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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
平成２３年 度福井県
後期高齢者 医療広域
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○説明のため出席した者

められて参 りました。

広域連合長

東

村

新

一

君

去る８月 ２２日に、 後期高齢者 医療制度

副広域連合 長

杉

本

博

文

君

を含む新し い社会保障 制度につい ては、
「社

副広域連合 長

坂

本

憲

男

君

会保障制度 改革国民会 議」の場で 協議する
とした「社 会保障制度 改革推進法 」が公布

平成２４ 年第２回

され、今後 の後期高齢 者医療制度 は、この

福井県後期 高齢者医療 広域連合議 会定例会

「国民会議 」の中で検 討し結論を 得るとさ

は本日召集 され、出席 議員が定足 数に達し

れたことで 、一時棚上 げされた状 態となっ

ております ので議会は 成立いたし ました。

ておりまし た。

○副議長（ 北村晋君）

しかし、解 散をめぐる 与野党協議 の中の

よって、 これより開 会し、本日 の会議を

「解散の条 件」とされ たことによ り、国民

開きます。

会議は１１ 月中に設置 することで 合意され、

なお、本 日の欠席通 告議員は、
９番

玉邑 哲雄君、１ １番

福田 往世君、

１２番

飯 田拓見君、１３番

丸 岡武司君、

１４番

北 野正勝君の ５名であり ます。

やっと動き 始めること となったよ うであり
ます。この 国民会議の 中での議論 が高齢者
はもとより 多くの方々 が納得でき るものと

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。

なるのかど うか、注視 していく必 要があろ
うかと思い ます。
また、総 務省統計局 が発表した 「わが国

連合長。
（広域連 合長

東村 新一君

の高齢者の 姿」によれ ば、団塊の 世代がい

登 壇）

○広域連合 長（東村新 一君） 本 日ここに、

よいよ６５ 歳に達した ことで、高 齢者とさ

平成２４年 第２回福井 県後期高齢 者医療広

れ る ６ ５ 歳 以 上 の 人 口 が 初 め て ３ ,０ ０ ０

域連合議会 定例会を招 集いたしま したとこ

万人を超え、総人口に占める割合が約２

ろ、議員各 位におかれ ましては、 公私共に

４％と、い ずれも過去 最高となり 、高齢化

お忙しい中 、御参集を 賜り、厚く 御礼を申

が進展して いることが 示されてい ます。今

し上げます 。

から１０年 後の平成３ ４年には、 この団塊

また、日 頃は、当広 域連合の運 営につき
まして格別 の御理解と 御協力を賜 り、重ね

の世代が後 期高齢者に なる時代を 迎え、高
齢化がさら に加速する ことになり ます。
こうした高齢化による被保険者数の増

て御礼申し 上げます。
さて、こ れまで国に おいては、 現行の後

加と医療技 術の高度化 により、増 え続ける

期高齢者医 療制度の廃 止に向けた 議論が進

高齢者の医 療費は、高 齢者を支え る現役世

－2－

代の方々に 大きな影響 を与えると いう大き

て、ここで 御報告申し 上げます。
県内１７ 市町から選 出いただい ておりま

な問題が続 いています 。
このよう に、変わら ず不安定な 状況が続

す当広域連 合議会議員 のうち、１ 番

北條

く中で、制 度運営を託 されている 当広域連

正君、６番

新谷欣也 君、７番

武田敏孝

合といたし ましては、 制度が変わ るといた

君、１０番

大久保恵 子君、１１ 番

しましても 、それまで の準備期間 を考えま

君、１３番

向瀬英渡 君、１７番

すと、現行 制度は当分 の間継続す るものと

一君、１８ 番

受け止めて おります。 今後に注視 しながら

貞信君、２ ０番

も、現行制 度が続く限 りはこれま で以上に、

朗君、２３ 番

県、市町等 との連携強 化を図り、 医療費適

から当広域 連合議会議 員を辞職し たい旨の

正化など、 保険者機能 の強化に向 けた取り

願い出があ りましたの で、地方自 治法第１

組みにも力 を入れまし て、被保険 者の皆様

２６条及び 第１０６条 の規定に基 づき、こ

に信頼され 、安心して いただける 制度運営

れを受理し 、辞職を許 可いたしま した。

嵐等
村田耕

谷口健 次君、１９ 番

加藤

山川 豊君、２１ 番

松本

河合永 光君、以上 の１２名

ここで、 新しく当広 域連合議会 議員とな

