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書
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内田
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書

記

多田

淳介

君

〇事務局長（向出宏二 君）

事務局長の向

出でございます。

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、

今年６月１日に堀川 議長さんが辞職され

重ねてお礼を申し上げ ます。

ましたので、現在、議 長が空席となってお

さて、後期高齢者医 療制度は平成２０年

ります。この場合、地 方自治法第１０６条

度にスタートいたしま したが、平成３０年

第１項の規定により、 副議長が議長の職務

度の国の後期高齢者の 医療費総額は約１６

を行うこととされてお りますので、島津副

兆４,２４６億円と、前 年度比２.５％の増

議長、よろしくお願い いたします。

加となっております。当 広域連合でも約１,

〇副議長（島津秀樹君 ）

１３６億円と、前年度に 比べて約２７億円、

令和２年第２回

福井県後期高齢者医療 広域連合議会定例会

２.５％増加いたしまし た。また、令和元年

は本日招集され、出席 議員が定足数に達し

度 の １ 人 当 た り 医 療 費 も 同 様 に 約 ８ .３ ％

ておりますので、議会 は成立しました。よ

増加し、９２万６,８７ ８円となっておりま

って、これより開会し 、本日の会議を開き

す。

ます。

令和４年以降は、団 塊の世代が後期高齢

なお、本日の欠席通 告議員は、末本幸夫
議員１名であります。

者となるために、社会 保障費は急増する見
通しであります。国の 全世代型社会保障検

また、議席番号１４ 番の青柳議員につき

討会議は昨年１２月、 一定の所得がある７

ましては、１０月３１ 日付けで越前町議会

５歳以上の後期高齢者 については、医療費

議員を辞職されました ので、広域連合規約

の窓口負担を２割に引 き上げることなどを

第９条第２項の規定に よりまして空席とな

盛り込んだ中間報告を 公表いたしました。

っております。

当初は２割負担となる 被保険者の所得範囲

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。
〇広域連合長（東村新 一君）

を取りまとめる予定で ありましたが、新型
議長、広域

連合長。
〇副議長（島津秀樹君 ）

や施行時期を検討して 今年の夏に最終報告

コロナの影響で年末に ずれ込むということ
であります。

広域連合長。

当広域連合といたし ましては、全国後期

〇広域連合長（東村新一 君） 本日ここに、

高齢者医療広域連合協 議会を通じて国に対

令和２年第２回福井県 後期高齢者医療広域

し、後期高齢者の窓口 負担については、高

連合議会定例会を招集 いたしましたところ、

齢者が必要な医療を受 ける機会が確保され

議員各位におかれまし ては、公私ともに御

るよう、高齢者の疾病 、生活状況等の実態

多用の中、御出席を賜 り、厚くお礼申し上

及び所得状況等を考慮 し慎重かつ十分な議
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論を重ねること、また 、やむを得ず窓口負

