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田嘉彦議員の４名であ ります。
ここで、広域連合長 より発言が求められ
ておりますので、許可 します。

○事務局出席職員

広域連合長。

書

記

石

塚

栄

子

書

記

長

井

隆

幸

（広域連合長

東村 新一君

○広域連合長（東村新 一君）

登壇）
本日、ここ

事務局長の大

に平成２９年第２回福 井県後期高齢者医療

石でございます。本年 ３月に開催いたしま

広域連合議会定例会を 招集いたしましたと

した定例会以降、福井 県後期高齢者医療広

ころ、議員各位におか れましては、公私と

域連合議会におきまし て、議長、副議長が

もに御多忙の中、御出 席を賜り厚く御礼申

欠けている状態でござ います。したがいま

し上げます。また、日 ごろは当広域連合の

して、議長が選出され ますまでの間、地方

運営につきまして格別 の御支援、御協力を

自治法第１０７条の規 定によりまして、出

賜り、重ねて御礼申し 上げます。

○事務局長（大石義一 君）

席議員の中で年長議員 が臨時に議長職を行

さて、後期高齢者医 療制度は制度発足か

うことになっておりま す。本日の出席議員

ら節目の１０年を迎え ました。現在、国で

の中で南越前町の生駒 一義議員が年長の議

は医療費の増大に対応 し持続可能な医療保

員でございますので、 仮議長をよろしくお

険制度を構築するため 、さまざまな分野で

願いしたいと思います 。それでは、生駒議

改革を進めており、後 期高齢者医療制度に

員、よろしくお願いい たします。

ついても保険料軽減特 例や高額医療費制度

○臨時議長（生駒一義 君）

ただいま御紹

等の段階的な見直しが 示されているところ

介をいただきました生 駒でございます。地

であります。さらに、 平成３０年度から国

方自治法第１０７条の 規定により、臨時議

民健康保険の財政運営 主体が都道府県にな

長の職務を行います。

ることから、後期高齢 者医療制度について

平成２９年第２回福 井県後期高齢者医療

も安定した財政運営が 可能となるように運

広域連合議会定例会は 本日招集され、出席

営体制のあり方の検討 を要望しており、全

議員が定足数に達して おりますので、議会

国後期高齢者医療広域 連合長会議において

は成立いたしました。 よって、これより開

も議論されているとこ ろであります。
平成２８年度の福井 県後期高齢者医療費

会し、本日の会議を開 きます。
なお、本日の欠席通 告議員は、田中和義

の動向でございますが、総額は１,０６１億

議員、大塚佳弘議員、 佐々木勝久議員、前

円で、前年度に比べ２億 ３,０００万円、０.
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２％増加しましたが、 １人当たりの医療費

