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令和 3 年 3 月 30 日、定 例会が福井県自治会
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○欠席議員（なし）
○説明のため出席した者

福井県後期高齢者
医療広域連合長等の
損害賠償責任の一部
免責に関する条例の
制定について
福井県後期高齢者
医療広域連合職員の
服務の宣誓に関する
条例の一部改正につ
いて
専決処分の承認を
求めることについて
－1－

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

石山

志保

君
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田本

光三

君

事務局長

向出

宏二

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

ベースでは、後期高齢 者の医療費は約１８

書

記

内田

俊一

兆円ですが、こちらも 大きく増加すること

書

記

多田

淳介

が見込まれます。
このような中、昨年 １２月、全世代型社

○議長（見谷喜代三君 ）

令和３年第１回

会保障改革の方針が閣 議決定されました。

福井県後期高齢者医療 広域連合議会定例会

後期高齢者の負担割合 の在り方に関しては、

は本日招集され、出席 議員が定足数に達し

単身世帯の場合は、課 税所得が２８万円以

ておりますので、議会は 成立いたしました。

上かつ年収２００万円 以上、複数世帯の場

よって、これより開会 し、本日の会議を開

合は、後期高齢者の年 収合計が３２０万円

きます。

以上の方に限って、そ の医療費の窓口負担

ここで、広域連合長 より発言を求められ

割合を現行の１割から ２割に引き上げるこ

ておりますので、許可 いたします。

とが今国会で審議され 、法律が成立した場

○広域連合長（東村新 一君）

合には、国、県、市町 等と連携を図り、被

議長、広域

連合長。
○議長（見谷喜代三君 ）

保険者の皆様に周知を 図ってまいりたいと
広域連合長。

考えております。

○広域連合長（東村新一 君） 本日ここに、

さて、令和３年度の予 算でございますが、

令和３年第１回福井県 後期高齢者医療広域

編成に当たりましては 新型コロナウイルス

連合議会定例会を招集 いたしましたところ、

感染症の影響を考慮し まして、医療費につ

議員各位におかれまし ては、公私ともに御

いては国の予算の減少 率を参考に減額で計

多用の中、御出席を賜 り、厚くお礼申し上

上いたしたところです 。同じく、保険料徴

げます。

収額についても減収を 見込んでおります。

また、日頃より、本 広域連合の運営につ

一方、後発医薬品の 利用推進、多剤服薬

きまして、格別の御支 援、御協力を賜り、

や重複受診の抑制など 、引き続き医療費の

重ねてお礼を申し上げ ます。

適正化に努めるととも に、構成市町と協力

さて、令和２年９月 に出された国の推計

した健康診査の推進や 生活習慣病の重症化

によりますと、７５歳以 上の人口は１ ,８７

予防、保健事業と介護 予防の一体的な実施

１万人で、総人口の１ ４ .９％、前年推計に

など、被保険者の健康 寿命延伸のための施

比べて２４万人の増と いう状況になってお

策に取り組み、持続可 能な保険制度となる

り、団塊の世代が７５ 歳になり始める令和

よう努めてまいりたい と考えております。

４年からは、その数字 が急増すると見込ま

議員各位におかれま しても、より一層の

れております。また、 国の令和３年度予算

御理解、御協力を賜り ますようお願い申し

－2－

上げます。

に指定いたします。

本日は、人事案件、 令和２年度特別会計

本日の議事日程は、 お手元に配付いたし

補正予算、令和３年度 一般会計予算、令和

ました議事日程のとお りと定め、直ちに議

３年度特別会計予算、 損害賠償責任の一部

事に入ります。

免責に関する条例の制 定、職員の服務の宣

日程１

誓に関する条例の一部 改正の計６議案及び

今回新たに本広域連 合議会議員に選出さ

報告２件を御提案させ ていただきます。

れました議員の議席は 、会議規則第４条第

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、

１項の規定により、議 長において指定いた
します。

開会の挨拶とさせてい ただきます。

議席番号と氏名を事 務局に朗読させます。

どうぞよろしくお願 いいたします。
○議長（見谷喜代三君 ）

議席の指定 を行います。

○事務局（内田俊一書 記）

議事に先立ちま

して、ここで御報告申 し上げます。

