報告事項（2）新型コロナウイルス感染症に対

する傷病手当金の支給等についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 

（森岡、大熊、長岡） 

（資料５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、ご質問ご意見のある方は、挙手をお

願いいたします。 

小林委員 傷病手当金の適用期間の関係ですが、現在、久喜市でも感

染者の情報がホームページ等で掲載されていますよね。 

それで、この状況がまだ続くということも考えられますの

で、この傷病手当金の適用期間である１年６ヶ月をもう少し

延長するといった考えはあるのでしょうか。 

それから、補正予算の積算根拠について、毎月３名の感染

者を見込んで積算していますが、今現在、それで足りている

のか、どのくらいの数で推移しているのか、現状を教えてい

ただければと思います。 

事務局（森岡） まず、適用期間に関してのご質問でございます。 

傷病手当金の適用期間につきましては、今年の９月３０日

までとなっておりますが、これは、国からの通知をもとに決

定させていただいております。 

現在、県を通じて国に対し、今後、この適用期間が感染状

況に応じて延長はあるのか、もし延長となるのであれば、早

めに教えて欲しいという要望は出しておりますが、現在のと

ころ、国から、期間の延長といったお話は来ていないところ

でございます。 

そのため、今後、国から適用期間延長の通知が来ましたら、

速やかに対応していきたいというふうに考えております。 

続きまして、積算根拠となる想定人数に関してのご質問で

ございます。 

傷病手当金の補正予算の積算を行った４月時点で、久喜市

内の感染者数は、３人でしたが、このところ感染者数が増え
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てきて、現在、３１人の方の感染の情報が公表されていると

ころでございます。 

このような中、現在、久喜市国民健康保険に加入している

被用者の方で、感染もしくは感染の疑いがあって、この傷病

手当金の支給に該当された方はいない状況でございます。 

議長（善林会長） よろしいですか。他にございますか。 

質問がなければ、報告事項（２）新型コロナウイルス感染

症に対する傷病手当金の支給等についての質疑は以上とい

たします。 

３の議題については以上でございます。 

 

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。 

国民健康保険事業について（答申） 

令和２年８月１９日付け、久国第８７３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） 令和２年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）（案）について、原案のとおりとする。 

 以上でございます。 

 委員の皆様、この答申内容でよろしいでしょうか。 

 （全員異議なし） 

市川部長 ありがとうございました。答申につきまして、市長へ報告

させていただきます。 

議長（善林会長） 次に、次第の４その他について、事務局から何かあります

か。 

事務局（山田） はい。大変恐縮でございますが、この場をお借りしまして、

本市の国民健康保険運営協議会委員さんに対する表彰につ

きまして、ご報告させていただきます。 

まず、埼玉県の国保協議会の表彰でございます。 

こちらは、国保運営協議会会長として、５年を超え、功績

が顕著であるとして、善林会長が、去る令和２年３月１６日
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付けで表彰されたものでございます。 

次に、埼玉県国民健康保険団体連合会理事長表彰でござい

ます。 

こちらは、運営協議会委員として、通算１０年を超え、功

績が顕著であるとして、善林会長、吉野委員、儘田委員、根

本委員、及び退任された依田委員が、令和２年７月２２日付

けで表彰されたものでございます。 

以上が、表彰に関する報告でございます。 

受賞された皆様におかれましては、長年のご尽力に深く感

謝申し上げますとともに、心よりお祝い申し上げます。大変

おめでとうございました。 

なお、お帰りの際、表彰状及び記念品をお渡しさせていた

だきますので、事務局の方にお寄りいただければと存じま

す。 

それから事務連絡でございますけれども、今後の開催予定

でございますが、次回は、１１月定例会の前を予定しており

ます。 

具体的には、１１月の１２日か１３日あたりを予定してお

ります。 

開催にあたりましては、およそ１か月前にご案内しまし

て、１週間前まで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。 

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、全て終了いたしま

したので、以上で議長の任を解かせていただきたいと存じま

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（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

さつをいただきたいと存じます。 

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。 
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以上をもちまして、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。 

 

 令和２年９月７日 

                   廣瀬 実 

          署名委員氏名  

                   中村 香里 

 