議員、井上利治議員、 泉和弥議員、玉村正

担の割合を引き上げる 場合は、十分な周知

人議員、堀川秀樹議員 、山田栄議員、江守

期間を設け、被保険者 に対し見直し内容及

勲議員、以上７名から 当広域連合議会議員

び必要性について丁寧 な説明を行うととも

を辞職したい旨の申出 がありましたので、

に、激変緩和措置を講 じることなど、負担

地方自治法第１２６条 の規定に基づき、こ

割合が増える被保険者 に十分配慮すること

れを受理し、辞職を許 可しております。

を要望しております。

これらの方の辞職に 伴い、新たに当広域

今後も国の動向をし っかり把握しつつ、

連合議会議員となられ ました皆様方を御紹

各市町や関係機関との 連携を図り、被保険

介申し上げます。氏名 を事務局から朗読さ

者の皆様に信頼され安 心していただける制

せます。

度運営に努めてまいり たいと考えておりま

〇事務局（内田俊一書 記）

す。

によりまして、氏名を 朗読いたします。

それでは、命

議員各位におかれま しても、より一層の

吉田啓三議員、秋田 重敏議員、八田一以

御理解、御協力を賜り ますようお願い申し

議員、村田耕一議員、 見谷喜代三議員、古

上げます。

屋信二議員、奥野正司 議員、以上でござい

本日は、副広域連合 長の選任について議

ます。

会の同意をお願いする 人事案件、令和元年

〇副議長（島津秀樹君 ）

なお、このたび

度一般会計・特別会計歳 入歳出決算の認定、

新たに選出されました 議員の皆様につきま

令和２年度一般会計補 正予算、令和２年度

しては、ただいま御着 席の議席を仮議席に

後期高齢者医療特別会 計補正予算、高齢者

指定いたします。

医療に関する条例の一 部改正の計５議案及

本日の議事日程は、 お手元に配付いたし

び専決処分の承認を求 めることについての

ました議事日程のとお りと定め、直ちに議

報告を御提案申し上げ ます。

事に入ります。

十分なる御審議をい ただき、妥当なる御

日程１、議長の選挙 を行います。

議決を賜りますようお 願い申し上げまして、

お諮りします。

開会の挨拶とさせてい ただきます。

選挙の方法につきま しては、地方自治法

どうぞよろしくお願 いいたします。
〇副議長（島津秀樹君 ）

第１１８条第２項及び 第３項の規定に基づ

議事に先立ちま

して、ここで御報告を 申し上げます。

き指名推選にしたいと 存じますが、これに
御異議ございませんか 。

県内１７市町から選 出いただいておりま
す当広域連合議会議員 のうち、片粕正二郎

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）
〇副議長（島津秀樹君 ）
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異議なしと認め

ます。よって、選挙の 方法は指名推選で行

老後を支える大切な基 盤であり、今後とも

うことに決しました。

被保険者が将来にわた り安心して適切な医

お諮りします。

療を受けられるように 、しっかりと運営し

指名は議長において 指名することにした

ていくことが肝要であ ると考えております。

いと存じますが、これ に御異議ございませ

このたび議長を拝命 いたしたわけであり

んか。

ますが、議員皆様のお 力添えをいただきな

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）

がら、広域連合議会の 円滑な運営に努めて

〇副議長（島津秀樹君 ）

まいりたいと思ってお りますので、よろし

異議なしと認め

ます。よって、そのよ うに決しました。

くお願いをいたします 。

それでは、議長には 福井市から選出いた

皆様方には御支援、 御協力を賜り、力い

だいております見谷喜 代三議員を指名いた

っぱいの運営をしたい と思いますので、よ

します。

ろしくお願いをいたし ます。就任の御挨拶

お諮りします。

とさせていただきます 。今後ともよろしく

ただいま議長におい て指名いたしました

お願いいたします。

見谷喜代三議員を議長 の当選人と定めるこ

〇副議長（島津秀樹君 ）

とに御異議ございませ んか。

で新議長と交代をいた します。

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）
〇副議長（島津秀樹君 ）

それでは、ここ

議長、議長席にお願 いいたします。

異議なしと認め

〇議長（見谷喜代三君 ）

これより私が議

ます。よって、見谷喜 代三議員が福井県後

長の職務を務めさせて いただきますので、

期高齢者医療広域連合 議会議長に当選され

よろしくお願いをいた します。

ました。

続きまして、日程２ 、議席の指定を行い

議長に当選されまし た見谷喜代三議員が

ます。

議場におられますので 、本席から当選を告
知いたします。

されました議員の議席 は、会議規則第４条

当選の御挨拶をお願 いいたします。
〇議長（見谷喜代三君 ）

今回、新たに当広域 連合議会議員に選出

第１項の規定により、 議長において指定を

皆さん、御苦労

いたします。

さまでございます。

氏名とその議席番号 を事務局に朗読させ

ただいま議長に御推 挙いただきまして、
厚くお礼を申し上げま す。

ます。
〇事務局（内田俊一書 記）

さて、高齢化が進行 する中、後期高齢者
医療制度は被保険者の 健康を守り、幸せな

それでは、命

によりまして、議席番 号と氏名を朗読いた
します。
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１０番、吉田啓三議 員、１３番、秋田重