県内１７市町から選 出いただいておりま

は９１万円で、前年に 比べ１.３％減少し、

す当広域連合議会議員 のうち、和泉明議員、

制度開始以来、初めて 減少となりました。

横田則孝議員、中本茂議 員、平岡忠昭議員、

これは、被保険者数の 増加と診療報酬の改

末本幸夫議員、城戸茂 夫議員、帰山寿憲議

定に伴うものと考えら れます。平成２９年

員、池上優徳議員、皆 川信正議員、加藤貞

度医療費は従来の増加 傾向に戻ると予想さ

信議員、以上１０名か ら当広域連合議会議

れ、当広域連合といた しましては、データ

員を辞職したい旨の願 い出がありましたの

ヘルス計画に基づき、 各市町や関係機関と

で、地方自治法第１２ ６条及び第１０６条

連携の上、健康診査な どの保健事業を推進

の規定に基づき、これ を受理し、辞職が許

し、後発医薬品使用促 進、あるいは重複頻

可されております。ま た、松本孝雄議員、

回受診者訪問指導事業 によりまして、医療

山川豊議員が議員の任 期を満了されました。

費の適正化に努め、被 保険者の皆様に信頼

これらの辞職等に伴 い、新たに当広域連

され、安心していただ ける制度運営に努め

合議会議員となられた 皆様方を御紹介申し

てまいりたいと考えて おります。

上げます。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 ますようお願い申し

○事務局（石塚栄子書 記）

それでは、命

によりまして、氏名を 朗読いたします。

上げます。

田中和義議員、粟野 明雄議員、浜上雄一

本日は、副連合長及 び監査委員の選任に

議員、原田進男議員、 佐々木勝久議員、遠

ついて議会の同意をお 願いする人事案件、

藤隆議員、前田一博議 員、丸山忠男議員、

平成２８年度一般会計 ・特別会計歳入歳出

田中義乃議員、奥島光 晴議員、石丸浜夫議

決算の認定、平成２９ 年度一般会計補正予

員、三上薫議員、以上 でございます。

算、平成２９年度特別 会計補正予算の計５

○臨時議長（生駒一義 君）

議案と、債権放棄の報 告、専決処分の承認

び新たに選出されまし た議員の皆様につき

を求めることについて の計２件の報告を御

ましては、ただいま御 着席の議席を仮議席

提案申し上げます。

に指定いたします。

十分なる御審議をいた だき、妥当なる御

なお、このた

本日の議事日程は、 お手元に配付いたし

議決を賜りますようお 願い申し上げまして、

ました議事日程のとお りと定め、直ちに議

開会の挨拶とさせてい ただきます。

事に入ります。

○臨時議長（生駒一義 君）

議事に先立ち

まして、ここで御報告 申し上げます。

日程１

議長の選挙 を行います。選挙の

方法につきましては、 地方自治法第１１８
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条第２項及び第３項の 規定に基づき、指名

ら１０年目となり、現 在では高齢者を支え

推薦により行います。

る医療制度とし、安定 し、定着してきてい

お諮りします。

ると認識をいたしてお るところでございま

指名の方法について は、臨時議長におい

す。被保険者が将来に わたり安心して適切

て指名することといた したいと存じますが、

な医療を受けられるよ うに、現行制度をし

これに御異議ございま せんか。

っかりと運営していく ことが肝要だと考え

（「異議なし」の 声あり）
○臨時議長（生駒一義 君）

ております。

御異議なしと

このたび、議長を拝命 させていただいた

認めます。よって、臨 時議長において指名

ところでございますけ れども、当議会の円

することに決しました 。

滑な運営に誠心誠意努 めてまいる所存でご

それでは、議長に福井 市から選出いただ
いております奥島光晴 議員を指名します。

ざいますので、議員各位 におかれましては、
どうか御支援、御協力 を賜りますようお願

お諮りします。

いを申し上げまして、 就任のご挨拶とさせ

ただいま臨時議長に おいて指名いたしま

ていただきます。どう かよろしくお願いを

した奥島光晴議員を議 長の当選人と定める

いたします。

ことに御異議ありませ んか。

○臨時議長（生駒一義 君）

（「異議なし」の 声あり）
○臨時議長（生駒一義 君）

それでは、こ

こで新議長と交代いた します。議長、議長

御異議なしと

認めます。よって、奥 島光晴議員が福井県

席にお着き願いたいと 思います。どうもあ
りがとうございました 。

後期高齢者医療広域連 合議会議長に当選さ

（生駒臨時議長議長 席退席、奥島議長議

れました。議長に当選 されました奥島光晴

長席着席）

議員が議場におられま すので、本席から当

○議長（奥島光晴君）

選を告知いたします。

職務を務めさせていた だきますので、どう

当選の御挨拶をお願い いたします。
（議長

奥島光晴君

これより、議長の

かよろしくお願いいた します。

登壇）

日程２、副議長の選 挙を行います。

ただいまは議長に

選挙の方法につきまし ては、地方自治法

御推挙いただき、誠に ありがとうございま

第１１８条２項及び３ 項の規定に基づき、

す。就任に当たりまし て、一言御挨拶を申

指名推薦により行いま す。

○議長（奥島光晴君）

し上げます。

指名の方法については 、議長が指名する

さて、後期高齢者医療 制度は制度開始か

ことにしたいと存じま すが、これに御異議
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ございませんか。