を続けてま いりたいと 考えている ところで

られました 皆様を御紹 介申し上げ ます。

ございます 。

氏名を事 務局から朗 読させます 。

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 ますようよ ろしくお

○事務局員 （本多充君 ）

それで は、命に

願い申し上 げます。

より氏名を 朗読いたし ます。
籠一郎議 員、中塚寛 議員、小堀 友廣議員、

本日は、
「 副広域連合 長と監査委 員の選任
について議 会の同意」 をお願いす る人事案

三田村輝士 議員、福田 往世議員、丸岡武司

件が２件、 そして「平 成２３年度 一般会計

議員、石丸 浜夫議員、堀川秀樹議 員、見谷

特別会計歳 入歳出決算 の認定」、「 平成２４

喜代三議員 、宮崎修議 員、南北ち とせ議員、

年度一般会 計補正予算 」、「平成２ ４年度特

伊藤博夫議 員、以上で ございます 。

別会計補正 予算」の５ つの議案を 提案させ

○副議長（ 北村晋君）

ていただい ております 。

たに選出さ れました議 員の皆様に つきまし

十分なる 御審議をい ただき、何 とぞ妥当
なる御議決 を賜ります ようお願い 申し上げ

なお、こ のたび新

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。
本日の議 事日程は、 お手元に配 付いたし

まして、簡 単ではござ いますが、 開会に当
たりまして の御挨拶と いたします 。

ました議事 日程のとお りと定め、 直ちに議

○副議長（ 北村晋君）

事に入りま す。

議事に先 立ちまし
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日程１

ただいま 議長に当選 されました 見谷喜代

「議長の選 挙」を行い ます。

お諮りい たします。

三君が議場 におられま すので、本 席から当

選挙の方 法につきま しては、地 方自治法

選を告知い たします。

第１１８条 第２項の規 定により指 名推選の

ただいま 議長に当選 されました 見谷喜代

方法により たいと存じ ますが、こ れに御異

三君から御 挨拶を受け ることとい たします。
見谷喜代 三君

議ございま せんか。

（議長

（「 異議なし」 と言う者あ り）
○副議長（ 北村晋君）

御異議な しと認め

ます。よっ て、選挙の 方法は指名 推選によ

見谷喜代三 君

○議長（見 谷喜代三君 ）

登壇）
皆さん 、こんに

ちは。一言 御挨拶申し 上げます。

ることに決 しました。

ただいま福井県後期高齢者医療広域連

お諮りい たします。

合議会の議 長を拝命い たしました ことに対

指名の方 法について は、副議長 において

し、心から 厚くお礼を 申し上げま す。あり

指名するこ とにしたい と存じます が、これ

がとうござ います。
後期高齢 者医療制度 は、開始か ら５年目

に御異議ご ざいません か。

を迎え、制 度に対する 理解も徐々 に深まり、

（「 異議なし」 と言う者あ り）
○副議長（ 北村晋君）

御異議な しと認め

ます。よっ て、副議長 において指 名するこ

高齢者を支 える医療制 度としては 、安定し
定着してき たものと思 われます。
また、この 広域連合自 体も、県内 全ての

とに決しま した。
福井県後 期高齢者医 療広域連合 議会議長

市町が共同 して担うと いう意識が 根付いて
いるように 感じられて いるところ でござい

に見谷喜代 三君を指名 いたします 。
お諮りい たします。

ますが、御 承知のとお り、国政に おいては、

ただいま 副議長にお いて指名い たしまし

この制度の 取り扱いに ついて予断 を許さな

た見谷喜代 三君を福井 県後期高齢 者医療広

い環境に置 かれており ます。
このよう な時期に議 長を拝命い たした訳

域連合議会 議長の当選 人と定める ことに御

であります が、高齢者 をはじめ、 国民すべ

異議ござい ませんか。

てが安心し て生活でき る医療制度 となって

（「 異議なし」 と言う者あ り）
御異議な しと認め

いくように 、今後の動 向を注視し ながら、

ます。よっ て、ただい ま指名いた しました

現行制度を しっかりと 運営してい くことが

見谷喜代三 君が福井県 後期高齢者 医療広域

肝要だと考 えていると ころであり ます。

○副議長（ 北村晋君）

今後とも 議員各位の 御支援、御 協力をお

連合議会議 長に当選さ れました。
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会議録署 名議員は、 会議規則第 ７４条の

