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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

広域連合監査委員の選

任につき議会の同意を

求めることについて 

広域連合長 31.3.28 31.3.28 同意 

第２号議案 

平成３０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 

〃 〃 〃 原案可決 

第３号議案 

平成３１年度福井県後

期高齢者医療広域連合

一般会計予算 

〃 〃 〃 〃 

第４号議案 

平成３１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５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６号議案 

福井県後期高齢者医療

広域連合職員の勤務時

間、休暇等に関する条

例の一部改正について 

〃 〃 〃 〃 
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月 日 曜 時 間 会議 場 所 会議事項 

３月２８日 木 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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平成 31 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 31 年 3 月 28 日（木曜日）午後 2 時 15 分開会 

平成 31 年 3 月 28 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 福井県後期高齢者医療広域連合選

挙管理委員及び同補充員の選挙
について 

 
日程５ 第１号議案 福井県後期高齢者医

療広域連合監査委員
の選任につき議会の
同意を求めることに
ついて 

 
日程６ 第２号議案 平成３０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７ 第３号議案 平成３１年度福井県

後期高齢者医療広域
連合一般会計予算 

 
日程８ 第４号議案 平成３１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９ 第５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 10 第６号議案 福井県後期高齢者医

療広域連合職員の勤
務時間、休暇等に関

する条例の一部改正
について 

 

○出席議員（22 人） 

１番 大塚 佳弘君 ２番 福谷 正人君 

３番 藤田 善平君 ４番 﨑元 良栄君 

５番 粟野 明雄君 ６番 浜上 雄一君 

７番 原田 進男君 ９番 遠藤  隆君 

10番 大久保健一君 11番 川崎 悟司君 

12番 佐野 和彦君 13番 井上 利治君  

14番 北島 忠幸君 15番 川端 義秀君 

16番 丸山 忠男君 17番 福野 大輔君 

18番 瀧波  滋君 19番 青木 幹雄君 

20番 三上  薫君 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） 

８番 佐々木勝久君 

 

○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 松 崎 晃 治 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  塚 田 康 之 君 

業務課長   高 谷 竜 治 君 

業務課長補佐 波多野 清 志 君 
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○事務局出席職員 

書  記   小 東 由 幸 

書  記   長 井 隆 幸 

 

○議長（青木幹雄君） 平成３１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

きます。 

 なお、本日の欠席通告議員は、佐々木勝

久議員の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、許可をいたします。 

 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君）  本日ここ

に、平成３１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

共に御多用の中、御出席を賜り、厚く御礼

申し上げます。また、日頃は、本広域連合

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、平成３１年３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,

８２４万人で、総人口の１４.４％、７人に

１人が後期高齢者という状況となっており、

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年

には２,１８０万人に達すると見込まれて

おります。また、国全体の後期高齢者の医

療費総額は約１６兆円で、高齢化の進展や

医療の高度化により、今後も医療費の増加

は継続することが見込まれます。 

 このような中、国において、平成２７年

１月に示された医療保険制度改革骨子に基

づき、高齢者医療に関する負担の公平化を

図るための見直しが進められており、平成

３１年度には、制度開始以来、経過措置と

して継続されてきた保険料均等割額の軽減

特例措置廃止の道筋がつけられました。 

 一方、昨年４月の経済財政諮問会議にお

いて、健康寿命の延伸を図るため、疾病予

防・重症化予防や介護・フレイル予防など

が重点取組分野とされ、健康格差の解消に

より、２０４０年までに健康寿命を３年以

上延伸し、平均寿命との差の縮小を目指す

としています。 

 本広域連合におきましても、平成３１年

度の予算編成では、保険料均等割額の軽減

特例措置の見直しを考慮するとともに、後

発医薬品の利用推進や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

としています。 

 併せて、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など、被

保険者の健康寿命の延伸のための施策に取

り組み、継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
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上げます。 

 本日は、監査委員の選任について議会の

同意をお願いする人事案件、平成３０年度

特別会計補正予算、平成３１年度一般会計

予算、平成３１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、職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

の計６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。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（青木幹雄君）  議事に先立ちま