ます。

（「異議なし」の声 あり）
○議長（奥島光晴君）

○議長（奥島光晴君）

御異議なしと認め

３

ます。よって、議長に おいて指名すること
に決しました。

続きまして、日程

議席の指定を行い ます。
今回、新たに当広域 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

副議長には、南越前町 から選出いただい

第１項の規定により、 議長において指定い

ております生駒一義議 員を指名いたします。

たします。氏名とその 議席番号を事務局に

お諮りします。

朗読させます。

ただいま議長において指名いたしまし

○事務局（石塚栄子書 記）

それでは、命

た生駒一義議員を副議 長の当選人と定める

によりまして、氏名と その議席番号を順に

ことに御異議ございま せんか。

朗読いたします。

（「異議なし」の 声あり）
○議長（奥島光晴君）

１番

異議なしと認めま

田中和義議員 、５番

員、６番

粟野明雄議

浜上雄一議 員、７番

す。よって、生駒一義 議員が福井県後期高

議員、８番

齢者医療広域連合議会 副議長に当選されま

隆議員、１１番

した。副議長に当選さ れました生駒一義議

山忠男議員、１７番

員が議場におられます ので、本席から当選

番

を告知いたします。

２０番

原田進男

佐々木勝 久議員、９番

遠藤

前田一 博議員、１６番

丸

田中義乃議員、１８

奥島光晴議員、１９ 番

石丸浜夫議員、

三上薫議員、 以上でございます。

当選の御挨拶をお願い いたします。

○議長（奥島光晴君）

（副議長

期の決定について、を 議題といたします。

生駒一義 君

○副議長（生駒一義君 ）

登壇）
就任に当たりま

次に、日程４

会

お諮りします。

して、一言御挨拶を申 し上げます。

本定例会の会期は、本 日１日限りにした

ただいま副議長を拝 命いたしましたこと
に対しまして、厚く御 礼を申し上げます。

いと存じますが、これ に御異議ございませ
んか。

議長を補佐し、当広域 連合議会、また後期

（「異議なし」の 声あり）

高齢者医療制度の発展 に向けて誠心誠意取

○議長（奥島光晴君）

り組んでまいる所存で ございます。今後と

ます。よって、そのよ うに決しました。

も議員各位の御支援、 御協力のほどよろし
くお願いを申し上げま して、就任の挨拶と

次に、日程５

御異議なしと認め

会議 録署名議員の指名を

行います。

いたします。どうぞよ ろしくお願いいたし
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会議録署名議員は、 会議規則第７４条の

規定により、三上薫議 員、山田栄議員を指

これに御異議ございま せんか。

名します。
次に、日程６

（「異議なし」の 声あり）
第６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

○議長（奥島光晴君）

異議なしと認めま

す。これより採決しま す。

つき議会の同意を求め ることについて、を

お諮りします。

議題とします。

第６号議案について 、原案のとおり同意

提出者の提案理由の 説明を求めます。

することに御異議ござ いませんか。

広域連合長。
（広域連合長

（「異議なし」の 声あり）
東村 新一君

○広域連合長（東村新 一君）
程されました、第６号 議案

登壇）

○議長（奥島光晴君）

ただいま上

ます。よって、そのよ うに決しました。

御異議なしと認め

福井県後期高

ただいま副広域連合 長の選任に同意を得

齢者医療広域連合副広 域連合長の選任につ

られました奈良副広域 連合長は、本日、所

き議会の同意を求める ことにつきまして、

用のため欠席されてお りますので、御了承

御説明を申し上げます 。

願います。

議案１ページを御覧 ください。福井県後

○議長（奥島光晴君）

次に、日程７

第

期高齢者医療広域連合 の副広域連合長につ

７号議案

きましては、当広域連 合規約第１３条第１

監査委員の選任につき 議会の同意を求める

項の規定に基づき、議 会の御同意を得て選

ことについて、を議題 とします。地方自治

任するものであります 。

法第１１７条の規定に より、前田一博議員

前任の副広域連合長 でありました越前市

福井県後期 高齢者医療広域連合

の退場を求めます。

の奈良市長の後任とい たしまして、引き続

（１１番

前田一博 君

き同氏を選任いたした く、議会の御同意を

○議長（奥島光晴君）

お願いするものであり ます。

の説明を求めます。

何とぞ御同意を賜り ますよう、お願い申

（広域連合長
以上で提案理由の

説明は終わりました。

提出者の提案理由

広域連合長。

し上げます。
○議長（奥島光晴君）

退場）

東村 新一君

○広域連合長（東村新 一君）
程されました、第７号 議案

登壇）
ただいま上
福井県後期高

お諮りします。

齢者医療広域連合監査 委員の選任につき議

本案は、人事に関す る案件でありますの

会の同意を求めること につきまして、御説

で、直ちに採決に入り たいと存じますが、

明申し上げます。
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議案３ページを御覧 ください。福井県後