願い申し上 げまして、 議長就任の 御挨拶と

規定により 、

させていた だきます。

１０番

どうもあ りがとうご ざいました 。

三田村輝士 君、１５番

砂子三

郎君を指名 いたします 。

（拍 手）
○副議長（ 北村晋君）

次に、日 程４「会期 の決定につ いて｣を議

議長が選 任されま

したので、 ここで議長 と交代いた します。

題といたし ます。

議長は議 長席にお着 き願います 。

お諮りい たします。

（副議長 は自席へ。 議長は議長 席へ。）

本定例会 の会期は、 本日１日限 りとした

○議長（見 谷喜代三君 ）これより 私が議長

いと存じま すが、これ に御異議ご ざいませ

の職務を務 めさせてい ただきます ので、よ

んか。
（「 異議なし」 の声あり）

ろしくお願 いいたしま す。
日程２「 議席の指定 」を行いま す。

○議長（見 谷喜代三君 ）

今回新た に当広域連 合議会議員 に選出さ

めます。よ って、その ように決し ました。
次に、日 程５

れました議 員の議席は 、会議規則 第４条第

御異議 なしと認

第９ 号議案「福 井県後期

１項の規定 により、議 長において 指定いた

高齢者医療 広域連合副 広域連合長 の選任に

します。

つき議会の 同意を求め ることにつ いて」を

氏名とそ の議席番号 を事務局に 朗読させ

議題といた します。
提出者の 提案理由の 説明を求め ます。

ます。
○事務局員（本多充君 ）

連合長。

それで は、命に

より、氏名 と議席番号 を順に朗読 させてい
ただきます 。
１番
７番

中塚寛議員、

小堀 友廣議員、１０番

三 田村輝士

福田往 世議員、１ ３番

岡武司議員 、１７番
番

登 壇）
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 連合副広域 連合長の選 任につき
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。

見谷 喜代三議

宮崎修議 員、２１番

とせ議員、２３番

丸

石丸浜夫議 員、１８

堀川秀 樹議員、１ ９番

員、２０番

東村 新一君

○広域連合 長（東村新 一君）

籠一郎議員、６番

議員、１１ 番

（広域連 合長

福井県後 期高齢者医 療広域連合 の副広域

南北ち

伊 藤博夫議員 、以上で

連合長につ きましては 、当広域連 合規約第
１３条第１ 項の規定に 基づき、議 会の御同

ございます 。
○議長（見 谷喜代三君 ） 次に、日程３「会

意を得て選 任するもの であります 。
今回、あ わら市の橋 本達也市長 の辞任に

議録署名議 員の指名」 を行います 。
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（坂 本副広域連 合長入場、 着席）

