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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 令和３年３月２２日 月曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時１４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、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、宮澤幸一、 

廣瀬実、中村香里 

（以下書面参加） 

大久保礼子、山中佳代、儘田省吾、松本都久惠 

欠席委員(者)氏名 吉田信一、岸和弘 

説明者の職氏名 
山田 誠  国民健康保険課長 

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 

島田 満  市民部副部長 

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 

森岡秀文  給付係長 

大熊謙児  国保管理係長 

坪井洋子  国保管理係主任 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

  市長あいさつ 

３ 議題 

協議事項 

（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）中間評価について 

４  その他 
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５ 閉 会 

配布資料 

（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）中間評価報告書（案）について  

資料１－１ 

（２） 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）実施事業に評価・見直し状況 

資料１－２ 

（３） 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）平成２９年度～平成３５年度 

                   資料１－３ 

会議の公開又は非公開 公開  

傍聴人数 ３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３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。

このうち書面参加による賛否の意見を表明していただいて

いる委員４人は、出席者としております。 

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。 

 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） 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。今回は、この場に来

られない委員の方々から書面参加による賛否の意見等を頂

戴しております。結果をとりまとめたものをお手元に配布さ 
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 せていただきましたので、ご確認ください。 

それでは、円滑な議事進行につきまして、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、青山淳子委員、塚野由美子委員にお願いいたしま

す。 

 それでは、議事に入ります。 

 協議事項の（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）中間評価について」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１－１、資料１－２、資料１－３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 基本的なことをお聞きします。特定保健指導というもの

は、まずどういった人が対象になるのか教えていただけない

でしょうか。 

それから、何人ぐらいの人が検査を受けられて、指導の対

象者の方が千何百人になっているということだと思います

が、その数を教えていただけますでしょうか。 

事務局（大熊） 特定保健指導については、特定健康診査の結果が、健診の

基準値を超えている項目がある方で、腹囲またはＢＭＩで肥

満と判定された方を対象に実施しています。具体的には、腹

囲が男性は８５センチ、女性は９０センチ以上で、ＢＭＩの

値が２５以上の方が対象となっています。 

それから、特定保健指導の対象者数については、資料１－

１、１０ページのアウトプット評価の実績値に記載がありま

す通り、各年度、約１，３００人前後となっています。 

廣瀬委員 もう少し確認させてください。１０ページのアウトプット

評価の実績値の１，３００人前後という数字は分かっている

のですが、その元となる検査の受診者数は何人ぐらいだった

のでしょうか。 

それから、隣のアウトカム評価の終了者数をアウトプット

評価の保健指導対象者で割ると、アウトカム評価の実施率と
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 なるということでよろしいのでしょうか。 