御説明申し上げます。

敏議員、１７番、八田 一以議員、１８番、

議案１ページを御覧 ください。福井県後

村田耕一議員、１９番 、見谷喜代三議員、

期高齢者医療広域連合 の副広域連合長につ

２２番、古屋信二議員 、２３番、奥野正司

きましては、当広域連 合規約第１３条第１

議員、以上でございま す。

項の規定に基づき、議 会の御同意を得て選

〇議長（見谷喜代三君 ）

次に、日程３、

任するものであります 。

会期の決定についてを 議題といたします。

前任の副広域連合長 でありました小浜市

お諮りします。

の松崎市長の後任とい たしまして、大野市

本定例会の会期は、 本日１日限りとした

の石山市長を選任いた したく、議会の御同

いと存じますが、これ に御異議ございませ

意をお願いするもので あります。

んか。

何とぞ御同意を賜り ますよう、お願い申

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）

し上げます。

〇議長（見谷喜代三君 ）

御異議なしと認

〇議長（見谷喜代三君 ）

めます。よって、その ように決しました。

の説明は終わりました 。

次に、日程４、会議 録署名議員の指名を

以上で提案理由

お諮りします。

行います。

本案は人事に関する 案件でありますので、

会議録署名議員は、 会議規則第７４条の

直ちに採決に入りたい と存じますが、これ

規定により、吉田啓三 議員、和田義則議員

に御異議ございません か。

を指名いたします。

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）

次に、日程５、第１ 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

〇議長（見谷喜代三君 ）
めます。

につき議会の同意を求 めることについてを

これより採決します 。

議題といたします。

お諮りします。

提出者の提案理由の 説明を求めます。
〇広域連合長（東村新 一君）

第１１号議案につい て、原案のとおり同

議長、広域

連合長。
〇議長（見谷喜代三君 ）

御異議なしと認

意することに御異議ご ざいませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者 あり）

広域連合長。

〇広域連合長（東村新 一君）

〇議長（見谷喜代三君 ）

御異議なしと認

ただいま上

めます。よって、その ように決しました。

程されました、第１１ 号議案、福井県後期

ここで、石山副広域 連合長の出席を求め

高齢者医療広域連合副 広域連合長の選任に

ることにします。

つき議会の同意を求め ることにつきまして、

（石山副広域連合長入 場）
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〇議長（見谷喜代三君 ）

ここで、石山副

程されました、第１２ 号議案、令和元年度

広域連合長から御挨拶 を受けることにいた

福井県後期高齢者医療 広域連合一般会計・

します。

特別会計歳入歳出決算 の認定につきまして、

〇副広域連合長（石山 志保君）

議長、副

御説明申し上げます。

広域連合長。
〇議長（見谷喜代三君 ）

議案３ページを御覧 ください。本案は、
副広域連合長。

〇副広域連合長（石山 志保君）

大野市長

の石山志保でございま す。

地方自治法第２３３条 第１項の規定に基づ
き決算を調製し、同条第 ２項の規定により、
監査委員の審査に付し 、審査意見書の提出

ただいまは副広域連 合長選任につきまし

を受け、同条第３項及 び第５項の規定によ

て御同意を賜り、誠に ありがとうございま

り、所要の書類を添え て議会の認定に付す

した。

ものであります。

後期高齢者医療制度 につきましては、従

まず、別冊の令和元 年度歳入歳出決算書

前にも増して、被保険者 の皆様に信頼され、

の１ページ、決算総括 表をお願いいたしま

安心して利用していた だける制度運営を目

す。令和元年度の決算 規模でありますが、

指し、東村広域連合長 、杉本副広域連合長

一般会計及び後期高齢 者医療特別会計を合

とともに誠心誠意取り 組んでまいる所存で

計いたしまして、歳入 決算額といたしまし