伴い、坂井 市長であり ます坂本憲 男氏を選
任いたした く、議会の 御同意をお 願いする

○議長（見 谷喜代三君 ）出席をい ただきま

ものであり ます。

した坂本副 広域連合長 から御挨拶 を受ける

坂本氏は 、市長就任 以前は三国 町の町議

こととしま す。

会議員、議 長、三国町 長を歴任し 、平成１

坂本副連 合長。

８年４月に 坂井市長に 就任以降も 精力的に

（副広域 連合長

坂 本憲男君

登壇）

地方自治の 発展に御尽 力されてお られ、人

○副広域連 合長（坂本 憲男君）

御紹介を

格、識見と もに副広域 連合長とし てふさわ

いただきま した坂本で ございます 。

しく、適任 と考えてお りますので 、御同意

市長会の 役員の改選 に伴いまし て、本広

を賜ります ようよろし くお願い申 し上げま

域連合の副 連合長に就 任をさせて いただき

す。

ました。ま た、今ほど 、議員の皆 様方に御

○議長（見 谷喜代三君 ）

以上で 提案理由

同意をいた だきまして 、厚くお礼 申し上げ
ます。

の説明は終 わりました 。

御案内の ように、人 口の高齢化 、医療の

お諮りい たします。
本案は、 人事に関す る案件であ りますの

高度化など によりまし て、我が県 の医療費

で、一切の 手続を省略 して、直ち に採決に

は年々増加 傾向にあり ますが、こ うした中

入りたいと 存じますが 、これに御 異議ござ

において、 高齢者医療 制度改革の 議論がな

いませんか 。

され、今後 の後期高齢 者の医療の あり方が
検討されて おります。

（「 異議なし」 の声あり）
○議長（見 谷喜代三君 ）

本広域連 合におきま しても、様 々な課題

御異議 なしと認

が出てくる ものと考え る訳でござ いますが、

めます。こ れより採決 いたします 。
ただいま 議題となっ ております 第９号議

微力であり ますが、副 連合長とし ての責務

案につきま しては、坂 本憲男君を 選任する

を果たして まいりたい と考えてお ります。

ことに同意 を求められ ております 。これに

議員の皆 様方の御指 導と、御支 援を賜り

同意するこ とに御異議 ございませ んか。

ますように お願い申し 上げまして 、誠に簡

（「 異議なし」 の声あり）

単でござい ますが、就 任に当たっ ての御挨

○議長（見 谷喜代三君 ）御異議な しと認め

拶とさせて いただきま す。
よろしくお 願いいたし ます。

ます。よっ て、そのよ うに決しま した。
ここで、 坂本副広域 連合長の出 席を求め
ることにい たします。

○議長（見 谷喜代三君 ） 次に、日程６

第

１０号議案 「福井県後 期高齢者医 療広域連
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合監査委員 の選任につ き議会の同 意を求め