そのうえで、アウトプット評価の②の数字はどのような方

を言っている数なのでしょうか。 

お願いいたします。 

事務局（大熊） まず、１点目の特定保健指導の対象となる健診の受診者数

ですが、令和元年度は１万１，００８人です。そのうち、特

定保健指導の対象になった方は１，２４５人です。 

２点目については、ご質問の通りです。 

３点目のアウトプット評価の②の保健指導利用再勧奨者

数については、特定保健指導に参加していない方のうち、保

健センターで勧奨が必要であると判断し、通知または電話に

より勧奨を行った方の人数です。 

廣瀬委員 ありがとうございます。それから、アウトカム評価の②の

数字のところで、保健指導利用者数と終了者数に僅かな差が

ありますが、これは残念ながら、様々な理由により途中で辞

められた方がいたということでしょうか。 

事務局（大熊） はい。その通りです。 

廣瀬委員 特定保健指導の件で、１１ページの真ん中のところに書い

てある「見直しの結果、実施する内容」について、今回、中

間評価の年度ですから、こういう見直しをされているのだと

思うのですが、見直しは毎年やっているのでしょうか。 

それとも、見直しをした内容を改めてここにまとめて、計

画の後半で活動を強めていこうとしているのか、あるいは、

中間評価ということで、今の時点で、後半戦に向けて考えら

れる方策を記載したのか、どちらなのでしょうか。 

事務局（大熊） 特定保健指導につきましては、保健センターに委任して実

施していますが、一人でも多くの方に参加していただけるよ

う、毎年、小さな見直しを行いながら実施しているのですが、

それだけではなかなか数字が上がってこないということも

ありまして、今回の中間評価のタイミングで、実施方法等に

ついて改めて大幅な見直しをさせていただき、新たに実施す

る内容を計画に加えさせていただいたところでございます。 

議長（善林会長） よろしいですか。他にご意見、ご質問はございますか。 

青山委員 １０ページのアウトプット評価のところの③で、記念品を

配布した保健指導利用者数とありますが、この記念品はどう

いうものであるのか。また、どうして記念品をおくるのか疑 
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 問に思いましたので、その辺を教えていただけたらと思いま

す。 

事務局（大熊） 記念品ですが、腹囲を測るメジャーを配布させていただい

ております。こちらのメジャーは腹囲が健診の基準値を超え

ている場合、赤い線が見えるような仕様となっておりまし

て、毎日、腹囲を測って、健康づくりを意識していただきた

いという思いから、日頃の健康づくりに役立つ記念品を配布

させていただいております。 

議長（善林会長） よろしいですか。 

青山委員 ありがとうございます。 

ということは、例えば他にメタボリックシンドロームの検

査を受けて、成果が出た方には、記念品をおくられているの

でしょうか。 

個人的な健康を増進するのにあたって、指導を受けて努力

をしているということは分かるのですが、もともとそういう

ものを克服するために運動をされたり、ご自身で食事のこと

を注意していたり、そういう方は多くいらっしゃると思うの

ですね。そういう方は、健診は受けるけれど、ほとんど医療

にかかることなく努力して生活していらっしゃるのですが、

そういう方に恩恵がほとんどないと感じておりまして、その

辺が逆に不平等さを感じております。 

その辺、皆さまはどう思いますでしょうか。 

議長（善林会長） それに関連して、私の方からもよろしいですか。 

令和元年度に特定保健指導の対象者が１，２４５人いて、

その中の記念品配布が１５１人ということで、そこには何か

理由があるわけですよね。参加者全員に配布するのなら、参

加記念という意味合いも分かるのですが、一部の人に提供す

るというのはどういう理由なのですか。 

事務局（大熊） 記念品配布の対象者ですが、特定保健指導の対象者の中で

保健指導に参加していただいた方全員に、記念品を配布させ

ていただいております。 

それから、青山委員さんからご質問のありました、健康で

いらっしゃる方へ何か恩恵のようなものはないのかという

点につきましては、特定保健指導ではないのですが、健康マ

イレージという事業を実施しておりまして、こちらは歩いて

ポイントを貯め、ポイントに応じて抽選でプレゼントが貰え 
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 るという制度があります。 

青山委員 加齢とともに歩くことが困難になっていて、それでもお家

の中でご自身で努力されて生活されている方は、歩くことの

恩恵には預からないわけです。そういう方に市からの恩恵が

ないと言ってらっしゃる方もいて、それでお聞きしたのです

が、そういう方に対しても恩恵を与えていただけたらと思い

ます。 

議長（善林会長） 他に、ご質問はございますか。 

足立委員 久喜市の国民健康保険では、１年間、健康保険を一度も使

わなかった方、医療費がかからなかった方に対して、何か褒

賞のような制度はあるのでしょうか。 

事務局（山田） 先程来、まず青山委員さんの方から、健康な方で医療費が

かからない方は何の恩恵も受けていなくて、健康に対して不

摂生な方に対しては記念品を渡したり、恩恵があって不公平

ではないかとのご質問ですが、おっしゃる通り、ほとんどの

方が健康に対し、日々気をつけていただいて、いろいろなこ

とに取り組んでいただいていると思います。ただ、この特定

保健指導に該当する方については、メタボリックシンドロー

ムの対象になっております。こちらの方々の医療費適正化対

策ということで特定保健指導を実施させていただいており

ますが、なかなか実施率が上がらない状況にございます。そ

のような中、一人でも多くの方に参加していただきたいとい

う思いから、インセンティブということで記念品を差し上げ

るような方策をとらせていただいたという経緯がございま

す。そのため、健康な方については、大変申し訳ないのです

が、健康という大変得難いものを手に入れていらっしゃると

いうことで、それ以上、国民健康保険の方から何か差し上げ

るということは特段、現在のところは考えておりません。 

それから、一定期間、保険証を使わなかった方につきまし

て、合併前は、いわゆる無受診者表彰みたいなものがありま

して、例えば、３年間、健康保険を使わなかった方には記念

品を差し上げていたという経緯がございますが、合併を機に

廃止ということになっております。 

 保険証を使わない方については、非常に国保に貢献してい

らっしゃるとは思いますが、こちらについても、健康という

大変得難いものを手に入れていらっしゃるということで、ご 
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 容赦いただければというふうに考えております。 