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。

県内１７市町から選 出いただいておりま

２番

中道恭子議員 、１４番

笠原秀樹

す当広域連合議会議員 のうち、馬渕清和議

議員、以上でございま す。

員から、当広域連合議 会議員を辞職したい

○議長（見谷喜代三君） 次に、日程２

旨の願い出がありまし たので、地方自治法

期の決定についてを議 題といたします。

会

第１２６条の規定に基 づき、これを受理し、

お諮りします。

辞職を許可しておりま す。また、木村繁議

本定例会の会期は、 本日１日限りとした

員が議員の任期を満了 されました。

いと存じますが、これ に御異議ございませ

これらの方の辞職等 に伴い、新たに当広

んか。

域連合議会議員となら れましたお二方を御
紹介申し上げます。

○議長（見谷喜代三君 ）

氏名を事務局に朗読 させます。
○事務局（内田俊一書 記）

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）

めます。よって、その ように決しました。

それでは、命

によりまして氏名を朗 読いたします。

次に、日程３

会議 録署名議員の指名を

行います。

中道恭子議員、笠原 秀樹議員、以上でご
ざいます。
○議長（見谷喜代三君 ）

御異議なしと認

会議録署名議員は、 会議規則第７４条の
規定により、１３番

なお、このたび

番

新たに選出されました 議員のお二方につき
ましては、ただいま御 着席の議席を仮議席

秋田重敏議員、１４

笠原秀樹議員を指 名いたします。
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

－3－

つき議会の同意を求め ることについてを議

これより採決いたし ます。

題といたします。

お諮りします。

提出者の提案理由の 説明を願います。
○広域連合長（東村新 一君）

第１号議案について 、原案のとおり同意

議長、広域

することに御異議ござ いませんか。

連合長。
○議長（見谷喜代三君 ）

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）
広域連合長。

○広域連合長（東村新 一君）
程されました第１号議 案

○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。

福井県後期高齢

ここで、杉本副広域 連合長の出席を求め

者医療広域連合副広域 連合長の選任につき

ます。

議会の同意を求めるこ とにつきまして御説
明申し上げます。

（杉本副広域連合長入 場）
○議長（見谷喜代三君 ）

ここで、杉本副

議案１ページを御覧 ください。

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 療広域連合の副広域

します。

連合長につきましては 、当広域連合規約第

○副広域連合長（杉本 博文君）

１３条第１項の規定に 基づき、議会の御同

広域連合長。

意を得て選任するもの であります。

○議長（見谷喜代三君 ）

前任の副広域連合長 でありました池田町

杉本副広域連合

長。

の杉本町長の後任とい たしまして、引き続

○副広域連合長（杉本 博文君）

き同氏を選任いたした く、議会の御同意を

を申し上げたいと思い ます。

お願いするものであり ます。

一言お礼

まず、私ごと、ただ いまは副連合長選任

何とぞ御同意を賜り ますよう、お願い申
し上げます。
○議長（見谷喜代三君 ）

議長、副

につき御同意を賜りま したこと、ここに厚
くお礼を申し上げる次 第でございます。

以上で提案理由

の説明は終わりました 。

そして、この上は東 村連合長、そして石
山副連合長と共に、本 会の一層の運営の安

お諮りします。

心、安定、信頼を得る べく、最善を尽くし

本案は人事に関する 案件でありますので、

てまいる所存でござい ます。

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。

賜りますように心から お願いを申し上げま

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）
○議長（見谷喜代三君 ）

議員各位の引き続き の御指導、御助言を

して、就任に当たりま してのお礼の言葉に

御異議なしと認

代える次第であります 。

めます。

どうぞ引き続きよろ しくお願い申し上げ
－4－

ます。ありがとうござ いました。
○議長（見谷喜代三君） 次に、日程５
２号議案

議決を賜りますようお 願い申し上げます。
第

令和２年度 福井県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者 医療特別会計補正予

○議長（見谷喜代三君 ）

