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令和元年度福井県後期

高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計

補正予算 

広域連合長 2.3.30 2.3.30 原案可決 
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月 日 曜 時 間 会議 場 所 会議事項 

３月３０日 月 午後２時１５分 本会議 
福井県自治会館 
多目的ホール 

開会、議案上程、採

決、閉会 
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令和２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 

令和 2 年 3 月 30 日（月曜日）午後 2 時 15 分開会 

令和 2 年 3 月 30 日、定例会が福井県自治会

館多目的ホール（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６号議案  令和元年度福井県

後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療
特別会計補正予算 

 
日程５ 第７号議案  令和２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８号議案  令和２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９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 10 号議案 福井県後期高齢者

医療広域連合第三次
広域計画の改定につ
いて 

 

○出席議員（22 人） 

１番 大塚 佳弘君 ２番 馬渕 清和君 

３番 今井 伸治君 ４番 竹仲 良廣君 

５番 上尾 德郎君 ６番 尾谷 和枝君 

７番 島津 秀樹君 ８番 末本 幸夫君 

９番 水津 達夫君 11番 三田村輝士君 

12番 和田 義則君 13番 井上 利治君 

14番 青柳 良彦君 15番 川端 義秀君 

16番 松山 信裕君 17番 泉  和弥君 

18番 玉村 正人君 19番 堀川 秀樹君 

20番 杉本 隆洋君 21番 永井 純一君 

22番 山田  栄君 23番 江守  勲君 

 

○欠席議員（1 名）10番 片粕正二郎君 

 

○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 

代表監査委員 田 本 光 三 君 

事務局長   河 上 芳 夫 君 

事務局次長  高 村 明 俊 君 

業務課長   栗 原  紀  君 

業務課長補佐 波多野 清 志 君 

 

○事務局出席職員 

書  記   小 東 由 幸 

書  記   多 田 淳 介 

 

〇議長（堀川秀樹君） 令和２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、議会は成立いたしました。

よって、これより開会し、本日の会議を開 
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きます。 

なお、本日の欠席通告議員は、１０番 

片粕正二郎議員の１名でございます。 

 ここで、広域連合長より発言を求められ

ておりますので、許可します。 

〇広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

〇議長（堀川秀樹君） 広域連合長。 

〇広域連合長（東村新一君） 本日ここに

、令和２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、公私とも

に御多用の中、御出席を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 さて、令和元年９月に出された国の推計

によりますと、７５歳以上の人口は１,８４

８万人で、総人口の１４.７％、前年推計に

比べて５３万人の増という状況となってお

り、団塊の世代が７５歳になり始める令和

４年からは、その数字が急増すると見込ま

れております。また、国全体の後期高齢者

の医療費総額は、現在約１６兆円ですが、

こちらも大きく増加することが見込まれま

す。 

 このような中、昨年９月、国において全

世代型社会保障検討会議が設置され、令和

４年以降の社会保障給付費抑制に向けて議

論が開始されました。後期高齢者医療に関

する課題としましては、窓口負担の在り方

、現役並み所得の判断基準の見直しなどを

検討し、今年の夏に方向性を示すとしてお

りますので、注視してまいりたいと考えて

おります。 

 本広域連合におきましては、令和２年度

の予算編成に当たりまして、医療費増加の

予測から、去る２月の臨時会にて、保険料

率改定のための条例改正案を御議決いただ

き、保険料を増額で計上いたしたところで

す。 

 被保険者の方々には負担増でありますが

、併せて後発医薬品の利用推進、多剤服薬

や重複受診の抑制など、医療費の適正化に

努めることとしております。 

 加えて、構成市町と協力した健康診査の

推進や生活習慣病の重症化予防、保健事業

と介護予防の一体的な実施など、被保険者

の健康寿命延伸のための施策に取り組み、

持続可能な保険制度となるよう努めてまい

りたいと考えております。 

 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、令和元年度特別会計補正予算、

令和２年度一般会計予算、令和２年度特別

会計予算、後期高齢者医療に関する条例の

一部改正、第三次広域計画の改定の計５議

案を御提案申し上げます。 

 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。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（堀川秀樹君） 議事に先立ちまし

て、ここで御報告を申し上げます。 

 﨑元良栄議員から、３月４日付で本広域

連合議会議員を辞職したい旨の願い出があ

りました。閉会中であったため、地方自治

法第１２６条ただし書の規定に基づき、私

が受理し、辞職を許可いたしました。 

 そこで、辞職に伴い新たに選出されまし

た議員を御紹介申し上げます。氏名を事務

局に朗読させます。 

○事務局（小東由幸書記） それでは、命

によりまして、氏名を朗読いたします。 

 竹仲良廣議員、以上でございます。 

〇議長（堀川秀樹君） 本日の議事日程は

、お手元に配付いた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、新たに本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。 

 議席番号と氏名を事務局に朗読させます

。 

○事務局（小東由幸書記） 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。 

 ４番 竹仲良廣議員、以上でございます

。 

〇議長（堀川秀樹君） 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」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 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、８番 末本幸夫議員、９番 水

津達夫議員を御指名申し上げます。 

 次に、日程４ 第６号議案 令和元年度

福井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算を議題とします。 

 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） 議長、広域

連合長。 

〇議長（堀川秀樹君） 広域連合長。 

〇広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました、第６号議案 令和元年度福

井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計補正予算について御説明申し上

げます。 

 議案の１ページを御覧ください。 

保険給付費を増額するための補正でご

ざいます。 

 補正額は歳入・歳出ともに９億１,８４９

万６千円を増額し、予算総額で１,０７６億
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８,９３３万４千円とするものであります。 