議長（善林会長） 他に、ご質問はございますか。 

宮澤副会長 このデータヘルス計画にある保健事業をより効果的に推

進していくためには専門的知見がある保健師の設置という

のが重要かと思うのですが、国民健康保険課に保健師を設置

するという方向性は考えているのでしょうか。 

 それから、この中間評価の２ページの「評価の実施方法・

体制」の中で、中段以降に実施体制があり、ここで、福祉部、

健康・子ども未来部とあるのですが、現在、市の中で保健師

を設置している部署が保健センター以外にあるのでしょう

か。なければ、保健センターとの連携はどうなっているのか。

そこの部分を確認したいのですが、お願いします。 

事務局（山田） まず、国保課の保健師の配置ですが、今後、健康づくり事

業を進めていく上で、保健師は多い方がよいというふうに考

えているのですが、今、国保課には１名の配置があります。 

これは、平成２８年度から、人事担当課の方に要望しまして、

１名の配置がかないました。実際に、今も人事ヒアリング等

の機会を捉えまして、保健師の追加の配置を要望しているの

ですが、他の部署等でも保健師の需要は高く、令和３年度も

内示が出たのですが、保健師の増員はかなわず、国保課の保

健師の配置は１名ということで実施することになりました。 

 それから、２点目の保健センターとの連携ですが、２ペー

ジに福祉部、健康・子ども未来部とあるのですが、保健セン

ターにつきましては、健康・子ども未来部の中に設置されて

おりますので、中間評価報告書の中に保健センターという文

言はないのですが、保健センターなくして、保健事業は成り

立ちませんので、これまで以上に連携を密にして、保健セン

ターとはやっていきたいと思います。 

 それから、保健師が保健センター以外の部署で配置されて

いるのかとのご質問ですが、包括支援センターや人事課等に

配置されておりまして、いろいろな部署で保健師のニーズが

あり、活躍している状況でございます。 

議長（善林会長） 他に、ご質問はございますか。よろしいですか。 

では、私の方から要望ですが、ジェネリック医薬品の利用

率が久喜市は埼玉県の中でかなり低い順位にあるとの説明

が先程、事務局の方からありました。その対策がこちらの報 
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 告書の中に書かれているのですが、やはり各医師会さんや各

薬剤師さんにも各段のご協力を賜ることを強くお願いした

いと思います。やはり被保険者が処方を受ける薬について、

なかなか自分からこれにして欲しいとは言いにくい立場に

あると思います。ですから、結局は、処方される先生方の特

段のご協力をひたすらお願いするということが決め手にな

るのでないのかなと思いますので、その点を今後も是非お願

いしたいと思います。 

他にございますか、よろしいでしょうか。 

ご質問がなければ、「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）中間評価について」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。 

 （全員賛成） 

議長（善林会長） ありがとうございました。 

全員賛成でありますので、協議事項の（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）中間評価につ

いて」は、協議が成立いたしました。 

事務局におかれましては、協議の内容を踏まえ、計画に反

映されますようお願いします。 

３の議題については、以上でございます。ありがとうござ

いました。 

次に、次第の４その他について、事務局から何かございま

すか。 

事務局（山田） 事務連絡でございます。次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月下旬に開催を予定していま

すが、委員の皆様の任期について令和３年８月１９日までと

なっておりますので、緊急で審議すべき案件がなければ、本

日が任期中最後の協議会となります。皆様方には大変お世話

になりました。ありがとうございました。 

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。 
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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。 

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３年４月１４日 

 

          署名委員氏名  青山 淳子        

 

署名委員氏名  塚野 由美子  

 

 


