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福井県後期 高齢者医
療広域連合 副広域連
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一 般質問
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事務局長

三

上

明

範

事務局次長

髙

村

恒

之

業務課長

東

嶋

孝

市

会計管理者

本

多

充

業務課長補 佐

山

岸

健

係

長

田

畑

佳

亨

係

長

川

尻

宏

和

係

長

川

江

邦

孝

よって、 これより開 会し、本日 の会議を

○説明のため出席した者

開きます。

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

橋

本

達

也

君

なお、本 日の欠席通 告議員は、 １１番、
嵐等君の１ 名でありま 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、これ を許可いた します。

○事務局長 （三上明範 君）

連合長。

事務 局長の三

（広域連 合長

上でござい ます。本年 ３月に開催 しました

東村 新一君

登 壇）

前回の議会 以降、福井 県後期高齢 者医療広

○広域連合 長（東村新 一君） 本 日ここに、

域連合議会 の議長及び 副議長の選 出市町に

平成２３年 第２回福井 県後期高齢 者医療広

おいて、任 期満了によ る選挙があ りました

域連合議会 定例会を招 集いたしま したとこ

関係上、現 在、本議会 では、議長 、副議長

ろ、議員各 位におかれ ましては、 なにかと

ともに空席 という状態 であります 。

お忙しい中 、御参集を 賜り、厚く お礼を申

議長が選 挙されるま での間、地 方自治法

し上げます 。

第１０７条 の規定によ りまして、 出席議員

また、日 ごろは、当 広域連合の 運営につ

の中で、年 長議員が臨 時に議長の 職務を行

きまして格 別の御理解 と御協力を 賜り、重

うこととな っておりま す。

ねてお礼申 し上げます 。
さて、後 期高齢者医 療制度につ きまして

本議会議 員の中で年 長の、あわ ら市の山

は、平成２ ０年４月に 制度が開始 されてか

川豊議員を ご紹介いた します。

らはや３年 半を経過い たしました 。制度導

山川議員 、議長席に 御着席願い ます。

入当初には 、その名称 が感情的に 批判され

（山 川議員は議 長席へ。）
○臨時議長 （山川豊君 ）

ただい ま御紹介

るなど、大 きな混乱を 見せたもの の、制度

をいただき ました、あ わら市の山 川でござ

が浸透して まいりまし た最近では 、おかげ

います。

さまで安定 した制度運 営ができて いるよう

地方自治 法第１０７ 条の規定に より臨時

に感じられ るところで ございます 。

議長の職務 を行います 。

しかし、 政権交代後 の政府は、 この制度

平成２３ 年第２回福 井県後期高 齢者医療

を廃する法 案の国会提 出を望んで まいりま

広域連合議 会定例会は 本日召集さ れ、出席

した。しか しながらご 承知のとお り、この

議員が定足 数に達して おりますの で議会は

改革法案に つきまして は、与野党 や関係団

成立いたし ました。

体などとの 調整がつか なかったた め、先の

－2－

通常国会に は提出がで きず、政府 ・与党社

ろ示されま したが、今 回も前回と 同様、全

会保障改革 検討本部が ６月３０日 に決定し

国的に保険 料率の上昇 が見込まれ ることか

ました、社 会保障と税 の一体改革 成案を受

ら、その指 針や方策が これから示 されてく

けた医療保 険制度改革 関連法案と して、次

るものと思 われます。

の通常国会 以降に提出 する考えを 明らかに
いたしてお ります。

当広域連 合では、保 険者として 、今後の
国の動向を 注視しなが ら、現行の 後期高齢

したがい まして新制 度への移行 は、厚生

者医療制度 を引き続き 円滑に、安 定的に、

労働省は最 短で平成２ ６年３月と しており

そして機能 強化をより 一層図りな がら運営

ますが、医 療保険制度 改革案の取 りまとめ

してまいり たいと存じ ております 。

にあたって は、与党内 や関係団体 から異論

本日は、
「 副広域連合 長の選任に つき議会

が出ており 、今後も調 整が難航す ることが

の同意を求 めること」、「平成２２ 年度一般

予想される ところです 。特に国民 健康保険

会計・特別 会計歳入歳 出決算の認 定」、そし

制度運営の 都道府県単 位化を進め ようとす

て、
「 平成２ ３年度一般 会計補正予 算」、「平

る政府に対 し、全国知 事会は、先 週開催さ

成２３年度 特別会計補 正予算」の ４議案を

れました国 と地方の協 議の中で、 国保制度

提案させて いただいて おります。 よろしく

の構造的な 問題解決な くして受け 入れは困

御審議を賜 りますよう お願い申し 上げまし

難と、こう 表明してお り、この後 期高齢者

て、開会に 当たっての ご挨拶とい たします。

医療制度に ついても、 拙速に新制 度へ移行

○臨時議長 （山川豊君 ）

する必要は ないとの意 見を申し入 れており

して、ここ で御報告を 申し上げま す。

議事に 先立ちま

ます。今後 調整が難航 しますと、 さらに新

県内１７ 市町から選 出いただい ておりま

制度への移 行が遅れる 可能性も出 てまいり

す当広域連 合議会議員 のうち、７ 番、中村

ましたが、 今回の改革 におきまし ては、社

正彦君、１ ４番、吉村 春男君、以 上の２名

会保障制度 の安定性と 持続可能性 を目指す

から当広域 連合議会議 員を辞職し たい旨の

ことはもと より、世代 間の納得が 得られ、

願い出があ りましたの で、地方自 治法第１

国民的な合 意のもとで の改革実現 を願うと

２６条及び 第１０６条 、第１０７ 条の規定

ころであり ます。