入りたいと 存じますが 、これに御 異議ござ

ることにつ いて」を議 題といたし ます。

いませんか 。
（「 異議なし」 の声あり）

提出者の 提案理由の 説明を求め ます。

○議長（見 谷喜代三君 ）

連合長。
（広域連 合長

東村 新一君

御異議 なしと認

めます。こ れより採決 いたします 。

登 壇）
た だいま上

ただいま 議題となっ ております 第１０号

程されまし た第１０号 議案「福井 県後期高

議案につき ましては、 福田往世君 を選任す

齢者医療広 域連合監査 委員の選任 につき議

ることに同 意を求めら れておりま す。これ

会の同意を 求めること 」について 、提案理

に同意する ことに御異 議ございま せんか。

○広域連合 長（東村新 一君）

（「 異議なし」 の声あり）

由の説明を 申し上げま す。
福井県後 期高齢者医 療広域連合 の監査委
員につきま しては、当 広域連合規 約第１８

○議長（見 谷喜代三君 ）御異議な しと認め
ます。よっ て、そのよ うに決しま した。
ただいま監査委員の選任に同意を得ら

条第２項の 規定に基づ き、広域連 合の議会
の御同意を 得て選任す るものでご ざいます。

れました福 田往世君は 、本日、所 用のため

今回、越 前市議会か ら選出され ておりま

欠席されて おります。 議場での御 挨拶を申

した嵐等氏 の広域連合 議員の辞職 に伴い、

し上げられ ないので、 その旨議員 各位によ

越前市議会 から選出い ただきまし た福田往

ろしくお伝 えください との伝言が 議長宛に

世氏を監査 委員に選任 いたしたく 、議会の

届いており ますので、 御了承願い ます。

御同意をお 願いするも のでござい ます。

○議長（見 谷喜代三君 ） 次に、日程７

第

福田氏は 、旧今立町 時代、町議 会議員、

１１号議案 「平成２３ 年度福井県 後期高齢

議長として 、合併後は 越前市議会 議員、議

者医療広域 連合一般会 計・特別会 計歳入歳

長として御 活躍され、 すぐれた識 見を有さ

出決算の認 定について 」を議題と いたしま

れ、人格と もに監査委 員として適 任と考え

す。

ております ので、御同 意を賜りま すようよ

提出者の 提案理由の 説明を求め ます。

ろしくお願 い申し上げ ます。

連合長。

○議長（見 谷喜代三君 ）

（広域連 合長

以上で 提案理由

東村 新一君

○広域連合 長（東村新 一君）

の説明は終 わりました 。

登 壇）
た だいま上

お諮りい たします。

程されまし た第１１号 議案「平成 ２３年度

本案は、 人事に関す る案件であ りますの

福井県後期 高齢者医療 広域連合一 般会計・

で、一切の 手続を省略 して、直ち に採決に

特別会計歳 入歳出決算 の認定」に つきまし

－7－

をお願いい たします。

て、提案理 由の説明を 申し上げま す。
本案は、 地方自治法 第２３３条 第１項の

６ページ に移ってい ただきまし て、予算

規定に基づ き決算を調 製し、同条 第２項の

現額の合計 が９５５億 ８,６４４ 万６,００

規 定 に よ り 監 査 委 員 の 審 査 に 付 し 、「 審 査

０円、収入 済額の合計 が９４１億 ８,６８９

意見書」の 提出を受け 、同条第３ 項及び第

万８,４９ ５円で、予 算現額と比 較して１３

５項の規定 により、所 要の書類を 添えて議

億９,９５ ４万７,５ ０５円の減 となってお

会の認定に 付すもので あります。

ります。
次に７ペ ージ「特別 会計歳出決 算書」を

まず、別 冊の「平成 ２３年度歳 入歳出決
算書」の１ ページ「決 算総括表」 をお願い

お願いいた します。
８ページ に移ってい ただいて、 予算現額

いたします 。
平成２３ 年度の決算 規模であり ますが、

の合計が９ ５５億８,６４４万６ ,０００円、

一般会計及 び後期高齢 者医療特別 会計を合

支出済額の 合計が９３ ２億８,４ １０万７,

計いたしま して、歳入 決算額とい たしまし

６８８円で、不用額が２３億２３３万８,

て、９４６ 億７,８７ ３万３,４ ５８円、歳

３１２円と なっており ます。

出決算額と いたしまし て、９３７ 億３,３１

これらの 結果により まして、一 般会計で

３万７,６ ０５円で、 差し引き額 は９億４,

は４,２８ ０万５,０ ４６円、特 別会計で９

５５９万５ ,８５３円 となってお ります。

億２７９万 ８０７円の 差引残額が 発生いた

次に、２ ページ「一 般会計歳入 決算書」

しました。
これらに つきまして は、それぞ れ平成２

をお願いい たします。
予算現額 の合計が４ 億９,１８ １万円、収

４年度に繰 り越すこと とし、後ほ ど御提案

入済額の合 計が４億９ ,１８３万 ４,９６３

いたします 「平成２４ 年度一般会 計及び特

円で、予算 現額と比較 しまして２ 万４,９６

別会計補正 予算」で措 置させてい ただくこ

３円の増と なっており ます。

ととしてお ります。
以上、第 １１号議案 「平成２３ 年度福井

次に、３ ページ「一 般会計歳出 決算書」

県後期高齢 者医療広域 連合一般会 計・特別

をお願いい たします。
予算現額 の合計が４ 億９,１８ １万円、支
出済額の合 計が４億４ ,９０２万 ９,９１７

会計歳入歳 出決算の認 定」につき まして、
御説明をい たしました 。
なお、こ の決算につ きましては 、お二人

円で、不用 額が４,２ ７８万８３ 円となって

の監査委員 による決算 審査をお受 けいたし

おります。
次に、５ ページ「特 別会計歳入 決算書」

まして、そ の「審査意 見書」と、「主要な施
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策の成果等 報告書」を 別冊のとお り配付さ

