
 

 
 
 

平成２９年第１回 
 
 

 

福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

 

 

平成２９年３月２４日開会 

平成２９年３月２４日閉会 

 

 

 

 

 

 

福井県後期高齢者医療広域連合議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



① 

平成２９年第１回福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録索引 

 

議事日程 ………………………………………………………………………………………… １ 

出席議員 ………………………………………………………………………………………… １ 

欠席議員 ………………………………………………………………………………………… １ 

説明のため出席した者 ………………………………………………………………………… １ 

事務局出席職員 ………………………………………………………………………………… １ 

開会宣告 ………………………………………………………………………………………… ２ 

開議宣告 ………………………………………………………………………………………… ２ 

広域連合長挨拶 ………………………………………………………………………………… ２ 

仮議席の指定 …………………………………………………………………………………… ３ 

日程１ 議席の指定 …………………………………………………………………………… ３ 

日程２ 会期の決定について ………………………………………………………………… ３ 

日程３ 会議録署名議員の指名 ……………………………………………………………… ３ 

日程４ 第１号議案 福井県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任につき議会の 

          同意を求めることについて ………………………………………… ３ 

 提案理由説明 

○東村広域連合長 ………………………………………………………………………… ４ 

 採 決 ………………………………………………………………………………………… ４ 

 挨 拶 

○杉本副広域連合長 ……………………………………………………………………… ４ 

日程５ 第２号議案 平成２９年度福井県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 …… ４ 

日程６ 第３号議案 平成２９年度福井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別 

          会計予算 ……………………………………………………………… ４ 

 提案理由説明 

○東村広域連合長 ………………………………………………………………………… ５ 

 採 決 ………………………………………………………………………………………… ６ 

日程７ 第４号議案 福井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一 

          部改正について ……………………………………………………… ６ 

 提案理由説明 

○東村広域連合長 ………………………………………………………………………… ６ 

 採 決 ………………………………………………………………………………………… ７ 

日程８ 第５号議案 福井県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画の策定について… ７ 

 提案理由説明 

○東村広域連合長 ………………………………………………………………………… ７ 

 採 決 ………………………………………………………………………………………… ８ 



② 

広域連合長挨拶 ………………………………………………………………………………… ８ 

閉会宣告 ………………………………………………………………………………………… ８ 



③ 

平成２９年第１回福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会議決事件一覧 
 

番 号 件   名 提出者 
上  程 

年月日 

議  決 

年月日 
議決結果 

第１号議案 

福井県後期高齢者医療

広域連合副広域連合長

の選任につき議会の同

意を求めることについ

て 

広域連合長 29.3.24 29.3.24 同 意 

第２号議案 

平成２９年度福井県後

期高齢者医療広域連合

一般会計予算 

〃 〃 〃 原案可決 

第３号議案 

平成２９年度福井県後

期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会

計予算 

〃 〃 〃 〃 

第４号議案 

福井県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部

改正について 

〃 〃 〃 〃 

第５号議案 

福井県後期高齢者医療

広域連合第三次広域計

画の策定について 

〃 〃 〃 〃 
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月 日 曜 時 間 会議 場 所 会議事項 

３月２４日 金 午後２時２０分 本会議 
福井県自治会館 
２０１研修室 

開会、議案上程、採

決、閉会 
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平成 29 年第１回 

福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

平成 29 年 3 月 24 日（金曜日）午後 2 時 20 分開会 

平成 29 年 3 月 24 日、定例会が福井県自治

会館２０１研修室（議場）に招集されたの

で、会議を開いた。 

 

○議事日程 

 
日程１ 議席の指定 
 
日程２ 会期の決定について 
 
日程３ 会議録署名議員の指名 
 
日程４ 第１号議案 福井県後期高齢者医

療広域連合副広域連
合長の選任につき議
会の同意を求めるこ
とについて 

 
日程５ 第２号議案 平成２９年度福井県

後期高齢者医療広域
連合一般会計予算 

 
日程６ 第３号議案 平成２９年度福井県

後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療
特別会計予算 

 
日程７ 第４号議案 福井県後期高齢者医

療広域連合後期高齢
者医療に関する条例
の一部改正について 

 
日程８ 第５号議案 福井県後期高齢者医

療広域連合第三次広
域計画の策定につい
て 

 