して、ここで御報告を申し上げます。畑中

章男議員が議員の任期を満了されました。

これに伴い、新たに本広域連合議会議員と

なられました方を御紹介申し上げます。氏

名を事務局から朗読をさせます。 

〇事務局（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。

川端義秀議員、以上でございます。 

○議長（青木幹雄君）  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をさ

せます。 

〇事務局（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。 

 １５番、川端義秀議員、以上でございま

す。 

○議長（青木幹雄君）  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日限りといた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） 

○議長（青木幹雄君）  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、３番 藤田善平議員、４番 﨑

元良栄議員を指名いたします。 

 次に、日程４ 福井県後期高齢者医療広

域連合選挙管理委員及び同補充員の選挙を

行います。 

 お諮りします。選挙の方法につきまして

は、地方自治法第１１８条第２項の規定に

より、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。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  御異議なしと認

めます。よって、選挙の方法は、指名推選

で行うことに決しました。 
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 お諮りします。指名は、議長において行

いたいと存じますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  御異議なしと認

めます。よって、議長が指名することに決

しました。 

 福井県後期高齢者医療広域連合選挙管理

委員には、勝山市 中村善丸君、鯖江市 田

中あけみ君、永平寺町 田中秀明君、以上

３名を指名をいたします。 

 続いて、補充員の指名をいたします。な

お、委員に欠員が生じた場合の補充順位は、

指名順といたします。補充員には、勝山市

 梅田秀司君、鯖江市 西野薫君、永平寺

町 岩口清志君、以上３名を指名いたしま

す。 

 お諮りします。ただいま指名した方々を

福井県後期高齢者医療広域連合選挙管理委

員及び同補充員の当選人と定めることに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  御異議なしと認

めます。よって、ただいま指名した方々が、

福井県後期高齢者医療広域連合選挙管理委

員及び補充員に当選をされました。 

 次に、日程５ 第１号議案 福井県後期

高齢者医療広域連合監査委員の選任につき

議会の同意を求めることについて、を議題

といたします。 

 田本君には退場を求めます。 

（田本監査委員退場） 

○議長（青木幹雄君）  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１号議案 福井県後期

高齢者医療広域連合監査委員の選任につき

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監査委員につきま

して、本広域連合規約第１８条第２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。 

 監査委員、田本光三氏の任期が平成３１

年３月２８日をもって満了となるため、引

き続き同氏を次期委員に選任いたしたく、

議会の御同意をお願いするものであります。 

 田本氏は、金融機関に長らく勤められ、

退職後は民間団体や坂井市の監査委員に就

かれております。本広域連合では、平成１

９年以降、継続して監査委員を務めていた

だいており、会計監査業務に精通され、識

見、人格ともに監査委員として適任と考え

ております。 

 何とぞ御同意を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（青木幹雄君）  以上で、提案理
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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

件でございますので、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」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  御異議なしと認

めます。 

 よって、これより採決をいたします。 

 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」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  御異議なしと認

めます。よって、そのように決しました。 

 田本君の入場を許可します。 

（田本監査委員入場） 

 田本君の選任については同意されました。

ここで、田本君から御挨拶を受けることと

いたします。 

 監査委員、田本さん。 

〇代表監査委員（田本光三君）  一言御

挨拶申し上げます。 

 ただいまは、福井県後期高齢者医療広域

連合の監査委員の選任につきまして、皆様

の御同意をいただきましたこと、まことに

ありがとうございました。ありがとうござ

います。 

 当広域連合の監査委員は４期目になりま

すが、私個人としましても、昨年の８月に

後期高齢者の仲間入りをさせていただきま

した。したがいまして、これからは、当事

者意識といいますか、当事者の目線と、そ

れから、これまでの経験を生かしまして、

福井県の後期高齢者医療制度がこれからも

安定的に運営されますことを願いまして、

これまで同様、公正それから正しい方向で

監査をさせていただきたいと思いますので、

引き続きよろしく御指導をお願いしたいと

思います。 

 一言、簡単でございますが、就任の御挨

拶とさせていただきます。よろしくお願い

します。（拍手） 

○議長（青木幹雄君）  次に、日程６ 第

２号議案 平成３０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

予算を議題といたします。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２号議案 平成３０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きまして、御