ございます。

て１,１０１億４,４２ ９万２,０１８円、歳

議員各位におかれま しては、引き続きの

出決算額といたしまし て１,０７５億７,０

御指導、御鞭撻を賜り ますようお願いを申

９５万３８８円で、差引 額は２５億７,３３

し上げまして、就任の 御挨拶とさせていた

４万１,６３０円となっ ております。

だきます。

次に、２ページ、一 般会計歳入決算書を

誠にありがとうござ いました。
〇議長（見谷喜代三君 ）

お願いいたします。予 算現額の合計が５億

次に、日程６、

２,８５０万２千円、収 入済額の合計が５億

第１２号議案、令和元 年度福井県後期高齢

２,８６４万７,４７８ 円で、予算現額と比

者医療広域連合一般会 計・特別会計歳入歳

較 し て １ ４ 万 ５ ,４ ７ ８ 円 の 増 と な っ て お

出決算の認定について を議題とします。

ります。

提出者の提案理由の 説明を求めます。
〇広域連合長（東村新 一君）

次に、３ページ、一 般会計歳出決算書を

議長、広域

連合長。
〇議長（見谷喜代三君 ）

お願いいたします。予 算現額の合計が５億
２,８５０万２千円、支 出済額の合計が５億

広域連合長。

〇広域連合長（東村新 一君）

６７１万７,９１８円で 、不用額が２ ,１７

ただいま上

８万４,０８２円となっ ております。

－6－

次に、５ページ、後 期高齢者医療特別会

の監査委員による決算 審査をお受けいたし

計歳入決算書をお願い いたします。６ペー

まして、その審査意見 書と主要な施策の成

ジに移っていただいて 、予算現額の合計が

果等報告書を別冊のと おり配付させていた

１,０７６億８,９３３ 万４千円、調定額の

だいておりますので、 御確認いただき、十

合 計 が １ ,０ ９ ６ 億 ２ ,２ ０ ０ 万 ６ ,９ ８ ４

分なる御審議の上、何 とぞ妥当なる御議決

円、収入済額の合計が １,０９６億１,５６

を賜りますようお願い 申し上げます。

４万４,５４０円で、不 納欠損額はありませ

〇議長（見谷喜代三君 ）

ん。

ありました第１２号議 案について、質疑を

収 入 未 済 額 は ６ ３ ６ 万 ２ ,４ ４ ４ 円 と な

許可いたします。

り、予算現額と収入済 額を比較して１９億

質疑はありませんか 。

２ ,６ ３ １ 万 ５ ４ ０ 円 の 増 と な っ て お り ま

（「なし」と呼ぶ者あり ）

す。

〇議長（見谷喜代三君 ）

次に、７ページ、後 期高齢者医療特別会

ただいま説明の

ないようですの

で、質疑を終結します 。

計歳出決算書をお願い いたします。予算現

次に、討論はありま せんか。

額の合計が１,０７６億 ８,９３３万４千円、

（「なし」と呼ぶ者あり ）

支出済額の合計が１,０ ７０億６,４２３万

〇議長（見谷喜代三君 ）

２,４７０円で、不用額 が６億２,５１０万

ます。

１,５３０円となってお ります。

討論なしと認め

それでは、第１２号 議案の採決を行いま

これらの結果により まして、一般会計で

す。

２,１９２万９,５６０ 円、特別会計で２５

お諮りします。

億５,１４１万２,０７ ０円の差引残額が発

第１２号議案につい て、原案のとおり認

生いたしました。これ らにつきましては、

定することに賛成の諸 君の起立を求めます。

それぞれ令和２年度に 繰り越すこととし、

（賛成者起立）

後ほど御提案いたしま す令和２年度一般会

〇議長（見谷喜代三君） お座りください。

計及び特別会計補正予 算で措置させていた

起立全員であります 。よって、そのよう

だくこととしておりま す。

に決しました。

以上、第１２号議案 、令和元年度福井県

次に、日程７、第１ ３号議案、令和２年

後期高齢者医療広域連 合一般会計・特別会

度福井県後期高齢者医 療広域連合一般会計

計歳入歳出決算の認定 につきまして、御説

補正予算及び日程８、 第１４号議案、令和

明いたしました。

２年度福井県後期高齢 者医療広域連合後期

なお、この決算につ きましては、お二人

高齢者医療特別会計補 正予算を会議規則第
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３５条の規定により一 括して議題とします。