○出席議員（19 人） 

１番 和泉  明君 ２番 大塚 佳弘君 

３番 下中 雅之君 ４番 松田うめ子君 

６番 中本  茂君 ７番 松本 孝雄君 

８番 平岡 忠昭君 10番 安立 里美君 

11番 城戸 茂夫君 12番 佐野 和彦君 

13番 生駒 一義君 15番 畑中 章男君 

16番 帰山 寿憲君 17番 池上 優徳君 

18番 皆川 信正君 19番 加藤 貞信君 

21番 前田 嘉彦君 22番 山田  栄君 

23番 齋藤 則男君 

 

○欠席議員（４名） 

５番 横田 則孝君 ９番 末本 幸夫君 

14番 北島 忠幸君 20番 山川  豊君 

 

○説明のため出席した者 

広域連合長  東 村 新 一 君 

副広域連合長 杉 本 博 文 君 

副広域連合長 奈 良 俊 幸 君 

代表監査委員 田 本 光 三 君 

事務局長   大 石 義 一 君 

事務局次長  道 佛 浩 二 君 

業務課長   寺 木 信 夫 君 

業務課長補佐 清 水   幸 君 

業務課主任  吉 村 浩 二 君 

 

○事務局出席職員 

書  記   石 塚 栄 子 

書  記   長 井 隆 幸 
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○議長（皆川信正君） 平成２９年第１回

福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会

は本日招集され、出席議員が定足数に達し

ておりますので、議会は成立しました。よ

って、これより開会し、本日の会議を開き

ます。 

 なお、本日の欠席通告議員は、横田則孝

議員、末本幸夫議員、北島忠幸議員、山川

豊議員の４名であります。 

 ここで、広域連合長より発言が求められ

ておりますので、許可します。 

 広域連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 

○広域連合長（東村新一君） 本日ここに、

平成２９年第１回福井県後期高齢者医療広

域連合議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては、公私共に

お忙しい中、御出席を賜り厚く御礼申し上

げます。また、日頃は、当広域連合の運営

につきまして、格別の御支援、御協力を賜

り、重ねて御礼申し上げます。 

 さて、昨年末、厚生労働省は保険料の均

等割軽減について、電算処理システムの設

定に誤りがあり、保険料を正しく徴収して

いない場合があることを明らかにしました。

現在、当広域連合において、対象者の選定

を行っているところであります。今後、正

しい軽減判定及び保険料の修正賦課を行い、

該当する被保険者の方に御迷惑をおかけし

たことをお詫びするとともに、還付又は追

加徴収の手続を行ってまいります。 

 また、国は増え続ける社会保障費を抑制

するために、高額療養費の限度額引き上げ

や入院療養費の居住費負担増、さらに、介

護保険制度においても高額介護サービス費

の自己負担額を引き上げるなど、医療・介

護保険制度の見直しを行うことを決めまし

た。 

後期高齢者医療に係る施策におきまし

ても、保険料軽減特例措置が見直されます。

低所得者及び被用者保険の被扶養者だった

方を対象に、保険料の特例軽減を一部廃止

し、段階的に引き上げるもので、被保険者

の方々には負担が増すことになります。 

 このように、様々な制度改革が行われる

中、当広域連合としましては、これまで以

上に市町、県等との連携強化を図り、増え

続ける医療費の適正化など、保険者機能の

強化に向けた取り組みにも力を入れ、被保

険者の皆様に信頼され、安心していただけ

る制度運営を続けてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 議員各位におかれましても、より一層の