説明申し上げます。 

 議案３ページを御覧ください。平成３０

年度補正予算でありますが、補正額は、歳

入歳出ともに５億６,１０２万４千円を増

額し、予算総額で、１,０５０億１,５７９

万５千円とするものであります。 
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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。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

が見込みより増加することにより、第２款

 保険給付費の療養諸費及び高額療養諸費

に不足が生じるため、合計５億６,１０２万

４千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５億６,１０２万４千円

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。 

○議長（青木幹雄君）  ただいま説明の

ございました第２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」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  ないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  討論なしと認め

ます。 

 それでは、第２号議案を採決いたします。 

 お諮りします。第２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（青木幹雄君）  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７ 第３号議案 平成３１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８ 第４号議案 平成３１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。 

 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３号議案 平成３１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４号議案 平成３１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、平成３１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３号議案 一般会計予算か

ら御説明いたします。 

 議案の５ページを御覧ください。平成３

１年度の一般会計予算でありますが、予算

総額を４億７,０２６万５千円と定めるも

のであります。 

 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 分担金及び負担金に構

成市町からの負担金として、４億７,０００
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万４千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１５２万２千円、第２款

 総務費に広域連合の運営に要する経費と

して１億５,９９８万円を、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３億６７６万２千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

会計予算について御説明いたします。 

 議案の７ページを御覧ください。平成３

１年度の特別会計予算でありますが、予算

総額を１,０４５億３２２万５千円と、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、８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１７８億５,３４２万６千円

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、３４８億２２万４千円を計上

いたしました。 

 第３款 県支出金に療養給付費及び高額

療養費の定率負担金などとして、８８億２,

３５０万７千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、４

２０億９,０９４万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、９億

２０３万９千円を計上いたしました。 

 ９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、３億４,２８９万４千

円を、第２款 保険給付費に、療養の給付

に関わる費用、高額療養費、葬祭費などと

して、１,０３８億３,６３４万５千円を計

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、２億４,３５１万９千円を計

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。 

○議長（青木幹雄君）  ただいま説明の

ありました第３号議案及び第４号議案につ

いて、質疑を許可いたします。質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  ないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 次に、討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  討論なしと認め

ます。 

 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。 

 それでは、お諮りをいたします。第３号

議案及び第４号議案について、原案のとお
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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（青木幹雄君）  ありがとうござ

います。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９ 第５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。 

 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１１ページを御覧ください。平成３

１年度以降における被保険者均等割額を軽

減する基準及び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割軽減の対象者を拡大する

ととともに、制度開始当初から実施してい

ます保険料軽減の特例措置を段階的に縮

小・廃止するため、所要の改正を行うもの

です。 

 なお、改正条例の施行期日は、平成３１

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。 

○議長（青木幹雄君）  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

可いたします。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  ないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  討論なしと認め

ます。 

 それでは、第５号議案を採決します。 

 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（青木幹雄君）  ありがとうござ

います。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 10 第６号議案 福井県後期

高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇

等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。 

 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６号議案 福井県後期高

齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等
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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１３ページを御覧ください。これは、

働き方改革を推進し、長時間労働を是正す

るため、国家公務員の超過勤務命令の上限

が定められたことに伴い、同等の措置をと

るために本広域連合職員の超過勤務命令の

上限等を規則に委任したいので、条例の一

部を改正するものであります。 

 なお、改正条例の施行期日は、平成３１

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。 

○議長（青木幹雄君）  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

可いたします。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  ないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（青木幹雄君）  討論なしと認め

ます。 

 それでは、第６号議案を採決いたします。 

 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） 

○議長（青木幹雄君）  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

ありますので、これを許可いたします。 

 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３１

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、

御賛同賜りましたことに厚く御礼を申し上

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

周知を図り、関係１７市町とも連携・協力

し、円滑な事業運営に努めてまいります。 

 間もなく平成３０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（青木幹雄君）  以上で本日の会

議を閉じます。 

 これをもちまして、平成３１年第１回福
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井県後期高齢者医療広域連合議会定例会を

閉会といたします。ありがとうございまし

た。御苦労さまでした。 

午後 2 時 44 分閉会 
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