福井県後期 高齢者医療 広域連合一 般会計補

せていただ いておりま すので、御 確認いた

正予算」及 び第１３号 議案「平成 ２４年度

だき、十分 なる御審議 の上、何と ぞ妥当な

福井県後期 高齢者医療 広域連合後 期高齢者

る御議決を 賜りますよ うお願い申 し上げま

医療特別会 計補正予算 」につきま して、一

す。

括して提案 理由の説明 を申し上げ ます。

○議長（見 谷喜代三君 ）

まず、第 １２号議案 の平成２４ 年度一般

以上で 、提案理

会計補正予 算から説明 いたします 。

由の説明は 終わりまし た。

議案４ペ ージをお願 いいたしま す。

質疑及び 討論の通告 がありませ んでした

平成２４ 年度一般会 計補正予算 でありま

ので、採決 に入りたい と存じます が、これ

すが、補正 額は歳入・歳出とも４ ,２８０万

に御異議ご ざいません か。

５,０００ 円を増額し 、予算総額 で５億３,

（「 異議なし」 の声あり）
○議長（見 谷喜代三君 ）
めます。

御異議 なしと認

３ ６ ２ 万 ８ ,０ ０ ０ 円 と す る も の で あ り ま
す。

それでは、 採決いたし ます。

おめくり いただきま して、５ペ ージをお

第１１号 議案につき まして、原 案のとお

願いいたし ます。

り決するこ とに御異議 ございませ んか。

歳入につ きましては 、「第４款

（「 異議なし」 の声あり）

繰越金」

御異議 なしと認

を４,２８ ０万５,０ ００円増額 しておりま

めます。よ って、その ように決し ました。

す。これは 、平成２３ 年度の広域 連合運営

○議長（見 谷喜代三君 ） 次に、日程８

第

経費の決算 剰余金であ り、歳出の 「第４款

１２号議案 「平成２４ 年度福井県 後期高齢

諸支出金 」において 、国及び各 市町に４,

者医療広域 連合一般会 計補正予算 」及び日

２ ８ ０ 万 ５ ,０ ０ ０ 円 を 返 還 す る も の で あ

程９

ります。

○議長（見 谷喜代三君 ）

第１ ３号議案「 平成２４年 度福井県

次に、第 １３号議案 の平成２４ 年度特別

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」を会 議規則第３ ５条の規

会計補正予 算について であります 。
議案６ペ ージをお願 いいたしま す。

定により一 括議題とい たします。

補正額は 、歳入・歳 出ともに９ 億２,６３

提出者の 提案理由の 説明を求め ます。

３万８,０ ００円を増 額し、予算 総額で９７

連合長。
（広域連 合長

東村 新一君

○広域連合 長（東村新 一君）

登 壇）

７億５,０ ２８万３,０００円と するもので

た だいま上

あります。

程されまし た第１２号 議案「平成 ２４年度
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おめくり いただきま して、７ペ ージをお

めます。そ れでは、第 １２号議案 及び第１

願いいたし ます。
まず、歳 入において は、「第１ 款

市町支

３号議案を 一括して採 決いたしま す。
原案のとおり決することに御異議ござ

出金」で、 平成２３年 度分の療養 給付費に
係る市町負 担金を精算 した結果、 ３市４町

いませんか 。
（「 異議なし」 の声あり）

において追 加負担が生 じたため、１,３９２

○議長（見 谷喜代三君 ）

万６,００ ０円を増額 しておりま す。

御異議 なしと認

繰入 金」で、償 還金額の

めます。よ って、その ように決し ました。

確定及び保 険料軽減の 精算に伴い 、財源不

以上をも ちまして、 本日の議事 日程はす

次に「第 ８款

足を解消す るため基金 を取り崩す ものです

べて終了い たしました 。
ここで、 広域連合長 より発言の 申し出が

が、臨時特 例基金から ８９万２,０００円、
療 養 給 付 費 等 準 備 基 金 か ら ９ ８ ３ 万 ８ ,０

ありますの で、これを 許可いたし ます。

０ ０ 円 の 計 １ ,０ ７ ３ 万 円 を 増 額 し て お り

連合長。

ます。

（広域連 合長

次に「第９ 款

繰越金 」で、平成 ２３年

東村 新一君

○広域連合 長（東村新 一君）

登 壇）
平 成２４年

度 の 決 算 剰 余 金 と し て ９ 億 １ ６ ８ 万 ２ ,０

第２回福井 県後期高齢 者医療広域 連合議会

００円を増 額しており ます。

定例会が閉 会されるに 当たり、一 言御礼を

また、歳 出につきま しては、
「第 ８款

諸

申し上げま す。

支出金」で 、平成２３ 年度療養給 付費負担

議員各位 には、提案 させていた だきまし

金 等 の 精 算 に よ る 返 還 金 ９ 億 ２ ,６ ３ ３ 万

た各議案に ついて慎重 なる御審議 をいただ

８,０００ 円を増額す るものであ ります。

き、本日こ こに妥当な る御議決を 賜りまし

十分なる 御審議の上 、何とぞ妥 当なる御

たことに、 厚く御礼申 し上げます 。
今後も、 現行制度の 円滑な運営 と、今後

議決を賜り ますようお 願い申し上 げまして
提案理由の 説明といた します。

の高齢者医 療制度が皆 様にとって より有効

○議長（見 谷喜代三君 ）

な内容に構 築されます ように、国 政を見守

以上で 、提案理

りながら、 鋭意取り組 んでまいる 所存でご

由の説明は 終わりまし た。
質疑及び 討論の通告 はありませ んでした

ざいます。 議員各位に おかれまし ては、よ

ので、直ち に一括して 採決いたし たいと存

り一層の御 指導、御鞭 撻を賜りま すようよ

じますが、 これに御異 議ございま せんか。

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

（「 異議なし」 の声あり）
○議長（見 谷喜代三君 ）

御異議 なしと認

します。
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