御理解、御協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

本日は、副連合長の選任について議会の

同意をお願いする人事案件、平成２９年度

一般会計及び特別会計予算案、後期高齢者

医療に関する条例の一部改正、第三次広域

計画の策定の計５議案をご提案申し上げま
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す。 

十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願い申し上げまして、

開会の挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（皆川信正君） 議事に先立ちまし

て、ここでご報告申し上げます。 

平成２８年第２回定例会以降、馬渕清和

議員から当広域連合議会議員を辞職したい

旨の願い出がありましたので、地方自治法

第１２６条の規定に基づき、これを受理し、

辞職を許可しました。 

また、木村繁議員が議員の任期を満了さ

れました。これらの辞職等に伴い、２名の

議員が選出され、当広域連合議会議員に就

任されましたので、御紹介申し上げます。

氏名を事務局から朗読させます。 

○事務局（石塚栄子書記） それでは、命

によりまして、氏名を朗読いたします。 

 大塚佳弘議員、北島忠幸議員、以上でご

ざいます。 

○議長（皆川信正君） なお、このたび新

たに選出されました議員の皆様につきまし

ては、ただいま御着席の議席を仮議席に指

定いたします。 

 本日の議事日程はお手元に配付しました

議事日程のとおりと定め、直ちに議事に入

ります。 

日程１ 議席の指定を行います。 

 今回、新たに当広域連合議会議員に選出

されました議員の議席は、会議規則第４条

第１項の規定により、議長において指定い

たします。氏名とその議席番号を事務局に

朗読させます。 

○事務局（石塚栄子書記） それでは、命

によりまして、氏名とその議席番号を朗読

いたします。 

 ２番 大塚佳弘議員、１４番 北島忠幸

議員、以上でございます。 

○議長（皆川信正君） 次に、日程２ 会

期の決定について、を議題といたします。 

 お諮りします。 

本定例会の会期は、本日１日限りとした

いと存じますが、これに御異議ございませ

んか 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） 御異議なしと認め

ます。よって、そのように決しました。 

 次に、日程３ 会議録署名議員の指名を

行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７４条の

規定により、加藤貞信議員、前田嘉彦議員

を指名します。 

 次に、日程４ 第１号議案 福井県後期

高齢者医療広域連合副広域連合長の選任に

つき議会の同意を求めることについて、を

議題とします。 

提出者の提案理由の説明を求めます。 

 広域連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 
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○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました、第１号議案 福井県後期高