に基づき、 これを受理 し、辞職を 許可いた

こうした 中、現行制 度におきま しては、

しました。

本年度中に は、平成２ ４年度、２ ５年度の

また、１ 番、河端満 君、２番、原幸雄君、

保険料率の 算定も控え ており、前 回は保険

３番、清水 正信君、５ 番、濱田守 好君、６

料率上昇抑 制のための 方策が国か らいろい

番、寺澤繁 夫君、８番 、山﨑文男 君、９番、

－3－

玉邑哲雄君 、１２番、 森田稔君、 １６番、

方法により たいと存じ ますが、こ れに御異

清水清蔵君 、１７番、西本恵一君 、１８番、

議ございま せんか。

高田訓子君 、１９番、 栗田政次君 、以上１

（「 異議なし」 と言う者あ り）

２名の方が 各市町議会 議員の任期 を満了さ

○臨時議長 （山川豊君 ）

れました。 この辞職等 に伴い、新 たに１４

めます。よ って、選挙 の方法は指 名推薦に

名の議員が 選出され、 当広域連合 議会議員

よることに 決しました 。

に就任され ましたこと をあわせて 御報告申

お諮りい たします。

し上げます 。

指名の方 法について は、臨時議 長におい

ここで、 新しく当広 域連合議会 議員とな
られました 皆様を御紹 介申し上げ ます。

て指名する ことにした いと存じま すが、こ
れに御異議 ございませ んか。

氏名を事 務局から朗 読させます 。
○事務局員 （本多充君 ）

御異議 なしと認

（「 異議なし」 と言う者あ り）

それで は、命に

より氏名を 朗読いたし ます。

○臨時議長 （山川豊君 ）

御異議 なしと認

めます。よ って、臨時 議長におい て指名す

北條正議 員、山崎法 子議員、池 尾正彦議

ることに決 しました。

員、的場輝 夫議員、新 谷欣也議員 、武田敏
孝議員、平 岡忠昭議員 、玉邑哲雄 議員、飯

福井県後 期高齢者医 療広域連合 議会議長
に加藤貞信 君を指名い たします。

田拓見議員 、北野正勝 議員、松村 治門議員、

お諮りい たします。

村田耕一議 員、谷口健 次議員、加 藤貞信議

ただいま 臨時議長に おいて指名 いたしま

員、以上で ございます 。
○臨時議長 （山川豊君 ）

した加藤貞 信君を福井 県後期高齢 者医療広
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

域連合議会 議長の当選 人と定める ことに御
異議ござい ませんか。

しては、議 事の進行上 、ただいま 御着席の
議席を仮議 席に指定い たします。

（「 異議なし」 と言う者あ り）
○臨時議長 （山川豊君 ）

御異議 なしと認

本日の議 事日程は、 お手元に配 付いたし

めます。よ って、ただ いま指名い たしまし

ました議事 日程表のと おりと定め 、直ちに

た加藤貞信 君が福井県 後期高齢者 医療広域

議事に入り ます。

連合議会議 長に当選さ れました。

日程１

「議長の選 挙」を行い ます。

ただいま 議長に当選 されました 加藤貞信

お諮りい たします。

君が議場に おられます ので、本席 から当選

選挙の方 法につきま しては、地 方自治法

を告知いた します。

第１１８条 第２項の規 定により指 名推薦の

－4－

ただいま 議長に当選 されました 加藤貞信

君から御挨 拶を受ける ことといた します。
（議長

加藤貞信君

○議長（加 藤貞信君）

険者の方が 安心して生 活できるよ う、その

登壇）

負託に応え ていくこと が何より肝 要である

どうも皆 さん、こ

と考えてお ります。

んにちは。 ただいま御 紹介いただ きました

今後とも 、議員各位 の御支援、 御協力を

福井市の加 藤でござい ます。ただ いまは福

お願い申し 上げまして 、議長就任 の御挨拶

井県後期高 齢者医療広 域連合議会 の議長を

とさせてい ただきます 。

拝命いたし ましたこと に対し、心 から厚く

どうも、 ありがとう ございまし た。

お礼を申し 上げます。

（拍 手）

この後期 高齢者医療 制度は、少 子化や医

○臨時議長 （山川豊君 ）

以上を もちまし

療制度の高 度化に伴い 医療費が増 大する中、

て、臨時議 長の職務は すべて終了 いたしま

将来にわた って持続可 能な医療制 度とする

した。皆様 の御協力に よりまして 、議長選

ため、老人 保健制度を 見直し、１ ０年以上

挙は滞りな く終了いた しました。

にわたって 議論を重ね た結果、新 たな高齢

ここで、 議長と交代 します。

者医療制度 として創設 され、平成 ２０年度

議長は、 議長席にお 着きくださ い。

から開始さ れたもので ございます 。くしく

どうもあ りがとうご ざいました 。

も私はその 開始の年に 、福井市か ら広域連

（臨時議 長は自席へ 。議長は議 長席へ。）

合議会議員 の命を受け まして、当 時はご存

○議長（加 藤貞信君） これより私 が議長の

じのとおり 、あらゆる 方面から厳 しい意見

職務を務め させていた だきますの で、よろ

を受けての 船出であっ たことを思 い出して

しくお願い いたします 。

おります。

日程２「 議席の指定 」を行いま す。

その制度 も、開始か ら４年目を 迎え、制

今回新た に当広域連 合議会議員 に選出さ

度に対する 理解も徐々 に深まり、 高齢者を

れました議 員の議席は 、会議規則 第４条第

支える医療 制度として 安定し、定 着してき

１項の規定 により、議 長において 指定いた

たものと思 っておりま したが、既 に、近い

します。

将来、新制 度へ移行す ることが決 定的とな
っているよ うでござい ます。

氏名とそ の議席番号 を事務局に 朗読させ
ます。

このような制度の改革時期に議長を拝

○事務局員（本多充君 ）

それで は、命に

命いたしま して、責任 の重さを感 じている

より、氏名 と議席番号 を順に朗読 させてい

ところであ りますが、 新制度に移 行するま

ただきます 。

では、現行 制度をしっ かりと運営 し、被保
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１番、北 條正議員、２番、山崎 法子議員、

