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平成 28 年第１回 

福井県後期高齢者医療広域連合議会臨時会会議録 

平成 28 年 2 月 19 日（金曜日）午後 2 時 20 分開会 

平成 28 年 2 月 19 日、臨時会が福井県自治

会館２０１研修室（議場）に招集されたの

で、会議を開いた。 

 

○議事日程 

日程１ 会期の決定について 

日程２ 会議録署名議員の指名 

日程３ 第１号議案 平成２７年度福井県
後期高齢者医療広域
連合一般会計補正予
算 

日程４ 第２号議案 平成２７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５ 第３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６ 第４号議案 福井県市町総合事務
組合規約の変更につ
いて 

 

○出席議員（19 名） 

１番 別所  治君 ２番 馬渕 清和君 

３番 垣本 正直君 ５番 横田 則孝君 

６番 古石  實君 ７番 清水 利一君 

10番 小形 善信君 11番 城戸 茂夫君 

12番 佐野 和彦君 13番 小山 喜一君 

14番 木村  繁君 15番 畑中 章男君 

16番 帰山 寿憲君 17番 泉  和弥君 

18番 堀江 廣海君 19番 野嶋 祐記君 

20番 山川  豊君 21番 田中 哲治君 

22番 松本  朗君 

 

○欠席議員（４名） 

４番 藤本  悟君 ８番 平岡 忠昭君 

９番 末本 幸夫君 23番 川崎 直文君 

 

○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 渕 上 隆 信 君 

事務局長   北 島 一 巳 君 

事務局次長  道 佛 浩 二 君 

業務課長   寺 木 信 夫 君 

業務課長補佐 渡 邉 三峰子 君 

業務課主任  清 水   幸 君 

 

○事務局出席職員 

書  記   林   亜 紀 

書  記   帰 山 康 治 

 

○議長（堀江廣海君） 平成２８年第１回

福井県後期高齢者医療広域連合議会臨時会

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、議会は成立しました。 

 よって、これより開会し、本日の会議を

開きます。 
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 なお、本日の欠席通告議員は、藤本悟議

員、平岡忠昭議員、末本幸夫君議員、川崎

直文議員の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。 

 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） 本日ここに、

平成２８年第１回福井県後期高齢者医療広

域連合議会臨時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、公私とも

にお忙しい中、御参集を賜り厚く御礼申し

上げます。また、日頃は、当広域連合の運

営につきまして、格別の御支援と御協力を

賜り、重ねて御礼申し上げます。 

 私は、昨年１２月２１日に行われました

広域連合長選挙におきまして、再任の栄を

賜りました。今後とも、皆様のより一層の

御協力を賜りながら、この重責を果たして

まいりたいと存じますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 さて、国においては、昨年閣議決定され

た「経済財政運営と改革の基本方針」に基

づき、経済財政諮問会議において、財政健

全化目標年度の２０２０年度に向け社会保

障分野の歳出改革工程表が取りまとめられ

ました。この中では、医療・介護提供体制

の適正化、インセンティブ改革による生活

習慣病予防の促進とともに、費用負担の公

平化、医療給付の適正化などにも主眼が置

かれております。 

 今後、我が国の高齢化は更に進み、２０

２５年には、戦後生まれのいわゆる「団塊

の世代」がみな後期高齢者となります。こ

のような被保険者の増加に対応するため、

必要な医療費を確保するとともに、無駄な

費用を削減し、医療費適正化を図ることが

重要であります。 

 また、現行制度の運営を預かる私ども保

険者にとって、制度の安定的運営のための

財源を確保することは大きな課題であり、

これに関連して、平成２８年度及び２９年

度に適用する保険料率の改定が必要となっ

ております。この改定に当たりましては、

被保険者の方の保険料負担が過度の負担と

ならないよう考慮し、試算を行ってまいり

ました。 

 この後、この医療に関する条例改正を含

め、議案の提案理由を説明させていただき

ますので、何とぞ、十分なる御審議を頂き、

妥当なる御議決を賜りますようお願い申し

上げまして、簡単ではございますが、開会

に当たりましての挨拶とさせていただきま

す。 

○議長（堀江廣海君） 本日の議事日程は、

お手元に配布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。 

 それでは、日程１会期の決定について、

を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日
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１日限りとしたいと存じますが、これに御

異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（堀江廣海君） 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２ 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、佐野和彦議員、小山喜一議員

を指名します。 

 次に、日程３ 第１号議案 平成２７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４ 第２号議案 平成２

７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会議規則第

３５条の規定により一括して議題とします。 

 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１号議案 平成２７年度

福井県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算及び第２号議案 平成２７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、一括して