５万７千円とするもの であります。

提出者の提案理由の 説明を求めます。
〇広域連合長（東村新 一君）

おめくりいただきま して、８ページを御

議長、広域

連合長。
〇議長（見谷喜代三君 ）

覧ください。補正内容 といたしまして、令
和元年度決算により生 じた剰余金及び不足

広域連合長。

〇広域連合長（東村新 一君）

額を本年度予算で精算 するもの、及び新型

ただいま上

コロナウイルス感染症 の影響による保険料

程されました、第１３ 号議案、令和２年度

の減免及び国からの財 源補塡に伴うもので

福井県後期高齢者医療 広域連合一般会計補

あります。

正予算及び第１４号議 案、令和２年度福井

まず、歳入におきま しては、第１款、市

県後期高齢者医療広域 連合後期高齢者医療

町支出金ですが、市町 負担金を精算した結

特別会計補正予算につ きまして、一括して

果、３市町において追加 負担が生じたため、

御説明申し上げます。

１,３５０万２千円を増 額、また、保険料の

まず、第１３号議案 の令和２年度一般会
計補正予算から説明い たします。

減 免 額 で あ る ３ ,２ ３ ０ 万 １ 千 円 を 減 額 し
た結果、合計で１,８７ ９万９千円を減額し

議案５ページを御覧 ください。令和２年

ております。

度一般会計補正予算で ありますが、補正額

次に、第２款、国庫 支出金ですが、令和

は歳入・歳出ともに２ ,１９２万９千円を増

元年度分の国庫補助金 を精算した結果、追

額し、予算総額で４億９ ,６４０万７千円と

加負担が生じたため２ ５万４千円を増額、

するものであります。

また、保険料減免額の 補塡として国庫補助

おめくりいただきま して、６ページを御

金を３,６０４万３千円 増額した結果、合計

覧ください。歳入につき ましては、第４款、

で３,６２９万７千円を 増額しております。

繰 越 金 を ２ ,１ ９ ２ 万 ９ 千 円 増 額 し て お り

次に、第９款、繰越 金ですが、令和元年

ます。これは、令和元 年度の広域連合運営

度 の 決 算 剰 余 金 と し て ２ ５ 億 ５ ,１ ４ １ 万

経費の決算剰余金であ り、歳出の第４款、

２千円を増額しており ます。

諸支出金において決算 に基づいた剰余金を
構成市町に返還するも のであります。

続いて歳出につきま しては、記載順とは
異なりますが、第８款 、諸支出金です。令

次に、第１４号議案 の令和２年度特別会
計補正予算についてで あります。

和元年度療養給付費負 担金等の精算による
国、県、市町等への償還 金２３億７ ,５５６

議案７ページをお願 いいたします。補正

万８千円を増額、また 、保険料減免による

額は歳入・歳出ともに２ ５億６ ,８９１万円

保険料還付金として３ ７４万２千円を増額

を増額し、予算総額で １,０８０億８,８０

した結果、合計で２３億 ７ ,９３１万円増額
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しております。