ありました第２号議案 について、質疑を許
可いたします。御質疑 はありませんか。

算を議題といたします 。

（「なし」と呼ぶ者あり ）

提出者の提案理由の 説明を求めます。
○広域連合長（東村新 一君）

○議長（見谷喜代三君 ）

議長、広域

次に、討論はありま せんか。
広域連合長。

○広域連合長（東村新 一君）
程されました第２号議 案

ないようですの

で、質疑を終結いたし ます。

連合長。
○議長（見谷喜代三君 ）

ただいま説明の

（「なし」と呼ぶ者あり ）

ただいま上

令和２年度福井

○議長（見谷喜代三君 ）

討論なしと認め

ます。

県後期高齢者医療広域 連合後期高齢者医療

それでは、第２号議案 の採決を行います。

特別会計補正予算につ いて御説明申し上げ

お諮りします。

ます。

第２号議案について 、原案のとおり決す

議案の３ページを御 覧ください。

ることに賛成の諸君の 起立を求めます。

償還金を増額するた めの補正でございま
す。

（賛成者起立）
○議長（見谷喜代三君 ）

補正額は、歳入歳出 ともに９６６万円を

ます。よって、そのよ うに決しました。

増額し、予算総額で１,０８０億９,７７１
万７千円とするもので あります。

起立全員であり

次に、日程６

第３ 号議案

令和３年度

福井県後期高齢者医療 広域連合一般会計予

おめくりいただきま して、４ページをお
願いいたします。

算及び日程７

第４号 議案

令和３年度福

井県後期高齢者医療広 域連合後期高齢者医

まず、歳出につきま しては、第８款諸支
出金ですが、令和元年 度療養給付費負担金

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。

等の精算による国、県 等への償還金９６６
万円を増額しておりま す。

提出者の提案理由の 説明を求めます。
○広域連合長（東村新 一君）

歳入につきましては 、令和元年度療養給

連合長。

付費負担金等の精算に 伴い、市町負担金２

○議長（見谷喜代三君 ）

千円と療養給付費等準 備基金からの基金繰

○広域連合長（東村新 一君）

入金９６５万８千円を 計上しております。

程されました第３号議 案

十分なる御審議をい ただき、妥当なる御

議長、広域

広域連合長。
ただいま上

令和３年度福井

県後期高齢者医療広域 連合一般会計予算及

－5－

び第４号議案

令和３ 年度福井県後期高齢

令和３年度の特別会 計予算でありますが、

者医療広域連合後期高 齢者医療特別会計予

予算総額を１,０５４億 ７,５５５万８千円

算につきまして、一括 して御説明申し上げ

と定め、一時借入金の 借入れの最高額を８

ます。

０億円と定めるもので ございます。

まず、令和３年度の 予算編成に当たりま
しては、第三次広域計 画の基本方針の実現

おめくりいただきま して、８ページをお
願いいたします。

や第２期保健事業実施 計画に掲げている目

歳入の主なものとい たしましては、第１

標の達成に向け、市町等 との協議等を通じ、

款市町支出金に、被保 険者からの保険料及

現状やニーズを把握し 、課題等に対応すべ

び市町の療養給付費の 定率負担金として１

く編成いたしました。

８ ７ 億 ７ ,１ ０ ６ 万 ７ 千 円 を 計 上 い た し ま

それでは、第３号議 案

一般会計予算か

した。

ら御説明いたします。

第２款国庫支出金に 、療養給付費及び高

議案の５ページを御 覧ください。

額医療費の定率負担金 並びに調整交付金な

令和３年度の一般会 計予算でありますが、

ど と し て ３ ４ ８ 億 １ ,７ ６ ４ 万 ６ 千 円 を 計

予 算 総 額 を ４ 億 ６ ,９ ８ ９ 万 ４ 千 円 と 定 め

上いたしました。

るものであります。

第３款県支出金に、 療養給付費及び高額

おめくりいただきま して、６ページをお
願いいたします。

医療費の定率負担金などとして８９億３,
７６８万６千円を計上 いたしました。

歳入の主なものとい たしましては、第１

第４款支払基金交付金に、現役世代の

款分担金及び負担金に 、構成市町からの負

方々からの支援金であ る交付金として４２

担 金 と し て ４ 億 ６ ,９ ３ ９ 万 ９ 千 円 を 計 上

４ 億 ９ ,２ ９ ３ 万 ８ 千 円 を 計 上 い た し ま し

しております。

た。

また、歳出の主なもの といたしましては、

第８款繰入金に、一 般会計及び療養給付

第１款議会費に１４７ 万４千円を、第２款

費等準備基金からの繰入金として４億２,

総務費に広域連合の運 営に要する経費とし

１２７万５千円を計上 いたしました。

て１億５,５６０万９千 円を、第３款民生費

９ページを御覧くだ さい。

に後期高齢者医療特別 会計への繰出金とし

歳出の主なものとい たしましては、第１