ついては、同意されま した。

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条第２項の

ここで、前田議員か ら御挨拶を受けるこ
とといたします。

規定に基づき、議会の 御同意を得て選任す

（１１番

前田一博 君

登壇）

るものであります。当 広域連合の監査委員

○議員（前田一博君）

でありました城戸茂夫 議員の後任として、

て、一言御挨拶申し上 げます。

就任に当たりまし

越前市議会から選出い ただきました前田一

ただいま議員各位の 同意をいただき、監

博議員を監査委員に選 任いたしたく、議会

査委員に就任しました 前田一博でございま

の御同意をお願いする ものでございます。

す。

何とぞ御同意を賜り ますよう、お願い申
し上げます。

地方自治法における 監査の重要性を踏ま
え、議員各位の御指導 と御鞭撻をいただき

○議長（奥島光晴君）

以上で提案理由の

説明は終わりました。

ながら、広域連合の財 政運営における監査
の重要性を深く認識し 、田本監査委員とも

お諮りします。

ども公正な立場から監 査をしてまいりたい

本案は、人事に関す る案件でありますの

と考えておりますので 、今後ともどうかよ

で、直ちに採決に入り たいと存じますが、

ろしくお願い申し上げ ます。

これに御異議ございま せんか。

簡単ではございます が、就任の挨拶とさ

（「異議なし」の 声あり）
○議長（奥島光晴君）

せていただきます。

御異議なしと認め

ます。これより採決し ます。

○議長（奥島光晴君）

ありがとうござい

ました。次に、日程８

第８号議案

平成

お諮りします。

２８年度福井県後期高 齢者医療広域連合一

第７号議案について 、原案のとおり同意

般会計・特別会計歳入 歳出決算の認定につ

することに御異議ござ いませんか。

いて、を議題とします 。

（「異議なし」の 声あり）
○議長（奥島光晴君）

提出者の提案理由の 説明を求めます。

御異議なしと認め

ます。よって、そのよ うに決しました。

○広域連合長（東村新 一君）

ここで、前田一博議 員の入場を許可しま
す。
（１１番

広域連合長。

程されました、第８号 議案

ただいま上
平成２８年度

福井県後期高齢者医療 広域連合一般会計・
前田一博 君

○議長（奥島光晴君）

入場）

特別会計歳入歳出決算 の認定につきまして、

前田議員の選任に

御説明申し上げます。
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議案５ページを御覧 ください。本案は地