３番、池尾 正彦議員、５番、的場 輝夫議員、

ます。よっ て、議長に おいて指名 すること

６番、新谷 欣也議員、７番、武田 敏孝議員、

に決しまし た。

８番、平岡 忠昭議員、９番、玉邑 哲雄議員、

福井県後 期高齢者医 療広域連合 議会副議

１２番、飯 田拓見議員 、１４番、北野正勝

長に美浜町 から選出い ただいてお ります、

議員、１６ 番、松村治 門議員、１ ７番、村

北村晋君を 指名いたし ます。

田耕一議員 、１８番、谷口健次議 員、１９

お諮りい たします。

番、加藤貞 信議員、以 上でござい ます。
○議長（加 藤貞信君）

ただいま 議長におい て指名いた しました

次に、日 程３「会

北村晋君を 福井県後期 高齢者医療 広域連合

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

議会副議長 の当選人と 定めること に御異議
ございませ んか。

規定により 、

（「 異議なし」 と言う者あ り）

３番、池 尾正彦君、 ４番、北村 晋君を指

○議長（加 藤貞信君）

名いたしま す。
次に、日 程４「会期 の決定につ いて｣を議

御異議な しと認め

ます。よっ て、ただい ま指名いた しました
北村晋君が 福井県後期 高齢者医療 広域連合

題といたし ます。

議会副議長 に当選され ました。北 村晋君が

お諮りい たします。
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

議場におら れますので 、本席から 当選を告
知いたしま す。
当選の 御挨拶をお 願いします 。

んか。

（副議長

（「 異議なし」 の声あり）
○議長（加 藤貞信君）

御異議な しと認め

北村晋君

○副議長（ 北村晋君）

登壇）
皆さん、 こんにち

は。美浜町 議会議長の 北村です。 ただいま、

ます。よっ て、そのよ うに決しま した。
次に、日 程５「副議 長の選挙」 を行いま

副議長選挙 におきまし て、福井県 後期高齢
者医療広域 連合議会の 副議長を拝 命いたし

す。

ましたこと に対し、心 からお礼を 申し上げ

お諮りい たします。
選挙の方 法につきま しては、地 方自治法

ます。
議長を補 佐し、福井 県後期高齢 者医療広

第１１８条 第２項の規 定により指 名推薦の
方法により たいと存じ ますが、こ れに御異

発展に向け て、誠心誠 意取り組ん でまいる

議ございま せんか。

所存でござ いますので 、議員各位 の御指導、

（「 異議なし」 と言う者あ り）
○議長（加 藤貞信君）

域連合議会 、また、後 期高齢者医 療制度の

御異議な しと認め

御鞭撻のほ どをよろし くお願い申 し上げま
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す。

れ、平成１ ９年４月に 市長就任以 降も精力

ありがと うございま した。

的に地方自 治の発展に 御尽力され ておられ、

（拍 手）

人格、識見 ともに、副 広域連合長 としてふ

○議長（加 藤貞信君）

次に、日程６

第

さわしく適 任と考えて おりますの で、よろ

７号議案「 福井県後期 高齢者医療 広域連合

しく御審議 の上、御同 意を賜りま すようお

副広域連合 長の選任に つき議会の 同意を求

願い申し上 げます。

めることに ついて」を 議題といた します。

○議長（加 藤貞信君）

提出者の 提案理由の 説明を求め ます。

説明は終わ りました。

連合長。
（広域連 合長

以上で提 案理由の

お諮りい たします。
東村 新一君

○広域連合 長（東村新 一君）

登 壇）

本案は、 人事に関す る案件であ りますの

た だいま上

で、一切の 手続を省略 し、直ちに 採決に入

程されまし た第７号議 案「福井県 後期高齢

りたいと存 じますが、 これに御異 議ござい

者医療広域 連合副広域 連合長の選 任につき

ませんか。

議会の同意 を求めるこ と」につい て、提案
理由の説明 を申し上げ ます。

（「 異議なし」 の声あり）
○議長（加 藤貞信君）

福井県後 期高齢者医 療広域連合 の副広域

御異議な しと認め

ます。よっ て、採決い たします。

連合長につ きましては 、福井県後 期高齢者

ただいま 議題となっ ております 第７号議

医療広域連 合規約第１ ３条第１項 の規定に

案につきま しては、橋 本達也君を 選任する

基づき、議 会の御同意 を得て選任 するもの

ことに同意 を求められ ております 。これに

であります 。

同意するこ とに御異議 ございませ んか。

昨年１１ 月の広域連 合議会にお きまして、

（「 異議なし」 の声あり）

あわら市の 橋本達也市 長が副連合 長に選任

○議長（加 藤貞信君） 御異議なし と認めま

されたとこ ろでありま すが、本年 ４月のあ

す。よって 、そのよう に決しまし た。

わら市長の 任期満了に 伴い、副連 合長とし
ての任期も 一旦満了と なられまし た。よっ

ここで、 橋本達也副 広域連合長 の出席を
求めること にいたしま す。

て、今回、 改めてあわ ら市長であ ります橋

（橋 本副広域連 合長入場、 着席）

本達也氏を 選任いたし たく、議会 の御同意

○議長（加 藤貞信君） 出席をいた だきまし

をお願いす るものであ ります。

た橋本副広 域連合長か ら御挨拶を 受けるこ

橋本氏は 、市長就任 以前は、芦 原町町議

ととします 。

会議員、あ わら市市議 会議員を永 年勤めら
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橋本副連 合長。

（副広域 連合長

橋 本達也君

登壇）

提案理由の 説明を申し 上げます。

○副広域連 合長（橋本 達也君） ただいま、

本案は、 地方自治法 第２３３条 第１項の

福井県後期 高齢者医療 広域連合副 広域連合

規定に基づ き決算を調 製し、同条 第２項の

長の選任に つきまして 、御同意を 賜りまし

規 定 に よ り 監 査 委 員 の 審 査 に 付 し 、「 審 査

た、あわら 市長の橋本 達也でござ います。

意見書」の 提出を受け 、同条第３ 項及び第

選任の御同 意を賜りま したことに 対しまし

５項の規定 により、所 要の書類を 添えて議

て、心から お礼申し上 げ、一言ご 挨拶を申

会の認定に 付すもので あります。

し上げます 。

まず、別 冊の「平成 ２２年度歳 入歳出決

後期高齢 者医療制度 は、廃止が 決定され、
新たな高齢 者の医療制 度にバトン タッチを

算書」の１ ページ「決 算総括表」 をお願い
いたします 。

する予定で ございます が、それま での間、

平成２２ 年度の決算 規模であり ますが、

従前にも増 して、被保 険者の皆様 に信頼さ

一般会計及 び後期高齢 者医療特別 会計を合

れ、安心し て利用して いただける 制度運営

計いたしま して、歳入 決算額とい たしまし

を目指して 、東村広域 連合長とと もに、誠

て、９３２ 億６,１６ １万５，４ ２１円、歳

心誠意取り 組んでまい る所存でご ざいます。

出決算額と いたしまし て、９２２ 億７,５３

議員各位 におかれま しては、何 とぞ格別

２万７,９ ４０円で、差し引き額 は、９億８,

の御指導、 御鞭撻を賜 りますよう 心からお

６２８万７ ,４８１円 となってお ります。

願い申し上 げまして、 ご挨拶にか えさせて
いただきま す。

次に、２ ページ「一 般会計歳入 決算書」
をお願いい たします。

○議長（加 藤貞信君）

次に、日 程７

第

予算現額 の合計が５ 億２,６９ ２万６,０

８号議案「 平成２２年 度福井県後 期高齢者

００円、収 入済額の合 計が５億２ ,７０１万

医療広域連 合一般会計 ・特別会計 歳入歳出

５,４５０ 円で、予算 現額と比較 して８万９ ,

決算の認定 について」を議題とい たします。

４５０円の 増となって おります。

提出者の 提案理由の 説明を求め ます。

次に、３ ページ「一 般会計歳出 決算書」

連合長。
（広域連 合長

をお願いい たします。
東村 新一君

○広域連合 長（東村新 一君）

登 壇）

予算現額 の合計が５ 億２,６９ ２万６,０

た だいま上

００円、支 出済額の合 計が４億９ ,０１６万

程されまし た第８号議 案「平成２ ２年度福

６ ,５ ２ ４ 円 で 、 不 用 額 が ３ ,６ ７ ５ 万 ９ ,

井県後期高 齢者医療広 域連合一般 会計・特

４７６円と なっており ます。

別会計歳入 歳出決算の 認定」につ きまして、
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次に、５ ページ「特 別会計歳入 決算書」