齢者医療広域連合副広域連合長の選任につ

き議会の同意を求めることにつきまして、

御説明を申し上げます。 

 議案１ページを御覧ください。 

 福井県後期高齢者医療広域連合の副広域

連合長につきましては、当広域連合規約第

１３条第１項の規定に基づき、議会の御同

意を得て選任するものであります。 

前任の副広域連合長でありました池田

町の杉本町長の後任といたしまして、引き

続き同氏を選任いたしたく、議会の御同意

をお願いするものであります。 

何とぞ御同意を賜りますよう、お願い申

し上げます。 

○議長（皆川信正君） 以上で提案理由の

説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は、人事に関する案件でありますの

で、直ちに採決に入りたいと存じますが、

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） 御異議なしと認め

ます。よって、採決します。 

 お諮りします。 

 第１号議案について、原案のとおり同意

することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） 御異議なしと認め

ます。よって、そのように決しました。 

 ここで、杉本副広域連合長の出席を求め

ることにします。 

 （副広域連合長 杉本博文君 入場） 

○議長（皆川信正君） ここで、杉本副広

域連合長から御挨拶を受けることにします。 

 副広域連合長 

 （副広域連合長 杉本博文君 登壇） 

○副広域連合長（杉本博文君） 一言御挨

拶させていただきたいと思います。 

 初めに、ただいまは私の副連合長選任に

つき御同意をいただきましたこと、ここに

厚く御礼を申し上げたいと思います。そし

てまた、当医療制度は定着してまいりまし

た当連合の運営につきましても、最善を尽

くして取り組む所存でございます。引き続

き東村連合長のもと、最善の努力を重ねて

努力いたします。皆様方の引き続きの御指

導、御支援、御助言を賜りますようお願い

申し上げて、就任に当たりましての御挨拶

にかえる次第であります。どうかよろしく

お願いいたします。ありがとうございまし

た。 

○議長（皆川信正君） 次に、日程５ 第

２号議案 平成２９年度福井県後期高齢者

医療広域連合一般会計予算及び日程６ 第

３号議案 平成２９年度福井県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

を会議規則第３５条の規定により一括して

議題とします。提出者の提案理由の説明を
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求めます。 

 広域連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました、第２号及び第３号議案の平

成２９年度各会計予算につきまして、一括

して提案理由の御説明を申し上げます。 

 まず、平成２９年度の予算編成に当たり

ましては、被保険者への安心提供、保険者

機能の強化を柱とし、総合的かつ横断的な

調整を図りながら、所管の事業を精査し、

政策効果を重視した見直しを行いました。 

 それでは、第２号議案 一般会計予算か

ら御説明いたします。 

議案３ページを御覧ください。平成２９

年度の一般会計予算でありますが、予算総

額を４億５,０５１万６千円と定めるもの

であります。 

 おめくりいただきまして、４ページをお

願いいたします。 

歳入の主なものといたしましては、第１

款 分担金及び負担金に構成市町からの負

担金として４億５,００６万６千円を計上

しております。また、歳出の主なものとい

たしましては、第１款 議会費に１５２万

６千円を、第２款 総務費に広域連合の運

営に要する経費として１億５,７１３万５

千円を、第３款 民生費に後期高齢者医療

特別会計への操出金として２億８,９８５

万４千円を計上いたしました。 

 次に、第３号議案 後期高齢者医療特別

会計予算について御説明いたします。 

 議案５ページを御覧ください。 

平成２９年度の特別会計予算でありま

すが、予算総額を１,０３１億１,１０３万

８千円と、また、一時借入金の借入れの最

高限度額を８０億円と定めるものでござい

ます。 

 おめくりいただきまして、６ページをお

願いいたします。 

歳入の主なものといたしましては、第１

款 市町支出金に被保険者からの保険料及

び市町の療養給付費の定率負担金として１

６７億７,３４３万円を計上いたしました。 

第２款  国庫支出金に療養給付費及び

高額医療費の定率負担金並びに調整交付金

などとして、３４７億７,４５６万１千円を

計上いたしました。 

第３款  県支出金に療養給付費及び高

額医療費の定率負担金などとして８６億６,

１５５万１千円を計上いたしました。 

第４款  支払基金交付金に現役世代の

方々からの支援金である交付金として４１

７億４,９２９万３千円を計上いたしまし

た。 

第８款  繰入金に一般会計及び療養給

付費等準備基金からの繰入金として１１億

２,８６１万３千円を計上いたしました。 

 次に、右の７ページを御覧ください。 

歳出の主なものを申し上げます。 
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第１款 総務費に制度運営に係る経費、

３億５,３８６万６千円を、第２款 保険給

付費に療養の給付に係る費用、高額療養費、

葬祭費などとして１,０２３億８,９１９万

６千円を計上いたしました。 

第５款 保健事業費に、市町が実施する

長寿健康診査事業の補助金及び重複・頻回

受診者に対する訪問指導事業費などとして、

２億４,５９７万４千円を計上いたしまし

た。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願い申し上げまして、

提案理由の説明といたします。 

○議長（皆川信正君） ただいま説明のあ

りました第２号議案及び第３号議案につい

て、質疑を許可します。 

 質疑はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） 討論なしと認めま

す。 

○議長（皆川信正君） それでは、第２号

議案及び第３号議案を一括して採決します。 

 お諮りします。第２号議案及び第３号議

案について、原案のとおり決することに賛

成の方の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（皆川信正君） ありがとうござい

ます。御着席ください。全員起立でありま

す。よって、そのように決しました。 

○議長（皆川信正君） 次に、日程７ 第

４号議案 福井県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例の一部改正に

ついて、を議題とします。提出者の提案理

由の説明を求めます。 

 広域連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第４議案 福井県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

