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議 事 録 
会 議 の 名 称 令和元年度 第１回 国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時        令和元年５月８日（水） 
午後１時３０分 開会 ・ 午後２時３０分 閉会 

開 催 場 所 坂戸市役所 ３階 ３０１・３０２会議室 

 
出席者 

 
出席者１０名（委員）、７名（事務局） 

 
欠席者 

 
欠席者２名 

会 議 次 第 

 
１ 開 会 
２ 挨 拶 
３ 書記の任命について 
４ 議事録署名委員の選出について 
５ 議 事 
（１） 会長及び会長職務代行の選挙について 
（２） 席次の決定について 
６ 報告事項 
（１）専決処分の報告について 
（２）平成３０年度事業報告及び令和元年度事業予定について 
（３）坂戸市国民健康保険の概要について 
７ その他 
８ 閉会 
 
 
 

配 布 資 料 

１ 専決処分の報告について 
２ 平成３０年度坂戸市国民健康保険運営協議会事業報告・令和

元年度坂戸市国民健康保険運営協議会事業予定 
３ 坂戸市国民健康保険の概要（令和元年度版） 

４ 委員名簿 
５ 国保のことば 

６ 国民健康保険の概要 

７ 埼玉の国保 ２月号、４月号 

８ 平成３０年度版 見てなっとく！さいたまの国保 
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議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題・ 発言内容 ・ 決定事項 
 
 

任期満了の改選に伴い、委嘱状の交付 
人事異動に伴う職員挨拶（部長以下全員） 

司会 
 

現在の出席者は１０名でございます。よって過半数に達してお

りますので、ただ今から令和元年度第１回国民健康保険運営協議

会を開会いたします。 
はじめに、市長よりあいさつを申し上げます。 

市長 
 

（あいさつ） 
 

司会 
 

続きまして、会議に入りたいと存じますが、初めての会議でござ

いますので、会長が決まるまで慣例によりまして、市長に議長を

お願いいたします。 
 

市長 
（以下「議長」） 
 
 
 
 
 
 
 
 

それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。 
議事に入る前に、本日１名の傍聴申請がありましたので報告い

たします。本協議会は、坂戸市市民参加条例第十二条第五項によ

り、公開が原則とされております。傍聴させてよろしいでしょう

か。では、入場させてください。 
 
はじめに書記の任命を行います。書記に事務局の２名を任命い

たします。 
次に議事録署名委員の選出につきましてお諮りいたします。 
議事録署名委員は、議長において指名することで御異議ござい

ませんか。 
 

 （「異議なし」の声） 
 

議長 異議なしと認め、議事録署名委員は名簿順により２名を指名い

たします。 
 

  議事（１）「会長及び会長職務代行の選挙について」を議題と

いたします。 
 本協議会の会長及び会長職務代行につきましては、政令の定め

により「公益を代表する委員の内から、全員がこれを選挙する」

こととされておりますが、どのような方法で選出したらよろしい

でしょうか。 
 

 
 

（「指名推薦の方法がよい」の声） 
 

議長 
 

 ただいま「指名推薦」という発言をいただきましたが、これに

御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 
 

議長  異議なしと認めます。よって指名推薦の方法といたします。ど

なたか、推薦をしていただければと思います。 
 

委員 
 

（会長及び会長職務代行を指名する発言あり） 
 

議長 
 

ただいま、推薦をいただきました。会長及び会長職務代行の御

指名がありましたが、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

議長 
 

異議なしと認めます。よって会長及び会長職務代行を決定いた

しました。 
ここで、会長並びに会長職務代行にそれぞれごあいさつをお願

いいたします。 
 

 （会長及び会長職務代行あいさつ） 
 

議長 
 

会長が決定いたしましたので、議長の任を解かせていただきま

す。御協力ありがとうございました。 
 

司会 それでは、坂戸市国民健康保険に関する規則第四条第一項の規

定に基づき、会長に就任いただきました会長には、議長席にお願

いいたします。 
 

渡邉会長 
（以下「議長」） 
 

規則に基づき議長を務めさせていただきます。 
皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 
 
議事（２）「席次の決定について」を議題といたします。 
席次につきましては、会長席を慣例によりまして４番とさせて

いただきたいと存じます。 
 

 他の席次につきまして、どのような方法で決定したらよいかお

諮りいたします。 
 

 （「現在座っている順番」の声） 
 

議長 
 
 
 
 
議長 

今発言のありました方法で御異議ございませんか。 
 
（「異議なし」の声） 
 
 

 異議なしと認め、席次については、現在の順番といたします。 
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  なお、席次表につきましては、次回の会議にお配りいたします

