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議 事 録 

会 議 の 名 称 令和元年度 第２回 国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時        
令和元年８月７日（水） 

午後１時３０分 開会 ・ 午後３時００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１１名（委員）、９名（事務局） 

 

欠席者 

 

欠席者１名 

会 議 次 第 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

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）平成３０年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい 

て 

（２）令和元年度国民健康保険特別会計補正予算（９月補正）

（案）について 

（３）赤字削減・解消計画について 

６ その他 

７ 閉会 

 

配 布 資 料 

１ 平成３０年度坂戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算資

料 

２ 平成３０年度坂戸市国民健康保険特別会計決算の概要 

３ 令和元年度国民健康保険特別会計９月補正予算（案） 

４ 赤字削減・解消計画について 

５ 坂戸市国民健康保険運営協議会委員名簿 

６ 埼玉の国保 ６月号、８月号 
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議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題・ 発言内容 ・ 決定事項 

司会 

 

現在の出席者は１１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２回国民健康保険運営協議

会を開会いたします。 

はじめに、会長からごあいさつをお願いいたします。 

会長 

 

（あいさつ） 

 

司会 

 

続きまして、副市長よりあいさつを申し上げます。 

副市長 （あいさつ） 

  

司会 それでは、規則によりまして会長に議事の進行をお願いいたし

ます。 

 

議長 はじめに書記の任命を行います。書記に事務局の２名を任命し

ます。 

次に議事録署名委員の選出につきましてお諮りします。 

議事録署名委員は、議長において指名することでご異議ござい

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。 

議事に入る前に、本日３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１２条第５項によ

り、公開が原則と規定されております。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。 

 

 それでは議事に入ります。 

はじめに（１）「平成３０年度国民健康保険特別会計歳入歳出

決算について」を議題といたします。 

事務局は説明をお願いします。 

 

事務局  （「平成３０年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算」につい

て説明） 

 

議長 

 

ただいまの説明につきまして、質疑・意見等はございませんか。 

 

委員 

 

国民健康保険税の現年課税分の収納率の推移でございますが、

坂戸市の目標が９３％というのが県で示された数値ですが、県の

平均が９１．９４％であり、これを上回る市町村がどのくらいの

割合であるのでしょうか。 
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事務局 

 

坂戸市の加入者数の規模で９３％という数値であり、目標収納

率は、市町村ごとに違います。平成３０年度が速報値であるため

県全体としての決算数値が届いておらず、次回お示しします。 

委員 推移をみると８９．６７％から９０．３７％に上昇しているた

め、努力がみられる。今後においても努力をお願いしたいと思い

ます。 

 

議長 

 

ただいまのご意見は県内市町村の平均が９１．９４％と発表が

あったにもかかわらず、県が坂戸市の目標を９３％としているの

は誰もが疑問に思うところである。ほかの市町村の状況も知りた

い。次回報告をお願いします。 

 

委員 資料１－２ ４ページに記載はないが平成３０年の県内市町

村平均が９１．９４という数字ということでよいですか。 

事務局 

 

資料作成の段階では届いていなかったが、県内市町村平均の速

報値が９１．９４です。 

委員 ５ページの対象者円グラフのうち、所得０円世帯は滞納額を払

うことはできないのでは。所得０円世帯の滞納額は全体の１／３

ほどです。先ほどの説明で財政の責任が制度改革で県に移ったと

のことですが、所得のある滞納者への対応は今後県が主体となる

ということですか。 

 

事務局 所得０円世帯とは所得に換算すると０円の世帯であり、収入の

全くない世帯とは限りません。例えば年金収入の場合、１２０万

円の収入がありましても、税の算定上所得に換算すると０円にな

ってしまいます。所得換算すると０円となってしまうということ

はたいへん厳しい状況ではあります。なお、所得０円の考え方で

すが、国民健康保険は世帯主が納税義務者であるため、世帯主の

所得を基準に表を作成してありますので、同じ世帯内に収入のあ

る人が含まれている場合もあります。 

国民健康保険の財政運営の責任主体は県になりましたが、保険

税の賦課及び徴収の実施主体は市町村で国保制度改革以降も変

わらないため、保険税の賦課、収納は引き続き坂戸市で行ってい

きます。ただ、国保制度改革の根幹は都道府県単位化であり、大

阪や北海道では、保険税の統一に向けた動きもあることから、埼

玉県においても市町村の集まる財政運営ワーキンググループの

中で、保険税の一元化が必要ではないかとの議論も出ています。 

 

委員 

 

 

ジェネリック医薬品の差額通知は、全世帯のなかで約３，１０

０人が対象となっているようだが、どのような人が対象ですか。 
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事務局 

 

ジェネリック医薬品の差額通知は、高脂血症や高血圧などの生

活習慣病に特化して発送しています。生活習慣病の薬剤を服用し

ているもので、削減効果がジェネリック医薬品に切り替えた場合

１００円以上見込まれるものをレセプトから抽出して送ってお

りまして、全員を対象とはしていません。 

 

委員 健康マイレージ事業について昨年より半減しているのですが、

地域によっては機械が設置されている公民館が遠く、市街地の人

は気軽に利用できると思いますが、せっかくの事業が生かされて

いないと感じます。 

 