をお願いい たします。

策の成果等 報告書」を 別冊のとお り配付さ

６ページ に移ってい ただきまし て、予算

せていただ いておりま すので、御 確認いた

現額の合計 が９２９億 ３,６６７ 万５,００

だき、何と ぞ十分なる 御審議の上 、妥当な

０円、収入 済額の合計 が９２７億 ３,４５９

る御議決を 賜りますよ うお願い申 し上げま

万９,９７ １円で、予 算現額と比 較して、２

す。

億 ２ ０ ７ 万 ５ ,０ ２ ９ 円 の 減 と な っ て お り

○議長（加 藤貞信君）

ます。

の説明は終 わりました 。

次に７ペ ージ「特別 会計歳出決 算書」を

以上で、 提案理由

ただいま から質疑に 入ります。

お願いいた します。

２１番、松本朗君か ら質疑の通 告があり

８ページ に移ってい ただいて、 予算現額

ましたので 、許可しま す。

の合計が９ ２９億３,６６７万５ ,０００円、

２１番、 松本朗君。

支出済額の 合計が９１ ７億８,５ １６万１,

（松 本朗君

登 壇）

４１６円で 、不用額が １１億５,１５１万３ ,

○松本朗君

５８４円と なっており ます。

松本です。 質疑を行い ます。

これらの 結果により まして、一 般会計で
は３,６８ ４万８,９ ２６円、特 別会計で９

はじめに 、一般会計 の委託料に ついてお
尋ねします 。

億４,９４ ３万８,５ ５５円の差 し引き残額
が発生いた しました。

坂井市議会の日本共産党の

１,００ ０万１,７ ２９円が計 上されてお
りますが、 その業務に ついては、 先ほどの

これらに つきまして は、それぞ れ平成２

説明の中で データ入力 ということ でありま

３年度に繰 り越すこと とし、後ほ ど御提案

した。昨年 度は８３４ 万円で、増 額してい

いたします 「平成２３ 年度一般会 計及び特

るわけです けれども、 その主な理 由につい

別会計補正 予算」で措 置させてい ただくこ

てお尋ねし ます。

ととしてお ります。

また、こ の業務は、 入力する派 遣社員の

以上、第 ８号議案「 平成２２年 度福井県

方々であり ますが、後 期高齢者医 療制度の

後期高齢者 医療広域連 合一般会計 ・特別会

データ入力 ということ で、個人情 報という

計歳入歳出 決算の認定 」につきま して、御

ことも含ま れることに なるかと思 います。

説明をいた しました。

この点に ついて、守 秘義務等の 問題につ

なお、こ の決算につ きましては 、お二人

いてどのよ うに対策を 立てておら れるのか、

の監査委員 による決算 審査をお受 けいたし

その他につ いて法的な 問題はない のか、こ

まして、そ の「審査意 見書」と、「主要な施

の点をお尋 ねします。
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さらに、 この派遣会 社を選定さ れた理由
についてお 尋ねするも のです。

以上、簡 単ですが、 お尋ねしま す。
○議長（加 藤貞信君）

それから 、医療制度 については 減免申請

対する理事 者の答弁を 求めます。

というのが 認められて おりますが 、この申

事務局長 。

請件数、減 免件数、そ の金額につ いてお尋
ねします。

松本明君 の質問に

（事 務局長

三 上明範君

○事務局長 （三上明範 君）

登壇）

１点 目の人材

それから 国、県、広 域連合の拠 出金から

派遣契約に 関する委託 料について のお尋ね

なる財政安 定化基金と いうのが福 井県に設

でございま すが、金額 が増額して いるとい

置されてお ります。こ の基金は、 保険料を

うことに関 しては、ち ょっとこち らのほう

上げないな ど、そうい うものとし て活用す

ではわかり かねるとい うことで、 個人情報

ることが示 されており ますが、こ の財政安

のことに関 しては、私 どものほう で入札を

定化基金の 現況につい ては資料が 出されて

行いまして 、アイビー エージェン ト株式会

おりません 。この点に ついて、具 体的にど

社と契約し ているので すけど、そ の契約上

のようにな っているの かお尋ねし ます。

の中での守 秘義務につ いては、守 るという

それから 医療給付費 の上昇の要 因、それ

ことで契約 をしており ます。

についてど のように考 えられてい るのかに
ついてお尋 ねします。

次に、医 療給付費の 上昇の要因 について
ということ で、そのこ とに関して ですけれ

それと高 齢者が増加 して、医療 給付費も

ども、平成 ２２年度の 医療給付費 は、対前

増額してお ります。保 険料引き上 げの要因

年５.２％ の増加とな っており、１人当たり

が高まって いるわけで す。しかも 、２２年

の医療給付 費において も、３.５％ の増加と

度決算で見 ますと、被 保険者の保 険料収入

なりました 。増加の要 因の第１と しまして、

が減額に、 減少してお ります。そ の理由に

平成２２年 度の診療報 酬の改定が ございま

ついては、 先ほど所得 の減少に伴 うものだ

す。ついで 、平成２３ 年３月に福 井県から

ということ でありまし た。保険料 引き上げ

発表されま した、これ も先ほどの 報告事項

を行わない ために、当 広域連合と してどの

で報告させ ていただき ましたけれ ども、福

ような対策 を行ってき ましたか。 今ほど、

井県医療費 適正化計画 の進捗状況 に関する

私は２２年 度の決算を ベースに論 じている

評価の報告 書では、本 県は後期高 齢者率が

わけですけ れども、２ ３年度の現 在の保険

全国平均よ りも高く推 移している ことや、

料の調定額 の状況、医 療給付の現 況なども

医療の高度 化、入院患 者等の増加 等が指摘

含めて答弁 を求めます 。

されており 、そうした 要因により 、医療給
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付費が増加 したものと 推測いたし ておりま