て３億１,０８１万円を 計上いたしました。
次に、第４号議案

後期高齢者医療特別

款総務費に、制度運営に係る経費３億５,
３０３万２千円を、第 ２款保険給付費に、

会計予算について御説 明いたします。

療養の給付に係る費用 、高額療養費、葬祭

議案の７ページを御 覧ください。

費などとして１,０４７ 億４,０３０万７千
－6－

円を計上いたしました 。第５款保健事業費

なお、第５号議案に つきましては、地方

に、市町が実施する長 寿健康診査事業への

自治法第２４３条の２ 第２項の規定により、

補 助 金 な ど と し て ２ 億 ９ ,３ ２ ３ 万 ７ 千 円

監査委員の意見を求め たところ、お手元に

を計上いたしました。

配付のとおり回答があ りましたので、御確

十分なる御審議をい ただき、妥当なる御

認をいただきたいと思 います。

議決を賜りますようお 願い申し上げます。
○議長（見谷喜代三君 ）

ただいま説明の

それでは、提出者の 提案理由の説明を求
めます。

ありました第３号議案 及び第４号議案につ

○広域連合長（東村新 一君）

いて質疑を許可いたし ます。質疑はありま

連合長。

せんか。

○議長（見谷喜代三君 ）

（「なし」と呼ぶ者あり ）
○議長（見谷喜代三君 ）

で、質疑を終結いたし ます。

程されました第５号議 案

ただいま上

福井県後期高齢

者医療広域連合長等の 損害賠償責任の一部

次に、討論はありま せんか。

免責に関する条例の制 定について御説明申

（「なし」と呼ぶ者あり ）
○議長（見谷喜代三君 ）

広域連合長。

○広域連合長（東村新 一君）

ないようですの

議長、広域

し上げます。

討論なしと認め

議案の１１ページを 御覧ください。

ます。

令和２年４月１日に 地方自治法が改正さ

それでは、第３号議 案及び第４号議案を
一括して採決してよろ しいでしょうか。

連合への損害を賠償す る責任の一部免責に

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）
○議長（見谷喜代三君 ）

れたことに伴い、連合 長や職員等の当広域

関し、必要な事項を定 める条例を制定する

お諮りします。

ものであります。

第３号議案及び第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

なお、条例制定の施 行期日は令和３年４
月１日であります。

求めます。

十分なる御審議をい ただき、妥当なる御
（賛成者起立）

○議長（見谷喜代三君 ）

議決を賜りますようお 願い申し上げます。

起立全員であり

ます。よって、そのよ うに決しました。
次に、日程８

第５ 号議案

○議長（見谷喜代三君 ）

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

福井県後期

可いたします。質疑は ありませんか。

高齢者医療広域連合長 等の損害賠償責任の

（「なし」と呼ぶ者あり ）

一部免責に関する条例 の制定についてを議

○議長（見谷喜代三君 ）

題といたします。

で、質疑を終結します 。
－7－

ないようですの

次に、討論はありま せんか。

十分なる御審議をい ただき、妥当なる御

（「なし」と呼ぶ者あり ）
○議長（見谷喜代三君 ）

議決を賜りますようお 願い申し上げます。

討論なしと認め

ます。

○議長（見谷喜代三君 ）

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

それでは、第５号議案 の採決を行います。

可いたします。質疑は ありませんか。

お諮りします。

（「なし」と呼ぶ者あり ）

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。

○議長（見谷喜代三君 ）
で、質疑を終結します 。

（賛成者起立）
○議長（見谷喜代三君 ）

次に、討論はありま 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。
次に、日程９

第６ 号議案

ないようですの

（「なし」と呼ぶ者あり ）
○議長（見谷喜代三君 ）

福井県後期

討論なしと認め

ます。

高齢者医療広域連合職 員の服務の宣誓に関

それでは、第６号議案 の採決を行います。

する条例の一部改正に ついてを議題といた

お諮りします。

します。

第６号議案について 、原案のとおり決す

提出者の提案理由の 説明を求めます。
○広域連合長（東村新 一君）

ることに賛成の諸君の 起立を求めます。

議長、広域

連合長。
○議長（見谷喜代三君 ）

○議長（見谷喜代三君 ）
広域連合長。

○広域連合長（東村新 一君）
程されました第６号議 案

（賛成者起立）
起立全員であり

ます。よって、そのよ うに決しました。