事務局 開始年度当初より数字は落ちていますが、今年度も４月から約

１００名申し込みいただいています。読み取り機が近くにないこ

とについては県と調整し、できるだけ多くの場所に設置できるよ

う検討していきたいと思います。 

 

委員 健康年齢の延伸については、国においても大きなテーマとして

やっていると思いますが、保健事業のなかでも保養所利用助成、

人間ドック補助、健康マイレージ事業の実績が昨年より減少して

います。このことについて今後、原因の分析や改正などについて

考えていることはありますか。 

 

事務局  加入者数の減少に伴い利用者数も減少している状況です。しか

しながら、健康の維持増進の観点から、保健事業の充実は国保財

政運営の適正化のため重要だと捉えています。保養所や人間ドッ

クは、広報やホームページに掲載しても、パンフレットを公民館

に設置してもなかなか利用に結びつきません。また、出前講座に

よって説明の場を設けていますが、昨年は１件しか希望がありま

せんでした。保健事業の効果的な周知方法について検討していき

たいと思います。 

 

委員 保養所の助成は、別の保険組合に加入していたときにＦＡＸで

申し込みし、利用券が郵送で送られてくるため簡単でした。保養

所や人間ドックについて周りの人と話すと、補助が出ることを知

らなかったと言われることもあります。周知方法の拡大や申し込

みの簡素化に取り組んでください。 

 

事務局 新しい国保制度の中で、市町村の個々の取り組みが評価され、

助成金に影響することから、効果的な周知方法や簡素化について

検討していきたいと思います。 

委員 保健事業費の不用額がかなりあるため、次年度以降の予算とし

ては削減されてしまうのでしょうか。 

 

事務局 保健事業の充実は、保険者の責務です。保健事業の予算を維持

し、利用者の拡大を図っていくべきものと考えています。 
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委員 人間ドックの指定医療機関と指定外の医療機関では補助され

る金額は異なりますか。 

 

事務局 ２万円を上限とすることで補助額は変わりません。指定外の場

合、支払った金額の２／３の額の補助となりますが、医療機関へ

の支払いが３万円を下回ることはほとんどないため、上限２万円

を補助しております。 

 

委員 平成３０年度決算書に記載のある国民健康保険税不納欠損額

とは具体的にはどのようなものですか。 

 

事務局 不納欠損額は滞納者の収入等の調査を行い、差し押さえ可能な

財産がないなどの状況で収納不可能と判断した場合、滞納処分の

執行停止を行い、通常３年を経過してから不納欠損として処理し

ています。財政状況を考慮し３年以内に納付できる見込みのない

場合には、すぐに不納欠損として処理することもあります。それ

らの合計を不納欠損として計上しています。 

 

委員 徴収できないものと考え、赤字として会計処理されたものと考

えていいですか。 

 

事務局 

 

その通りです。 

委員 

 

不納欠損扱いにしたのは人数ベースでどれくらいですか。 

事務局 １，６９９人です。 

委員 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 不納欠損の人数と金額を減じたもので資料１－２の円グラフ

が作られているということでよいか。 

 

その通りです。 

 

ほかにございますか。ほかにないようですので質疑を終了いた

します。お諮りします。「平成３０年度国民健康保険特別会計歳

入歳出決算について」は、原案のとおり９月議会に提出すること

で御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認めます。よって本案は９月議会に提出することで

決定いたしました。 

 

 次に、（２）「令和元年度国民健康保険特別会計補正予算（９月

補正）（案）について」を議題とします。事務局から説明をお願

いします。 

 



 - 6 - 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

（「令和元年度国民健康保険特別会計補正予算（９月補正）

（案）」について説明） 

 

補正予算につきましては決算の結果、約２億８，８００万円の

繰越金を補正し、支出については基金の積み立てにあてるという

のが大きな補正の内容のようでございますが、ただいまの説明に

つきまして質疑、意見がございましたらお願いします。 

質疑がなければこれで質疑を終了します。お諮りします。「令

和元年度国民健康保険特別会計補正予算（９月補正）（案）につ

いて」は原案どおり９月議会に提出することで御異議ございませ

んか。 

 

 

 

議長 

（「異議なし」の声） 

 

異議なしと認めます。よって本案は９月議会に提出することで

決定いたしました。 

 

次に（３）「赤字削減・解消計画について」を議題といたしま 

す。事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 （赤字削減・解消計画について説明） 

議長 昨年８月の協議会でも同様の資料が出ましたが、たいへん難し

い資料です。具体的には５年間で法定外繰入金を０にする計画を

作成するというものです。一人当たりの税額が、令和５年度には

９万９，８００円となり、１．２６倍となるものです。ただし、

数字はこれからも動くものと思います。流動性があり緊急性はな

いものとのことですが何か御意見、御質問ございますか。 

 