が 未 到 来 で あ っ た ４ ４ 万 ５ ,９ ０ ０ 円 を 免

す。

除としてお ります。

前後しま したけれど も、財政安 定化基金

次に、前 回の保険料 改定時にお いて、保

の現況につ いてでござ いますけれ ども、財

険料引き上 げを行わな いために講 じた対策

政安定化基 金につきま しては、当 広域連合

についてお 答えいたし ます。

において予 定した保険 料収納率を 下回って

前回の保 険料改定は 、平成２１ 年度に設

生じた保険 料不足や、 給付費の見 込み誤り

計が行われ ており、厚 生労働省か ら示され

等に起因し ました財源 不足につい て、資金

た数値を基 に、平成２ ２年度、２ ３年度の

の交付、貸 付を行うた めに、各都 道府県に

被保険者数 や所得の状 況、療養給 付費等総

おいて基金 設置条例に 基づき設置 されてい

額の見込み 等によりま して設計を 行ったと

るものでご ざいますが 、毎年、国 、県と都

ころ、軽減 策を講じな ければ均等 割額で１,

道府県広域 連合が３分 の１ずつ負 担するこ

０００円ア ップと、所 得割率で０ .８６ポイ

とになって いるもので ございます 。当広域

ントのアッ プとの試算 結果となり ました。

連合におき ましては、 これまで交 付、貸し

当広域連 合におきま しては、被 保険者の

付けの活用 例はござい ませんけれ ども、御

負担の軽減 を図ること で、保険料 剰余金を

質問の残高 について、 約７億３百 万円が積

被保険者へ 還元しなけ ればいけな いとの判

み立てられ ております 。もう少し 詳しくお

断のもと、 保険料剰余 金を活用し た抑制を

知らせしま すと、平成 ２０年から 積み立て

図ることと して、現行 の保険料を 据え置き

しておりま して、２２ 年度末で７ 億２９８

にしました 。
２３年度 の調定額と いうことで の御質問

万９,６８ ３円が積み 立てられて おります。
次に、減 免申請の件 ですけれど も、平成

ですけれど も、ちょっ と今手元に 資料がな

２２年４月 から現在ま での保険料 減免申請

いので、後 ほどお答え させていた だきたい

の状況につ いてお答え いたします 。

と思います 。

保険料免 除申請は、 火災や震災 などに被

○議長（加 藤貞信君）

松本朗君 。

災された方 で、１４人 の被保険者 の方から

○松本朗君

提出があり まして、１ ４人すべて の人の申

したが、通 告に直接、 前年比、前 年より引

請年度の保 険料を免除 としており ます。保

き上げられ ていること は入れては おりませ

険料減免等 の対象とし た保険料は 、当該賦

んが、そう いうことが 出ないのは ちょっと

課 年 度 に 属 す る 保 険 料 ６ ４ 万 ８ ,１ ０ ０ 円

残念だと思 います。

のうち、減 免を申請し た日におい て納期限
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派遣会社 のことでお 尋ねしま

もう１つ は、この入 札の経過、 設定され

た理由です 。つまり何 社でどのよ うな入札

額を入札す るもので、 入札の結果 としまし

方法をとっ たとか、そ ういうこと について

て、アイビ ーエージェ ント株式会 社が８８

改めてお尋 ねします。

０円、株式 会社医療サ ポートが１ ,３８０円、

それから 、今現在ど のような対 策を行っ

テンプスタッフフォーラム株式会社が１,

てきたのか ということ について、 今言われ

０５０円、株式会社ニ チイ学館が １,１５０

ましたが、 その上で、 今やられて きて、私

円、株式会 社ヒューマ ンデザイン が９１０

は２３年度 の調定額の 状況、要は 保険料収

円となりま して、最低 金額を入札 したアイ

入の状況と か、２３年 度の決算見 通しなん

ビーエージ ェント株式 会社と契約 いたして

かもある程 度の段階で 見通される 時期にき

おります。

ていると思 うんです。 そういうこ とを踏ま

ここで先 ほどの追加 でございま すけれど

えて、２４ 年度以降の 保険料が決 まってく

も、守秘義 務につきま しては、先 ほども言

るわけです けれども、 その点でど のように

いましたよ うに、アイ ビーエージ ェント株

今検討され ているのか ということ について

式会社と契 約書の中で 、しっかり と取り決

いかがでし ょうか。

めを行って おりますの でお知らせ します。

○議長（加 藤貞信君）

事務局長 。

○事務局長 （三上明範 君）

次に、
「 ２ ４年度の見 通しについ てという

人材 派遣委託

こと」とい うことで、 お話をさせ ていただ

料のことで ございます けれども、 委託契約

きますと、 平成２４年 度の見通し について

に関しまし ては、一般 公募とし、 平成２２

でございま すが、先ほ ども言いま したよう

年２月２６ 日に地方自 治法第２３ ４条の規

に、被保険 者の所得が 伸び悩む中 にありま

定によりま して一般競 争入札を行 い、同法

して、被保 険者数と医 療費の増加 が見込ま

第２３４条 の３の規定 によりまし て平成２

れることか ら、何の手 立ても講じ なければ

５年３月ま での長期継 続契約とし て契約を

前回の設計 時よりも保 険料の大幅 な上昇は

締結いたし ましており ます。これ に関しま

避けられな い状況であ ると認識い たしてお

しては、平 成２１年９ 月の政権交 代により、

ります。当 広域連合に おきまして は、被保

制度の廃止 が当時は平 成２５年３ 月とうた

険者の皆様 に十分配慮 して保険料 をできる

われていま したことか ら、それま での契約

限り抑制す るという基 本的な考え 方から、

期間とした ものでござ います。

これまでの 保険料剰余 金を積み立 てている

次に、入 札に参加し た業者につ いてでご
ざいますけ れども、５ 社ございま した。

療養給付費 等準備基金 を最大限に 活用する
ことを検討 しておりま す。

入札は、 派遣者１人 の１時間当 たりの金
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なお、今 後、厚生労 働省から示 される保