の一部改正について、提案理由を御説明申

し上げます。 

 議案９ページを御覧ください。 

 平成２９年度以降における保険料の軽減

対象及び軽減の特例措置の見直しに伴い、

条例の一部を改正するものであります。 

 被保険者均等割額を減額する基準のうち、

５割軽減及び２割軽減の対象者が拡大され

るものです。また、制度開始当初から実施

しております保険料軽減の特例措置の見直

しについては、低所得者に対する所得割軽

減及び被用者保険の被扶養者であった者に

対する均等割軽減について、段階的に縮

小・廃止されることから、所用の改正を行

うものであります。 

 なお、改正条例の施行期日は平成２９年

４月１日であります。 
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 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願い申し上げまして、

提案理由の説明といたします。 

○議長（皆川信正君） ただいま説明のあ

りました第４号議案について質疑を許可し

ます。 

ご質疑等はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第４号議案について採決しま

す。 

 お諮りします。第４号議案について、原

案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（皆川信正君） ありがとうござい

ました。御着席ください。全員起立であり

ます。 

 よって、そのように決しました。 

○議長（皆川信正君） 次に、日程８ 第

５号議案 福井県後期高齢者医療広域連合

第三次広域計画の策定について、を議題と

します。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 広域連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました、第５号議案 福井県後期高

齢者医療広域連合第三次広域計画の策定に

ついて、提案理由を御説明申し上げます。 

 議案１３ページを御覧ください。 

 第三次広域計画につきましては、地方自

治法第２９１条の７第３項の規定に基づき

策定するもので、平成２３年度に策定いた

しました第二次広域計画の計画期間が平成

２８年度をもって終了するため、新たに策

定するものでございます。 

策定にあたりましては、第二次広域計画

期間の状況と課題を踏まえ、広域連合と関

係市町が相互に役割を分担し、連携協力を

図りながら、制度に関する事務を総合的か

つ計画的に行うこととするものであります。 

計画の期間につきましては、平成２９年

度から平成３３年度までの５年間とし、必

要があれば随時改定を行うこととするもの

であります。 

 十分なる御審議の上、妥当なる御議決を

賜りますようお願い申し上げまして、提案

理由の説明とさせていただきます。 

○議長（皆川信正君） ただいま説明のあ

りました第５号議案について質疑を許可し

ます。 

 質疑はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） ないようですので、
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質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（皆川信正君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第５号議案について採決しま

す。 

 お諮りします。第５号議案について、原

案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（皆川信正君） ありがとうござい

ました。御着席ください。全員起立であり

ます。 

 よって、そのように決しました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全

て終了いたしました。 

 ここで、広域連合長より発言の申し出が

ありますので、これを許可します。 

 広域連合長。 

 （広域連合長 東村新一君 登壇） 

○広域連合長（東村新一君） 平成２９年

第１回福井県後期高齢者医療広域連合議会

定例会が閉会するに当たり、一言御礼を申

し上げます。 

 本日提案させていただきました各議案に

ついて、慎重なる御審議をいただき、妥当

なる御議決を賜りましたことに厚く御礼を

申し上げます。 

 今後も、市町をはじめ関係機関としっか

り連携を図りながら、制度の円滑な運営に

取り組んでまいる所存でございます。 

 間もなく平成２８年度が終了し、新しい

年度を迎えますが、議員各位には、この１

年間大変お世話になりました。厚く御礼申

し上げますとともに、引き続き御指導、御

鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、

簡単ではございますが、閉会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○議長（皆川信正君） 以上で、平成２９

年第１回福井県後期高齢者医療広域連合議

会定例会を閉会します。 

 皆様の御協力、誠にありがとうございま

した。 

午後 2 時 44 分閉会 
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