ので御了承をお願いいたします。 
 議事につきましては、以上です。 
 続きまして事務局から報告事項がございます。 
報告事項（１）「専決処分の報告について」事務局より説明願

います。 
 

事務局 
 

（「専決処分の報告について」を説明） 
 

議長 質疑がございましたらお願いいたします。 
 

 （「異議なし」の声） 
 

議長 ないようですので、質疑を終了いたします。 
次に報告事項（２）「平成３０年度事業報告及び令和元年度事

業予定について」事務局より説明願います。 
 

事務局  （「平成３０年度事業報告及び令和元年度事業予定」について

説明） 
 

議長 質疑がございましたらお願いいたします。 
 

委員 運営協議会の開催回数が前年度と比較して増加することにつ

いて、８月７日の開催以降は９月下旬、１０月中旬、１１月上旬

とかなりハイペースの開催となっています。保険税率の改正につ

いて議事に上がっており、重要な案件ですが、何か事前に準備す

るべきことはありますか。 
 

議長 まず１つ目は、開催回数についてですが、前年度と比較すると、

８月から１１月は毎月開催となっていますね。次に、連月の議題

に「保険税率の改正について」が上がっていますが、事前に準備

することがあるのか事務局で回答をお願いいたします。 
 

事務局 保険税率の改正につきましては、非常に重要な案件です。充分

な協議が必要ですが、１２月議会において保険税率を改正するた

めに、タイトなスケジュールで回数を増やしての開催となりま

す。 
保険税率の改正につきましては、昨年度の運営協議会において

平成３０年度の決算状況を考慮してから検討すべきではないか

という意見をいただきました。決算状況を見てから１２月議会ま

でに進めるにあたり、８月と１１月の間で例年よりも多く開催さ

せていただくこととなりました。 
また、事前の準備が必要かどうかにつきましては、第２回運営

協議会の前に、保険税率のシミュレーションや近隣市町村の状況

等を踏まえた分かりやすい資料を事務局で送付させていただき

ますので、審議につきまして御協力をお願いいたします。 



 - 5 - 

委員 分かりました。 
 

議長 保険税率の改正については、１２月議会で諮る予定となってい

ます。平成３０年度の決算は既に出ており、若干の利益が出てい

ますので、国民健康保険税の値上げには至らないかもしれません

が、今年度の運営協議会で決算状況を見ながら皆さんと検討して

いきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
他にないようですので質疑を終了いたします。 
次に報告事項（３）「坂戸市国民健康保険の概要について」事

務局より説明願います。 
 

事務局 （「坂戸市国民健康保険の概要について」を説明） 

議長 令和元年度の近隣市町村の保険税率等の状況について、保険税

率を引き上げたところは川越市、富士見市、鶴ヶ島市でよろしい

でしょうか。 
 

事務局 はい。 
 

議長 
 

これについては、どのくらい積立金が出るかで今年１２月に保

険税率を改正するかどうかが決まるということでよろしいでし

ょうか。 
 

事務局 
 

はい。 

議長 
 
 

国民健康保険特別会計当初予算の推移について、令和元年度の

法定外・基金繰入額（当初）は４億６千万円となっていますが、

繰り入れた金額のうち１億６千万円が一般会計からで、３億円が

国民健康保険基金からの繰り入れということでした。この３億円

は、国民健康保険基金の令和元年度の年度中取崩し予定額という

解釈でよろしいですか。 
 

 
事務局 おっしゃるとおりです。 

議長 
 
 
委員 

 質疑がございましたらお願いいたします。 
 
 
 被保険者一人当たりの調定額等の状況における国民健康保険

税の収納率について、坂戸市の平成２９年度の収納率は８９．６

パーセントであり、近隣市町村との比較では、ふじみ野市ととも

に９０パーセントを下回っていますが、収納率が低いことについ

て改善の手だてはありますか。 
また、国民健康保険税収入と収納率の推移における坂戸市の平

成２９年度の収納率は８９．７パーセントとなっていますがどち

らの数字が正しいのですか。 
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事務局  坂戸市の決算上の数値は８９．７パーセントで、純粋に収入額