険料の算定 に当たって の具体的な 数値や方

発言はすべ て終了いた しました。

針等、更に は１２月に 決定される 診療報酬

ただいま から討論に 入ります。

改定を加味 しながら、 保険料をで きる限り

討論の通 告はありま せんでした ので、直

抑制すると いう考えの もと、十分 な検討を

ちに採決し たいと存じ ますが、こ れに御異

行い、保険 料の改定作 業を進めて いきたい

議ございま せんか。

と考えてお ります。

（「 異議なし」 の声あり）

以上でご ざいます。
○議長（加 藤貞信君）
○松本朗君

○議長（加 藤貞信君）
松本朗君 。

御異議な しと認め

ます。

最後にお 聞きします が、私が

よって、 採決いたし ます。

今、質疑で いろいろお 尋ねしたこ とは、そ

第８号議 案につきま しては、原 案のとお

んなに特別 難しい議論 をしている わけじゃ

り決するこ とに賛成の 諸君の起立 を求めま

ないです。 基本的な資 料の提出で 間に合う

す。

ところもあ ると思うん です。です から、こ

（起 立全員）

ういう契約 案件などは 、議決案件 ではない

○議長（加 藤貞信君）

けれども、 参考資料と して、当然 、決算資

って、その ように決し ました。

料あるいは 経過報告の 資料として ホームペ

○議長（加 藤貞信君）

ージにアッ プするとか 、議会の時 に出すと

９号議案「 平成２３年 度福井県後 期高齢者

か、そうい うことが必 要ではない かと思い

医療広域連 合一般会計 補正予算」 及び日程

ます。

９

起立全員 です。よ

次に、日 程８

第

第１０ 号議案「平 成２３年度 福井県後

財政安定化基金の状況なども同じです

期高齢者医 療広域連合 後期高齢者 医療特別

けれども、その点につ いて最後に 答弁を兼

会計補正予 算」を会議 規則第３５ 条の規定

ねてお尋ね します。

により一括 議題といた します。

○議長（加 藤貞信君）

事務局長 。

○事務局長 （三上明範 君）

提出者の 提案理由の 説明を求め ます。

今、 議員から

連合長。

いただきま した御意見 に関して、 今後、中

（広域連 合長

東村 新一君

登 壇）

で十分協議 しまして、 皆さんに、 被保険者

○広域連合 長（東村新 一君）

の方にでき る限りお知 らせできる 方向で考

程されまし た第９号議 案「平成２ ３年度福

えていきた いと思いま す。

井県後期高 齢者医療広 域連合一般 会計補正

以上でご ざいます。
○議長（加 藤貞信君）

た だいま上

予算」及び 第１０号議 案「平成２ ３年度福
以上で通 告による

井県後期高 齢者医療広 域連合後期 高齢者医
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療特別会計 補正予算」 につきまし て、一括

いて追加負 担が生じた ため３,７ ０１万２,

して提案理 由の説明を 申し上げま す。

０００円を 増額してお ります。

まず、第 ９号議案の 平成２３年 度一般会
計補正予算 から説明い たします。

「第９款

の決算剰余 金として９ 億４,９４ ３万９,０

議案３ペ ージをお願 いいたしま す。

００円を増 額しており ます。

平成２３ 年度一般会 計補正予算 でありま
すが、補正 額は歳入歳 出とも３,６８４万９ ,

おめくり いただきま して、８ペ ージをお
願いいたし ます。

０００円を 増額し、予 算総額で４ 億９,１８
１万円とす るものであ ります。

歳出につ きましては 、「第６款

基金積

立金」では 、療養給付 費等準備基 金及び臨

おめくり いただきま して、４ペ ージをお
願いいたし ます。
歳入につ きましては 、「第４款

繰越金」 では、平成 ２２年度

時特例基金 に平成２２ 年度決算に 係る保険
料剰余金１ 億４,１５ ５万８,０ ００円を積

繰越金」

み立てるも のでありま す。

を３,６８ ４万９,０ ００円増額 しておりま

「第８款

諸支出金 」では、平 成２２年

す。これは 、平成２２ 年度の広域 連合運営

度療養給付 費負担金等 の精算によ る返還金

経費の決算 剰余金であ り、５ペー ジを御覧

８億４，４ ８９万３,０００円を 増額するも

いただきま すと、歳出 の「第４款

のでありま す。

諸支出

金」におい て、国及び 各市町に３ ,６８４万
９,０００ 円を返還す るものであ ります。

何とぞ十 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

次に、第 １０号議案 、平成２３ 年度特別
会計補正予 算について であります 。

提案理由の 説明といた します。
○議長（加 藤貞信君）

議案６ペ ージをお願 いいたしま す。

以上で、 提案理由

の説明は終 わりました 。

補正額は 、歳入歳出 ともに９億 ８,６４５

質疑及び 討論の通告 はありませ んでした

万１,００ ０円を増額 し、予算総 額で９５１

ので、直ち に採決した いと存じま すが、こ

億３,９８ ０万８,０ ００円とす るものであ

れに御異議 ございませ んか。

ります。

（「 異議なし」 の声あり）

おめくり いただきま して、７ペ ージをお
願いいたし ます。
まず、歳 入において は、「第１ 款

○議長（加 藤貞信君）

御異議な しと認め

ます。
市町支

出金」で、 平成２２年 度分の療養 給付費の

それでは 、第９号議 案及び第１ ０号議案
を一括して 採決いたし ます。

市町負担金 を精算した 結果、８市 ４町にお
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原案のとおり決することに御異議ござ