委員 ５年でやらなければいけないものなのですか。 

事務局 新しい保険制度のなかで納付金額とは市が県に支払うべき金

額のことです。納付金額を通常の方法で算定しますと、どの市町

村も負担が過大になってしまうため、負担を減らすために、国か

ら３，４００億円が激変緩和措置として講じられています。この

３，４００億円は令和５年度を最後に終わらせるという方向で進

められています。 

埼玉県の国民健康保険運営方針においても、令和５年度までに

赤字を解消することとされていますが、５年で解消することが困

難であると認められる場合にはそれぞれの市町村の財政状況を

勘案して、柔軟に対処されたいとあります。したがいまして、令

和５年度に必ず０円にしなくてはならないということではござ 

 いません。 
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委員 被保険者数は２万５，０００人から令和５年度に２万１，００

０人と減っていますが、保険税の収納率は毎年０．５％増加し令

和５年度に９３％とされています。一人当たりの税額は、令和２

年度までは据え置き、令和３年から増額となっています。達成で

きそうですか。収入ベースで考えると厳しいと思いますが。 

 

事務局 厳しい計画ではありますが、令和５年度に赤字を０円とすると

設定し、坂戸市の目標収納率が９３％であることから、令和５年

度にこれを達成したうえで差し引きがマイナスとなりますので、

一人当たりの保険税を上げることになります。 

納付金額は県が設定した数字ですが、市の医療費の状況や所得

状況によって県への納付金額は変わるため、保健事業や医療費の

適正化、収納率の向上も合わせた計画となります。それでもマイ

ナスが出てしまう。今回お示しした計画は目標収納率を加味し、

赤字を完全に０円にするというもののため、厳しい計画となって

います。 

 

議長 国民健康保険税は赤字で経営しているということから、赤字を

解消するためには一人当たりの税額を上げていかなければなら

ないであろうということになります。しかしながら、緊急性を要

するものではなく、３０年度の決算は２億８，８００万円の積み

立てができたということで、坂戸市については比較的まだ余裕が

あるかなというところではあります。 

去年もそうでしたが、これについては十分皆さんで検討し今後

の方向性を決めていくものでした。指標となる数字が変わると数

字がすべて変わってしまうもので、５年間を見通すことが非常に

難しいものです。各自で３０年度の決算や基金への積立金の金額

が７億円あることなどを踏まえ検討してほしいと思います。すぐ

に保険税を上げるものではありませんが、将来的にはそのような

ことを考えていく必要があるだろうという方向性のため、皆さん

検討をお願いします。 

 

委員 赤字解消計画の資料では平成３０年度支出の保健事業費等と

なっているが、平成３０年度決算資料の保健事業費は、１億５４

５万９４５円で、何かがプラスとなり１億３，６８６万３，００

０円という数字となる理由があるのか。 

 

事務局 保健事業費等には、保険税収入で賄うものとして、葬祭費や出

産費がプラスされています。令和元年度は予算ベースの金額を記

載しているため多めに確保しています。人間ドックや保養所を積

極的に使っていただきたいのですが、決算の段階では令和元年度

の数値としては減ってしまうものと考えています。 
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議長 難しい問題ですが、日々考えていただき今後の方向性を見出し

ていく方向で進めていきたい。 

 

他に質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

以上で協議事項は終了しました。 

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） 

 

再開いたします。 

 

次に、「その他」に移ります。 

事務局から何かありますか。 

 

事務局 保険証と高齢受給者証の一体化に伴う保険証の有効期限の変

更についてです。埼玉県内では保険証と高齢受給者証の一体化を

進めており、本市におきましても来年７月３１日に有効期限を迎

える高齢受給者証の更新時期に合わせ、保険証と高齢受給者証の

一体化できるよう準備を進めています。現在発行している保険証

の有効期限は１０月３１日となっていますが、一体化に合わせ、

１１月から使用できる保険証の有効期限は来年７月３１日が期

限となりますのでご承知おきください。 

現在、７０歳以上の方に保険証と別に高齢受給者証というもの

を発行していますが、後期高齢者医療は保険証一枚で使用できる

ことから、国が新国保制度の開始に伴い一体化の動きを進めてい

ます。埼玉県でも新国保制度は埼玉県が運営主体となるというこ

とから全県で統一し、８月に更新し翌７月３１日までと変更して

いくこととなりました。 

 

議長 この件について何かありますか。 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

医療機関としては保険証にバーコードもしくはＱＲコードの

記載があるとそれを読み取るだけで事務が簡略化できます。マイ

ナンバーカードが使えるようになるらしいですが、保険者番号や

レセプトに入力する内容を読み取れるよう、国保連合会へ随時意

見があるものとして要望していただけませんか。 

 

保険証につきましては将来的にはマイナンバーカードに保険

証機能を併せ持つ動きがあり、早ければ令和２年度末にも始まり

ます。保険証自体にバーコードやＱＲコードを記載する動きはあ

りませんが、マイナンバーカードに保険証を組み込んでも保険証

の発行は引き続き行うこととして国の通知が出ているため、医療 
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 機関の利便性、受診する人の時間短縮のためにも、今後国保連合

会で行われる会議の場を捉え要望していきたいと考えています。 

 

議長 

 

 

 

司会 

他にないようですので本日の運営協議会の議事内容はすべて

終了いたしました。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２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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