だけを分子とした収納率で計算しています。埼玉県の取りまとめ

では、収納額のうち還付が済んでいないものをそこから除いて計

算しているため誤差が生じています。 
収納率が９０パーセントに満たない状況についてですが、昨日

時点での平成３０年度の収納率は、約８９パーセントとなってお

り、昨年度の同時期の８８パーセント台を上回っています。あと

１か月の間に収納が予想されますことから、９０パーセントに近

い収納率となることを見込んでいます。 
しかしながら、近隣市町村と比較しますと、収納率が低い状況

です。収納率向上の方策としましては、国民健康保険税を含む市

税全般の口座振替を簡単に受け付けられる口座振替受付サービ

スの導入を年度内に行う予定です。これは、市税等の収納方法を

口座振替とすることで、確実な収納を図ろうとするものです。従

来の口座振替手続きには、三面複写となっている難しい書類の記

入や銀行印が必要でしたが、口座振替受付サービスでは、キャッ

シュカードを読み込む機械の導入により、キャッシュカードさえ

あれば、簡単に口座の登録が可能となります。これにより、口座

振替手続きをスムーズに行えることから、口座振替登録件数を増

やし、収納率を向上させる一方策と考えております。今年度後半

の１０月、１１月以降の導入を予定しており、先行して導入して

いる市町村も少ないため、成果が表れるのはまだ先になってしま

いますが、確実な収納が見込めるため、口座振替登録数の促進を

図っていきたいと思っております。 
 

委員 
 
 
議長 
 
 
 
 
 
 
 

引き続き不公平感が出ないように対応していただくようお願

いします。 
 
収納率が９０パーセントを上回るように努力していただくよ

うお願いいたします。 
また、収納率の表示方法について、県とのとらえ方の違いという

ことは分かりましたが、表として明示する場合は、数字を合わせ

た方がいいと思います。今後はどちらかの数字に統一していただ

ければと思います。 

事務局 
 
 
議長 

はい。 
 
 
他に質問ございますか。 
ないようですので質疑を終了いたします。 
ここで傍聴の方は退出をお願いいたします。暫時休憩といたし

ます。 
 
（暫時休憩） 
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 再開いたします。 
 
次に事務局から「その他」についてございますか。 

事務局 （「その他」を説明） 
 

議長 第二回運営協議会について説明がありました。 
委員の皆様から何かございますか。 
 

委員 運営協議会は例年どおり水曜日の開催でよろしいですか。 
 

事務局 はい。そのように考えています。 
 

議長 
 

他にございませんか。 
 

委員 不正事案について、国民健康保険税の滞納においては、高所得

世帯の滞納者の中に不正な事案もあるのではと思っていました

が、市長のあいさつの中にあった外国人の保険証使いまわしの話

については驚きました。複数人でひとつの保険証を使用すること

は不正です。しかしながら、医療機関に同じ保険証で毎日別の人

が受診するなら判断できるかもしれませんが、医療機関を変えて

使用されてしまうと、不正を医療機関側で発見するのは難しい問

題です。例えば顔写真付きの保険証にするなど、坂戸市ではこの

問題について具体的な方策はありますか。 
 

事務局 外国人への対応は全国的に問題となっています。保険証の誤っ

た使い方や保険税の収納率が思わしくないことにつきましては、

健全な財政運営という点で大きな問題です。保険証を不正に使用

する外国人の中には、制度を理解した上でしている場合もあるか

もしれませんが、制度をよく理解せずに使用しているケースも多

くあると思われます。坂戸市は、国籍別ですと、ベトナム人が多

いので、まずは制度の周知を図るために国籍ごとに母国語のパン

フレットを作成し、外国人に制度の理解をしてもらうよう努めま

す。 
また、本人確認につきましては、マイナンバーカードを活用し、

それに保険証の機能を併せたものの運用を厚労省で進めている

ところです。早ければ令和２年度末には、これを活用し本人確認

ができるようになるということです。 
しかしながら、保険者側や医療機関側の準備も必要となること

から、期間をかけて順次可能なところから制度運用する形となり

ます。 
その間も外国人の加入は増加の一途であり、坂戸市の国民健康

保険加入者は、平成２９年度末で約１，５００人でしたが、１年

間で１，６００人を超え１割程増加しています。医療給付と保険

税収入の面で、健全な財政運営のために外国人対策に早急に取り 
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 組んでいこうと考えています。 
 

委員 外国人には、他人の保険証を使用することがいけないと理解し

ていない人が多いということですか。悪意があって不正使用する

人が大多数という説明なら理解できるのですが、どうでしょう

か。 

議長 これから検討していただくでしょうが、保険証は正しく使って

いただきたいです。 
 

事務局 保険証の適正使用を理解している方が大多数であることは承

知しております。外国人への国民健康保険制度の周知について説

明する際に、医療給付の適正化よりも保険税納税の義務について

の理解促進に重点を置いた説明となってしまいました。申し訳ご

ざいません。 
 

委員 分かりました。 
 

議長 
 
 
 
司会 

他にないようですので本日の会議を終了いたします。ありがと

うございました。 
これで議長の任を解かせていただきます。 
 
閉会にあたり会長より御挨拶をお願いいたします。 
 

議長 （あいさつ） 
 

司会 ありがとうございました。 
以上で、令和元年度第一回坂戸市国民健康保険運営協議会を閉

会といたします。ありがとうございました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