お願いいたします。６ ページに移っていた

方自治法第２３３条第 １項の規定に基づき、 だいて、予算現額の合 計が１,０２９億３,
決算を調製し、同条第 ２項の規定により監

０９９万６,０００円、 調定額の合計が１,

査委員の審査に付し、 審査意見書の提出を

０３０億８,７９７万４ ,１２３円、収入済

受け、同条第３項及び第 ５項の規定により、

額 の 合 計 が １ ,０ ３ ０ 億 ８ ,６ ７ １ 万 ７ ,７

所要の書類を添えて議 会の認定に付すもの

７５円で、不納欠損額が ４８万２,６７６円、

であります。

収入未済額が７７万３,６７２円となり、予

まず、別冊の平成２ ８年度歳入歳出決算

算 現 額 と 収 入 済 額 と を 比 較 し て １ 億 ５ ,５

書の１ページ、決算総 括表をお願いいたし

７２万１,７７５円の増 となっております。

ます。平成２８年度の 決算規模であります

次に、７ページ、特 別会計歳出決算書を

が、一般会計及び後期 高齢者医療特別会計

お願いいたします。８ ページに移っていた

を合計いたしまして、 歳入決算額といたし

だいて、予算現額の合 計が１,０２９億３,

まして、１,０３５億６ ，５８３万７，５２

０９９万６,０００円、支出済額の合計が１,

２円、歳出決算額といた しまして１,０１６

０１１億９,０６２万６ ,１１８円で、不用

億３，３３７万２，５ ６４円で、差引額は

額が１７億４,０３６万 ９,８８２円となっ

１９億３，２４６万４ ，９５８円となって

ております。

おります。

これらの結果によりま して、一般会計で

次に、２ページ、一 般会計歳入決算書を

３,６３７万３,３０１ 円、特別会計で１８

お願いいたします。予 算現額の合計が４億

億９,６０９万１,６５ ７円の差引残額が発

７，９１０万９,０００ 円、収入済額の合計

生いたしました。これ らにつきましては、

が４億７，９１１万９ ，７４７円で予算現

それぞれ平成２９年度 に繰り越すこととし、

額と比較して、１万７ ４７円の増となって

後ほど御提案いたしま す平成２９年度一般

おります。

会計及び特別会計補正 予算で措置させてい

次に、３ページ、一 般会計歳出決算書を

ただくこととしており ます。

お願いいたします。予 算現額の合計が４億

以上、第８号議案

平成２８年度福井県

７，９１０万９,０００ 円、支出済額の合計

後期高齢者医療広域連 合一般会計・特別会

が４億４，２７４万６ ，４４６円で、不用

計歳入歳出決算の認定 につきまして、御説

額が３，６３６万２， ５５４円となってお

明いたしました。

ります。

なお、この決算につ きましては、お二人

次に、５ページ、特 別会計歳入決算書を

の監査委員による決算 審査をお受けいたし
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まして、その審査意見 書と主要な施策の成

則第３５条の規定によ り一括して議題とし

果等報告書を別冊のと おり配付させていた

ます。

だいておりますので、 御確認をいただき、

提出者の提案理由の 説明を求めます。

十分なる御審議の上、 何とぞ妥当なる御議

広域連合長。

決を賜りますようお願 い申し上げます。

（広域連合長

○議長（奥島光晴君）

ただいま説明のあ

東村 新一君

○広域連合長（東村新 一君）

登壇）
ただいま上

りました第８号議案に ついて、質疑を許可

程されました、第９号 議案

します。質疑はありま せんか。

福井県後期高齢者医療 広域連合一般会計補

（「なし」と呼ぶ 者あり）
○議長（奥島光晴君）

正予算及び第１０号議 案

ないようでござい

ますので、質疑を終結 します。

平成２９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、一括し

次に、討論はありま せんか。

て御説明申し上げます 。

（「なし」と呼ぶ 者あり）
○議長（奥島光晴君）

平成２９年度

まず、第９号議案の 平成２９年度一般会

討論なしと認めま

計補正予算から説明い たします。

す。

議案７ページを御覧 ください。平成２９

それでは、ないよう でございますので、

年度一般会計補正予算 でありますが、補正

討論を終結いたしまし て、第８号議案を採

額は歳入歳出ともに３,６３７万３,０００

決いたします。

円を増額し、予算総額で ４億８,６８８万９,

お諮りします。

０００円とするもので あります。

第８号議案について、 原案のとおり認定

おめくりいただきま して、８ページを御

することに賛成の諸君 の起立を求めます。

覧ください。歳入につ きましては、第４款

（賛成者起立）
○議長（奥島光晴君）

繰越金を３,６３７万 ３,０００円増額し
ありがとうござい

ます。起立全員でござ います。

ております。これは、 平成２８年度の広域
連合運営経費の決算剰 余金であり、歳出の

よって、そのように 決しました。

第４款

次に、日程９

基づいた剰余金を返還 するものであります。

第９ 号議案

平成２９年

度福井県後期高齢者医 療広域連合一般会計
補正予算及び日程１０

第１０号議案

平

諸支出金にお いて各市町に決算に

次に、第１０号議案 の平成２９年度特別
会計補正予算について であります。

成２９年度福井県後期 高齢者医療広域連合

議案９ページをお願 いいたします。補正

後期高齢者医療特別会 計補正予算を会議規

額は、歳入・歳出ともに ２２億３,１１５万
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３,０００円を増額し、 予算総額で１,０５