いませんか 。

ましたが、 こういうも のは、議案 配付と一

（「 異議なし」 の声あり）
○議長（加 藤貞信君）

緒に成果報 告書に組み 入れるもの 、あるい

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１０

は資料とし て別添する もの、いろ いろあろ
うかと思い ますが、議 案審査に必 要な資料

一 般質問を行 います。

及び事前配 付が当然で はないでし ょうか。

一般質問 は、通告に 従い、２１ 番、松本

以上の点 について、 その充実を 求めます

朗君の一般 質問をお受 けいたしま す。
２１番

松本朗君。

（松 本朗君
○松本朗君

とともに、 連合長の考 えをお尋ね します。
第２は保 険料につい てでありま す。先ほ

登 壇）

ど東村連合 長は、挨拶 の中で、こ の後期高

一般質問 を行います 。

齢者医療制 度について 、安定して いるよう

保険料、 それから主 要施策報告 書の充実
についてお 尋ねします 。

に思うとい うことをお っしゃいま した。し
かしこれは 、発足後数 年の推移の 中での感

最初に主 要施策報告 書について でありま

想ではあり ましょうが 、今の制度 をそのま

すが、先ほ どの質疑と の関連もあ りますの

ま続けてい きますと、 既に傾向は 顕著にあ

で、簡潔に 質問します し、簡潔に お答えい

らわれてお りますけれ ども、医療 費は増え

ただければ 結構です。

る、高齢者 も増えると 。先ほど事 務局長が

主要施策 の成果等報 告書が決算 添付資料

質疑の中の 答弁でもあ ったように 、このま

として作成 されており ますが、こ れをもっ

まいくと、 保険料の引 き上げとい うことも

と充実し、 議会審査に 足るべきも のにする

当然のこと となるわけ です。

ことが求め られていま す。各市町 の主要施

今の国民 、特に高齢 者を取り巻 く社会福

策報告書の 例はそれぞ れ違いはあ ると思い

祉環境とい うのは、非 常に厳しい ものがあ

ますが、当 広域連合の 報告書は、 余りにも

りますから 、医療を受 けるという 人間の尊

不十分では ないでしょ うか。言う までもな

厳を保障す る制度の中 にあって、 保険料が

く、成果報 告書は広域 連合の事務 の成果を

どんどん引 き上げられ るという仕 組みその

報告し、明 らかにする ものであり 、その前

ものは改め られなけれ ばならない 。その点

提として、 基本的デー タの明示は 決算審査

ではこの後 期高齢者医 療制度とい うのは、

に欠かせま せん。高齢 者医療制度 に関する

本質的な矛 盾があるも のだという ふうに考

専門的なデ ータを明ら かにするこ とを求め

えておりま す。

ます。

その点に ついて、こ れは通告外 ではあり

先ほど議 会に報告す る報告資料 が出され

ますけれど も、連合長 としての所 見があっ
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たらお答え いただきた いと思いま す。

ありますけ れども、こ の保険料を 引き上げ

この保険 料について であります が、２４
年度に新た な保険料と いうことに なるわけ

ないために は、さらな る県と国の 財政措置
を求めるべ きではない でしょうか 。

です。先ほ どの審議の 中でも最大 限上げな
いように、 基金なども 使うという ことも答

この点に ついて、連 合長にお尋 ねいたし
ます。

弁でありま した。２２ 年度決算を 見ますと、

以上、最 初の質問と します。

療養給付費 準備基金は 、約１０億 円積み増

○議長（加 藤貞信君）

しされまし て、実質単 年度収支は マイナス

する理事者 の答弁を求 めます。

になってい るものの、 会計上は一 定の余裕

松本君の 質問に対

事務局長 。

もあると思 われます。 その準備基 金２５億

（事 務局長

三 上明範君

登壇）

円というの は保険料収 入の２３％ でありま

○事務局長 （三上明範 君）

して、つま りそれだけ ２５億円、 これまで

策の成果の 報告書の充 実について のお尋ね

の保険料の 徴収にゆと りがあった というこ

についてお 答えいたし ます。後期 高齢者医

とでありま す。したが って、その 保険料の

療制度は、 制度開始か らまだ４年 目という

準備基金を 、引き上げ 要因をなく すために

ことで、今 回御認定を お願いいた しました

充当するこ とは当然の ことであり ますが、

決算もまだ ３回目の決 算に過ぎま せん。よ

引き上げを しないとい うだけで済 むのかど

って、後期 高齢者医療 制度に関す るデータ

うか、状況 によっては 引き下げも できるの

の蓄積も乏 しく、議員 の皆様にお 示しでき

ではないの かというこ とも考えて います。

るようなデ ータがなか なかありま せんでし

その点につ いて、具体 的な答弁を 求めるも

たけれども 、３年分の データがそ ろいまし

のです。

たので、少 し、年ごと の比較もで きるよう

まず 、主要施

それでも う１つは、 この後期高 齢者の医

になりまし たので、全 員協議会へ の報告事

療制度の保険料というのが、高齢者が１

項において ではござい ますけれど も、今回

０％負担す るというこ とになって いるわけ

報告をさせ ていただい ております 。議員の

ですが、医 療費総額は 前年比で４ .９％増え

御指摘どお り、後期高 齢者医療の 現状を知

て、９５５ 億円、後期 高齢者と６ ５歳以上

っていただ くためには 、基本的な データの

の障害者、 いずれも医 療を必要と する機会

提供は欠か せないもの であります 。しかし

が多くて、 いわゆるハ イリスクグ ループと

ながら、主 要施策の成 果報告書に つきまし

言えるわけ であります 。このグル ープが保

ては、当該 年度におけ る成果報告 書の形式

険料を負担 するという ことは、大 変困難で

をとってお りますので 、経年推移 のデータ
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等につきま しては、今 回のような 全員協議

ではないか という御質 問でござい ますけれ

会への報告 事項で報告 させていた だきたい

ども、保険 料の負担軽 減を図るた めにも、

と思います 。

国の財政措 置につきま しては、当 広域連合

なお、こ の資料につ きましては 、今後は

をはじめ、 全国の広域 連合が強く 要望して

少しでも早 く皆様のお 手元に届く よう努力

いるところ でありまし て、全国組 織である

してまいり たいと考え ております のでよろ

全国後期高 齢者医療広 域連合協議 会を通じ

しくお願い いたします 。

まして、本 年６月に国 に対して要 望活動を

次に、来 年度の保険 料を見直す に当たり

行っており ます。

どのように 検討されて いるかにつ いてでご

また、来 る１１月１ ７日に東京 都内で行

ざいますけ れども、先 ほども質疑 の中で回

われます全 国の臨時広 域連合長会 議が開催

答をさせて いただきま したけれど も、来年

されますの で、その後 、厚生労働 省に対し

度の保険料 改定に当た り、市町、 広域連合

て秋季要望 活動を行う こととなっ ておりま

におきまし て、被保険 者の皆さん に十分配

す。その中 におきまし て、当広域 連合では、

慮し、保険 料をできる 限り抑制す るという

保険料改定 に係る具体 的な要望と して、第

基本的な考 え方から、 療養給付費 等準備金

３期保険料 改定では、 被保険者の 負担を最

を最大限に 活用するこ とを検討し ておりま

大限に軽減 すべく、国 において十 分な財源

す。今後、 厚生労働省 から示され ます保険

を確保し、保険料の上 昇抑制を講 じること、

料算定にお いての具体 的な数値や 方針、更

更には、現 行制度が継 続する限り 保険料の

には診療報 酬改定等を 加味しまし て、保険

軽減措置を 継続し、そ の財源を全 額国にお

料をできる 限り抑制す るという考 えのもと、

いて負担す ることを強 く要望した ところで

十分な検討 を行い保険 料の改定を 進めてい

ございます 。

きたいと考 えておりま す。

○議長（加 藤貞信君）

繰り返し になります けれども、 今の状況

○松本朗君

松本朗君 。

再質問さ せていただ きます。

としまして 、まだ厚生 労働省から 具体的な

保険料 の問題につ いて、私が 先ほど最

数字等、ま た、１２月 までに決定 される診

初の質問の 中で、この 制度の基本 的な問題

療報酬等の 改定がわか りませんの で、具体

について連 合長所見が あったら求 めたいと

的な数字に ついてはま だお知らせ すること

いうように 言いました が、その点 について

ができない 状況となっ ております 。

は、回答、 答弁があり ませんでし た。やは

次に、保 険料を引き 上げないた めに、国

り基本的な 問題につい てどのよう に見解を

や県に対し て更なる財 政措置を求 めるべき

持っている かというこ とは、非常 に大きな
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問題だと私 は思います ので、連合 長、何か