ただいま上

福井県後期高齢

者医療広域連合職員の 服務の宣誓に関する

次に、日程１０

専決処分

の承認を求めることに ついてを議題といた
します。

条例の一部改正につい て御説明申し上げま
す。

第 １号報告

提出者の説明を求め ます。
○広域連合長（東村新 一君）

議案１３ページを御 覧ください。

連合長。

本案は、押印の見直 しを図り、併せて会

○議長（見谷喜代三君 ）

議長、広域

広域連合長。

計年度任用職員の服務 の宣誓について所要

○広域連合長（東村新 一君）

の規定の整備を行うた め、条例の一部を改

程されました第１号報 告

正するものであります 。

を求めることにつきま して御説明申し上げ

なお、改正条例の施 行期日は令和３年４

ただいま上

専決処分の承認

ます。

月１日であります。

議案１６ページを御 覧ください。
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令和２年１１月に、 福井県人事委員会が
期末手当の支給月数の 引下げを勧告したこ

を求めることにつきま して御説明申し上げ
ます。

とに伴い、昨年１２月 支給の期末手当に反

議案１８ページを御 覧ください。

映させるための条例改 正を行う必要が生じ

令和２年２月１３日 に新型インフルエン

たため、地方自治法第 １７９条第１項の規

ザ等対策特別措置法等 の一部を改正する法

定により、令和２年１ ２月１日付けで広域

律が施行されたことに 伴い、条例における

連合長の専決処分をし たものでございます。

新型コロナウイルス感 染症の定義を改めて

同条第３項の規定に よりましてここに報

規定し、施行する必要 があったため、地方

告し、御承認をお願い するものでございま

自治法第１７９条第１ 項の規定により、令

す。

和３年２月１３日付け で広域連合長の専決

○議長（見谷喜代三君 ）

ただいま説明の

処分をしたものでござ います。

ありました第１号報告 について、質疑を許
可いたします。質疑は ありませんか。

告し、御承認をお願い するものでございま

（「なし」と呼ぶ者あり ）
○議長（見谷喜代三君 ）

同条第３項の規定に よりましてここに報

す。

ないようですの

で、質疑を終結します 。

○議長（見谷喜代三君 ）

ありました第２号報告 について、質疑を許

お諮りします。

可いたします。質疑は ありませんか。

第１号報告について 、報告のとおり承認
することに御異議ござ いませんか。

○議長（見谷喜代三君 ）

（「なし」と呼ぶ者あり ）
○議長（見谷喜代三君 ）

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）
御異議なしと認

第 ２号報告

ないようですの

で、質疑を終結いたし ます。
お諮りします。

めます。よって、その ように決しました。
次に、日程１１

ただいま説明の

第２号報告について 、報告のとおり承認

専決処分

することに御異議ござ いませんか。

の承認を求めることに ついてを議題といた

（「異議なし」と呼ぶ者 あり）

します。

○議長（見谷喜代三君 ）

提出者の説明を求め ます。
○広域連合長（東村新 一君）

めます。よって、その ように決しました。
議長、広域

連合長。
○議長（見谷喜代三君 ）

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。

広域連合長。

○広域連合長（東村新 一君）
程されました第２号報 告

御異議なしと認

ここで、広域連合長 より発言の申出があ

ただいま上

専決処分の承認

りますので、これを許 可いたします。
○広域連合長（東村新 一君）
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議長、広域

連合長。
○議長（見谷喜代三君 ）

広域連合長。

○広域連合長（東村新 一君）

令和３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。
今後も、構成市町を 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
営に努めてまいります 。
間もなく令和２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。
○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３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
会いたします。
御苦労さまでした。

午後 2 時 48 分閉会
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