ますので、質疑を終結 します。

３億４,２１９万１,０ ００円とするもので

次に、討論はありま せんか。

あります。

（「なし」と呼ぶ 者あり）

おめくりいただきま して、１０ページを
御覧ください。まず歳 入におきましては、
第１款

○議長（奥島光晴君）
す。

市町支出金で 平成２８年度分の療

養給付費に係る市町負 担金を清算した結果、

討論なしと認めま

それでは、第９号議 案及び第１０号議案
を一括して採決します 。

１０の市町において追 加負担が生じたため、

お諮りします。

２,７７９万円を増額し ております。

第９号議案及び第１０号議案について、

次に、第８款

繰入 金で、療養給付費に

係る清算の結果、不足 額が生じた分を療養

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。

給付費等準備基金から 取り崩すもので、３

（賛成者起立）

億 ７ ２ ７ 万 ２ ,０ ０ ０ 円 を 増 額 し て お り ま

○議長（奥島光晴君）

す。

ます。全員起立であり ます。

次に、第９款

繰越 金で、平成２８年度

よって、そのように 決しました。

の決算剰余金として、１ ８億９,６０９万１,
０００円を増額してお ります。
続いて、歳出につきま しては、第８款

ありがとうござい

次に、日程１１

第１ 号報告

債権放棄

の報告について、を議 題とします。
諸

提出者の提案理由の 説明を求めます。

支出金で、平成２８年 度療養給付費負担金

広域連合長。

等の清算による国等へ の償還金、２２億３,

○広域連合長（東村新 一君）

１１５万３,０００円を 増額しております。

程されました、第１号 報告

十分なる御審議の上 、何とぞ、妥当なる

債権放棄の報

告につきまして、御説 明申し上げます。

御議決を賜りますよう 、お願い申し上げま
す。

ただいま上

議案１１ページを御 覧ください。本案は、
地方自治法第２３６条 第１項の規定に基づ

○議長（奥島光晴君）

ただいま説明のあ

き、医療費負担金返還 金にかかわる債権を

りました第９号議案及 び第１０号議案につ

放棄いたしましたので 、報告するものであ

いて質疑を許可します 。

ります。

質疑はありませんか 。

今回、報告いたしま す債権につきまして

（「なし」と呼ぶ 者あり）
○議長（奥島光晴君）

は、平成２２、２３年 度の高額療養費及び

ないようでござい

一部負担金並びに資格 喪失後療養給付費の
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返還債権について、消 滅時効にかかわる時

同条第３項によりま して、ここに報告し、

効期間が満了したこと による当該債権を放

御承認をお願いするも のでございます。何

棄したものでございま す。

とぞ、御承認を賜りま すようお願い申し上

以上、第１号報告

債権放棄の報告につ

げます。

きまして、御説明いた しました。

○議長（奥島光晴君）

○議長（奥島光晴君）

りました第２号報告に ついて質疑を許可し

ただいま説明のあ

りました第１号報告に ついて質疑を許可し

ただいま説明のあ

ます。

ます。

質疑はありませんか 。

質疑はありませんか 。

（「なし」と呼ぶ 者あり）

（「なし」と呼ぶ 者あり）
○議長（奥島光晴君）

○議長（奥島光晴君）

ないようでござい

ますので、質疑を終結 します。

ますので、質疑を終結 します。

お諮りします。

以上で、第１号報告 を終わります。
次に、日程１２

第２ 号報告

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
たします。

（「異議なし」の 声あり）
○議長（奥島光晴君）

提出者の提案理由の 説明を求めます。

程されました、第２号 報告

御異議なしと認め

ます。よって、そのよ うに決しました。

広域連合長。
○広域連合長（東村新 一君）

ないようでござい

以上をもちまして、 本日の議事日程は、
ただいま上

全て終了いたしました 。

専決処分の承

認を求めることにつき まして、御説明申し

ここで、広域連合長 より発言の申出があ
りますので、これを許 可します。

上げます。

広域連合長。

議案１３ページを御 覧ください。本案は、

（広域連合長

東村 新一君

登壇）

平成２９年６月１日か ら福井県市町総合組

○広域連合長（東村新 一君）

合に若狭広域行政事務 組合が加入したこと

第２回福井県後期高齢 者医療広域連合議会

に伴い、当該組合を構 成する地方公共団体

定例会が閉会されるに 当たり、一言御礼を

の数の増加に係る規約 の変更について、地

申し上げます。

平成２９年

方自治法第１７９条第 １項の規定により、

本日提案させていた だきました各議案、

平成２９年５月２４日 付けで広域連合長の

報告につきまして、慎 重なる御審議をいた

専決処分といたしたも のであります。

だき、御賛同賜りまし たことに、厚く御礼
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申し上げます。
引き続き後期高齢者 医療制度の円滑な運
営に取り組んでまいる 所存でございますの
で、議員各位におかれ ましては、より一層
の御指導、御協力を賜 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（奥島光晴君）

以上で本日の会議

を閉じます。これをも ちまして、平成２９
年第２回福井県後期高 齢者医療広域連合議
会定例会を閉会といた します。
お疲れさまでございま した。ありがとう
ございました。
午後 3 時 15 分閉会
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