払うという ことを求め たらどうで しょうか。

あれば答弁 をいただき たいと思い ます。

額としては そう大きな 額ではあり ませんけ

あわせて 、先ほどの 答弁に対し てであり

れども、み んなこの広 域連合を運 営するた

ますけれど も、国に対 する要望と してやら

めに各市町 から職員を 派遣して運 営してい

れていると いうことで あります。 同時に、

るわけです から、県の 応分の、そ れぐらい

当連合とし て、保険料 を上げない 、または

の負担をす るというこ とも必要で はないで

下げられる 可能性があ るのなら下 げるべき

しょうか。 その点につ いてお尋ね します。

だと思いま すけれども 、そのため に基金の

○議長（加 藤貞信君）

活用という ことで、特 別会計の中 の基金の

○広域連合 長（東村新 一君）

活用のこと が答弁であ りましたけ れども、

アップにつ いての御心 配をしてい ただきま

県に置かれ ている財政 安定化基金 が９億円

しての御質 問がありま した。確か に先ほど

積まれてい るというこ とでありま す。これ

から、私の ほうの答え でも申し上 げており

も、２２年 度の保険料 を引き上げ ないため

ますように 、また御指 摘のように 、高齢者

にというこ とで、厚労 省は財政安 定化基金

の人口が増 えて医療費 がアップし ていく、

を活用する ということ を言ってお りました。

何ら手立て を行わない でおけば、 当然に歳

当広域連合 にも通知は あったと思 います。

出総額が増 えるわけで すから、そ れを保険

ですから、 これもあわ せて活用し て、この

料ですべて カバーしよ うとすれば 、保険料

制度そのも のが残り少 ないわけで すから剰

はアップを せざるを得 ない、そう いう危機

余金を残し たまま解散 するわけに はいきま

感があるの は確かであ ります。前 回の２２

せんので、 保険料を引 き上げない 、さらに

年度、２３ 年度のとき の単価改正 のときに

は引き下げ るという状 況になるの なら、そ

も、同じよ うな危機感 を持ってい たわけで

れを目指し て最大限基 金を活用す るという

すけれども 、国のほう もいろいろ な手当、

ことが必要 なのではな いでしょう か。その

財源措置、 そういうふ うなものを したとい

点について お尋ねしま す。

うふうなこ とを含めて 、今日、２ ２年度、

連合長。
今 も保険料

それから もう１点で すけれども 、県は法

２３年度は 特段アップ をせずに済 むことが

定負担しか やっていま せん。県の 負担です。

できました 。今回も２ ４年度、２ ５年度は

だからここ は、県に対 して、保険 料引き下

非常に今、 不安はある わけですけ れども、

げの直接的 な要因では ありません けれども、

そういった 制度を国の ほうで十分 に取り入

せめて、事 務局長も県 から来られ ています

れていただ いて、そし て我々のと ころへも

けれども、 県の職員の 人件費くら いは県が

その制度に 従った財源 措置をして もらう、
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そういう要 望というも のを続けて いるとい

てありがと うございま す。

うのが説明 をしたとこ ろでありま す。

そこは、 先ほど私が 指摘したこ とは、や

アップに ついては、当然御指摘 のように、

はり、県の 負担にしろ 、国の取り 組みにし

財政状況的 にもまだ１ つあります けれども、 ろ、積極的 に取り組ん でいくべき だと思い
こういうよ うなものも 当然視野に 入れてい

ますし、答 弁はありま せんでした が、最大

かなければ ならないと 思いますが 、まだ細

限基金を視 野に入れる と、財政安 定化基金

かな制度設 計そのもの が十分にま だ示され

を視野に入 れるという 答弁であり ましたの

ておりませ んので、今 、現段階で どのぐら

で、そうい うことも含 めて、今の 状況です

いの金額を どうすると いうような 判断のと

と２２年度 決算でも基 金を積みま すような

ころまでは 申し上げる ことができ ないとい

状況ですか ら、上げる ということ ではなく

うのが現状 かと思って います。

て、下げる 可能性もぜ ひ追求して いただき

それと、 県は法定負 担以外にも 、人件費

たいという ことを強調 して質問を 終わりま

等の措置が あればすべ きではない かという

す。

お話がござ いました。 これも１つ の考え方

○議長（加 藤貞信君）

としてある のかもしれ ませんけれ ども、今

すね。

は、そもそ もが市町村 の延長線上 であるこ
の広域連合 ですが、国 のほうも県 のほうに

要望でよ ろしいで

以上で通 告による案 件はすべて 終了いた
しました。

単位化でき ないかとい うふうな話 を国保と

これで、 一般質問を 終了します 。

の関係も含 めて持って います。知 事会は、

以上をも ちまして、 本日の議事 日程はす

先ほど私が お話もさせ ていただい たように、 べて終了い たしました 。
なかなか今 のところは 難しいとい う状況の
中でありま すので、今 、おそらく この話を

ここで、 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 。

進めていっ ても、なか なか折り合 いはつか

連合長。

ないところ があろうか と思います 。ここは

（広域連 合長

東村 新一君

登 壇）

もう少し大 きなところ での制度設 計そのも

○広域連合 長（東村新 一君）

のがどう推 移をするの かというこ とを見き

第２回福井 県後期高齢 者医療広域 連合議会

わめる必要 があると思 っておりま すので、

定例会が閉 会されるに 当たり、一 言お礼を

御理解をい ただきたい と思います 。

申し上げま す。

○議長（加 藤貞信君）
○松本朗君

松本朗君 。

平 成２３年

議員各位 には、長時 間にわたり 、提案さ

連合長、 答えていた だきまし

せていただ きました各 議案につい て慎重な
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る御審議を いただき、 本日ここに 妥当なる
御議決を賜 りましたこ とに、厚く お礼申し
上げます。
今後も、 現行制度の 円滑な運営 と、被保
険者の皆様 にとってよ り有効な新 制度に移
行できるよ う、鋭意取 り組んでま いる所存
でございま す。議員各 位におかれ ましても、
より一層の 御指導、御 鞭撻を賜り ますよう
よろしくお 願い申し上 げまして、 簡単では
ございます が閉会に当 たっての御 挨拶とい
たします。
ありがと うございま した。
○議長（加 藤貞信君）

以上で本 日の会議

を閉じます 。
これをも ちまして、 平成２３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。
どうも御 苦労様でし た。

午後４時４ ６分閉会
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