 おめくりいただきまして、２ページをお

願いいたします。 

 まず、歳出につきましては、被保険者数

や１人当たりの療養給付費等が見込みより

増加することにより、第２款 保険給付費

に不足が生じるため、９億１,８４９万６千

円を増額しております。 

 歳入につきましては、第２款 国庫支出

金を歳出と同額の９億１,８４９万６千円

増額しております。 

 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す。 

〇議長（堀川秀樹君） ただいま説明のあ

りました第６号議案について、質疑を許可

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 御質疑ないようで

すので、質疑を終結します。 

 次に、討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第６号議案の採決を行います

。 

 お諮りします。 

第６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） 

〇議長（堀川秀樹君） ありがとうござい

ました。起立全員でございます。よって、

そのように決しました。 

 次に、日程５ 第７号議案 令和２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８号議案 令和２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いたします。 

 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） 議長、広域

連合長。 

〇議長（堀川秀樹君） 広域連合長。 

〇広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第７号議案 令和２年度福井

県後期高齢者医療広域連合一般会計予算及

び第８号議案 令和２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

算につきまして、一括して御説明申し上げ

ます。 

 まず、令和２年度の予算編成に当たりま

しては、被保険者への安心の提供及び保険

者機能の強化を柱とし、事務事業の実績確

認を行い、事業内容、実施方法などを精査

した上で編成いたしました。 

 それでは、第７号議案 一般会計予算か

ら御説明いたします。 

 議案の３ページを御覧ください。 

 令和２年度の一般会計予算でありますが

、予算総額を４億７,４４７万８千円と定め

るものであります。 
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 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４億７,４２７万２千円を計

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１４８万７千円を、第

２款 総務費に広域連合の運営に要する経

費として１億５,７７０万２千円を、第３款 

民生費に、後期高齢者医療特別会計への繰

出金として３億１,３２８万８千円を計上

いたしました。 

 次に、第８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。 

 議案の５ページを御覧ください。 

 令和２年度の特別会計予算でありますが

、予算総額を１,０５５億１,９１４万７千

円と定め、一時借入金の借入れの最高額を

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

１８８億９,６３０万６千円を計上いたし

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３４７億４,１６３万８千円を

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８９億２

,３７８万５千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４２

１億９,６３６万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７億３

,２０２万１千円を計上いたしました。 

 ７ページを御覧ください。 

 歳出の主なものといたしましては、第１

款 総務費に、制度運営に係る経費３億２,

２３５万１千円を、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１,０４８億１２７万４千

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

長寿健康診査事業への補助金などとして３

億１,７２０万３千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す。 

〇議長（堀川秀樹君） ただいま説明のあ

りました第７号議案及び第８号議案につい

て、質疑を許可します。御質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 御質疑がないよう

ですので、質疑を終結します。 

 次に、討論はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第７号議案及び第８号議案を

一括して採決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） それでは、お諮り

します。 

第７号議案及び第８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） 

〇議長（堀川秀樹君） ありがとうござい

ました。起立全員でございます。よって、

そのように決しました。 

 次に、日程７ 第９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、を議題といた

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） 議長、広域

連合長。 

〇議長（堀川秀樹君） 広域連合長。 

〇広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第９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、御説明申し上げま

す。 

 議案の９ページを御覧ください。 

 令和２年度以降における保険料の賦課限

度額及び被保険者均等割額を軽減する基準

の見直しに伴い、条例の一部を改正するも

のであります。 

 保険料の賦課限度額を現行の６２万円か

ら６４万円に引き上げるとともに、保険料

の均等割額軽減の基準を見直し、軽減対象

を拡充するために、所要の改正を行うもの

です。 

 なお、改正条例の施行期日は、令和２年

４月１日であります。 

 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す。 

〇議長（堀川秀樹君） ただいま説明のあ

りました第９号議案について、質疑を許可

します。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 御質疑ないようで

すので、質疑を終結します。 

 次に、討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第９号議案の採決を行います

。 

 お諮りします。 

第９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） 

〇議長（堀川秀樹君） ありがとうござい

ます。起立全員でございます。よって、そ
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のように決しました。 

 次に、日程８ 第１０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改

定について、を議題といたします。 

 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） 議長、広域

連合長。 

〇議長（堀川秀樹君） 広域連合長。 

〇広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第１０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改定に

ついて、御説明申し上げます。 

 議案の１１ページを御覧ください。 

 広域計画は、地方自治法第２９１条の７

によりまして、広域連合に作成が義務づけ

られている計画でございます。 

今回、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施に当たりまして、この計画に広

域連合が行う事務及び構成市町が行う事務

を追加する必要が生じたために、所要の改

正を行うものであります。 

 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す。 

〇議長（堀川秀樹君） ただいま説明のあ

りました第１０号議案について、質疑を許

可します。御質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 御質疑ないようで

すので、質疑を終結します。 

 次に、討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（堀川秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第１０号議案の採決を行いま

す。 

 お諮りします。 

第１０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） 

〇議長（堀川秀樹君） ありがとうござい

ました。起立全員であります。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

ございますので、これを許可します。 

〇広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

〇議長（堀川秀樹君） 広域連合長。 

〇広域連合長（東村新一君） 令和２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。 

 保険料の制度改正につきましては、被保

険者の皆様の御理解を得られるよう十分周

知を図るとともに、構成市町とも協力、連
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携し、引き続き円滑な事業の運営に努めて

まいります。 

 間もなく令和元年度が終了し、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ことに厚くお礼

を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（堀川秀樹君） 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。 

 お疲れさまでございました。 

 

 

午後 2 時 36 分閉会 
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