す。

歳入補正額から諸支 出金を差し引いた額

提出者の提案理由の 説明を求めます。

については療養給付費 等準備基金に積み立

〇広域連合長（東村新 一君）

てるものとし、第６款 、基金積立金を１億

連合長。

８,９６０万円増額して おります。

〇議長（見谷喜代三君 ）

十分なる御審議の上 、何とぞ妥当なる御

議長、広域

広域連合長。

〇広域連合長（東村新 一君）

ただいま上

議決を賜りますよう、お 願い申し上げます。

程されました、第１５ 号議案、福井県後期

〇議長（見谷喜代三君 ）

ただいま説明の

高齢者医療広域連合後 期高齢者医療に関す

ありました第１３号議 案及び第１４号議案

る条例の一部改正につ いて、御説明申し上

について、質疑を許可 いたします。

げます。

質疑はございません か。

議案９ページを御覧 ください。本案は、

（「なし」と呼ぶ者あり ）
〇議長（見谷喜代三君 ）

高齢者の医療の確保に 関する法律施行令の
ないようですの

で、質疑を終結します 。

一部が改正されたため 、後期高齢者医療に
関する条例中の関連す る条項を改正するも

次に、討論はござい ませんか。

のであります。

（「なし」と呼ぶ者あり ）
〇議長（見谷喜代三君 ）

内容といたしまして は、保険料の減額措
討論なしと認め

ます。

置適用に当たっての軽 減判定基準額を変更
するものです。

それでは、第１３号 議案及び第１４号議
案を一括して採決して よろしいでしょうか。

なお、改正条例の施 行期日は、令和３年
１月１日であります。

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）
〇議長（見谷喜代三君 ）

十分なる御審議をい ただき、妥当なる御

お諮りします。

第１３号議案及び第 １４号議案について、

議決を賜りますよう、お 願い申し上げます。
〇議長（見谷喜代三君 ）

ただいま説明の

原案のとおり決するこ とに賛成の諸君の起

ありました第１５号議 案について、質疑を

立を求めます。

許可いたします。

（賛成者起立）
〇議長（見谷喜代三君 ）

質疑はありませんか 。
起立全員であり

ます。よって、そのよ うに決しました。

（「なし」と呼ぶ者あり ）
〇議長（見谷喜代三君 ）

次に、日程９、第１ ５号議案、福井県後

で、質疑を終結します 。

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

討論はございません か。
（「なし」と呼ぶ者あり ）
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ないようですの

〇議長（見谷喜代三君 ）

討論なしと認め

ます。

に後期高齢者医療に関 する条例を改正し施
行する必要があったた め、地方自治法第１

それでは、第１５号 議案を採決します。

７９条第１項の規定に より、平成２年６月

お諮りします。

１日付で広域連合長の 専決処分をしたもの

第１５号議案につい て、原案のとおり決

でございます。

することに賛成の諸君 の起立を求めます。

同条第３項の規定に よりまして、ここに

（賛成者起立）

報告し御承認をお願い するものでございま

〇議長（見谷喜代三君） 座ってください。

す。

起立全員であります 。よって、そのよう
に決しました。

〇議長（見谷喜代三君 ）

ありました第１号報告 について、質疑を許

次に、日程１０、第 １号報告、専決処分

可いたします。

の承認を求めることに ついてを議題といた
します。

質疑はございません か。
（「なし」と呼ぶ者あり ）

提出者の説明を求め ます。
〇広域連合長（東村新 一君）

〇議長（見谷喜代三君 ）
議長、広域

ないようですの

で、質疑を終結いたし ます。

連合長。
〇議長（見谷喜代三君 ）

ただいま説明の

お諮りします。
広域連合長。

〇広域連合長（東村新 一君）

第１号報告について 、報告のとおり承認

ただいま上

することに御異議ござ いませんか。

程されました、第１号 報告、専決処分の承

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）

認を求めることにつき まして、御説明申し

〇議長（見谷喜代三君 ）

上げます。

めます。よって、その ように決しました。

議案１３ページを御 覧ください。令和２

以上で第１号報告を 終わります。

年３月１０日に国の新 型コロナウイルス感
染症対策本部におきま して、緊急対策とい

御異議なしと認

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。

たしまして、後期高齢 者医療などの保険者

ここで、広域連合長 より発言の申出があ

が新型コロナウイルス 感染症に感染するな

りますので、これを許 可いたします。

どした被用者に傷病手 当金を支給する場合、

〇広域連合長（東村新 一君）

支給額全額について国 が財政支援を行うこ

連合長。

とが決定されました。

〇議長（見谷喜代三君 ）

これを受けまして、 当広域連合におきま
しては、傷病手当金が 支給できるよう早期

議長、広域

広域連合長。

〇広域連合長（東村新 一君）
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例会が閉会されるに当 たり、一言お礼を申
し上げます。
本日提案させていた だきました各議案、
報告につきまして、慎 重なる御審議をいた
だき、御賛同を賜りま したことに厚くお礼
を申し上げます。
引き続き後期高齢者 医療制度の円滑な運
営に取り組んでまいる 所存でございますの
で、議員各位におかれ ましては、より一層
の御指導、御協力を賜 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挨 拶とさせていただき
ます。
本日はありがとうご ざいました。
〇議長（見谷喜代三君 ）

以上で、本日の

会議を閉じます。
これをもちまして、 令和２年第２回福井
県後期高齢者医療広域 連合議会定例会を閉
会いたします。
御苦労さまでした。

午後 3 時 6 分閉会
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