御説明申し上げます。 

 まず、第１号議案の平成２７年度一般会

計補正予算から説明いたします。 

 議案１ページを御覧ください。平成２７

年度一般会計補正予算でありますが、補正

額は、歳入・歳出ともに１，７２３万３千

円を減額し、予算総額で４億５，６３１万

２千円とするものであります。 

 おめくりいただきまして、２ページを御

覧ください。 

 歳入につきましては、第１款 分担金及

び負担金を１，７２３万３千円減額してお

ります。これは、当広域連合運営経費に係

る市町負担金を減額するものであります。 

 次に、歳出につきましては、第２款 総

務費で職員手当の不足分として２８５万円

を増額し、第３款 民生費において、特別

会計への繰出金不用額２，００８万３千円

を減額しております。 

 次に、第２号議案の平成２７年度特別会

計補正予算についてであります。議案３ペ

ージをお願いいたします。 

 補正額は、歳入・歳出ともに１，６９９

万５千円を減額し、予算総額で１，０１５

億１，２０５万７千円とするものでありま

す。 

 おめくりいただきまして、４ページを御

覧ください。 

 歳入におきましては、第２款 国庫支出

金で、社会保障・税番号制度に係る未執行

財源分の減額及び特別高額医療費共同事業

に係る補助金の増額によるもので、合わせ

て３０８万８千円を増額しております。次

に、第８款 繰入金で、社会保障・税番号

制度に係る未執行財源分２，００８万３千
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円を減額しております。 

 続いて、歳出につきましては、第１款 総

務費で、社会保障・税番号制度に係る費用

のうち、不用額２，２３４万円を減額して

おります。 

 次に、第４款 特別高額医療費共同事業

拠出金で、同拠出金の増加分として、５３

４万５千円を増額しております。 

 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、提案理由の説明といたします。 

○議長（堀江廣海君） ただいま説明のあ

りました第１号議案及び第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（堀江廣海君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（堀江廣海君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第１号議案及び第２号議案を

一括して採決します。 

 お諮りします。第１号議案及び第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（堀江廣海君） 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５ 第３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 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、提案理由の御説明

を申し上げます。 

 議案５ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療制度の保険料率につきま

しては、「高齢者の医療の確保に関する法

律」の規定により、２年ごとに見直すこと

となっております。また、その率につきま

しては、条例で定めることとなっておりま

す。 

 現在、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第９条におい

て、平成２６年度及び２７年度の保険料の

所得割率、第１０条において同年度の保険

料の均等割額を規定しております。現在の

保険料率につきましては、均等割額が年額

４３,７００円、所得割率が所得の７．９％

となっております。 

 来る平成２８年度及び２９年度に適用す

る保険料率につきまして、その間の被保険

者数及び療養給付費等の伸び、後期高齢者
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負担率及び診療報酬の改定率を加味した上

で試算したところ、何の抑制策も講じなけ

れば、均等割額は年額４万７,８１３円と４,

１１３円の引上げ、また、所得割率は所得

の８.９４％と１.０４ポイントの引上げが

必要という結果が得られたところでありま

す。 

 しかしながら、平成２９年４月に予定さ

れている消費税率１０％への引上げ、介護

保険料の御負担など、被保険者の皆様の負

担が増えることが想定されますことから、

被保険者の負担を増やさないという考えに

立ちまして、これまでの保険料の剰余金で

ある療養給付費等準備基金を活用すること

により、保険料率は現行のまま据え置くこ

ととし、適用年度のみを改正する提案をさ

せていただくことになりました。 

 次に、所得の少ない被保険者の保険料の

減額について、条例第１５条において規定

しておりますが、先般、所得の少ない被保

険者の均等割額の軽減を拡充することにつ

いて、「高齢者の医療の確保に関する法律

施行令」の改正が行われましたので、当広

域連合におきましても、施行令にあわせた

条例の改正をするものでございます。 

 なお、改正条例の施行期日は、平成２８

年４月１日であります。 

 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す。 

○議長（堀江廣海君） ただいま説明のあ

りました第３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（堀江廣海君） ないようでござい

ますので、質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（堀江廣海君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第３号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 第３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（堀江廣海君） 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６ 第４号議案 福井県市町

総合事務組合規約の変更について、を議題

とします。 

 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４号議案 福井県市町総合

事務組合規約の変更について」につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案７ページを御覧ください。 

 本議案は、当広域連合も加入しておりま

す、福井県市町総合事務組合から規約の「別



 －6－ 

表」の変更についての協議がありましたの

で、地方自治法第２９０条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

 変更の内容は、福井県市町総合事務組合

を構成する組合市町等のうち、「武生・三

国モーターボート競走施行組合」が「越前

三国競艇企業団」に名称を改めることに伴

い、「別表」を変更するものであります。 

 変更規約の施行日は、平成２８年４月１

日となっております。 

 よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（堀江廣海君） ただいま説明のあ

りました第４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（堀江廣海君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（堀江廣海君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第４号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 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求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（堀江廣海君） 起立全員でありま

す。よって、そのように決しました。 

 以上を持ちまして、本日の議事日程は、

全て終了しました。 

 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。 

 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２８年

第１回福井県後期高齢者医療広域連合議会

臨時会の閉会に当たり、一言御礼を申し上

げます。 

 議員各位には、提案させていただきまし

た議案につきまして、慎重なる御審議を頂

き、本日ここに妥当なる御議決を賜りまし

たことに、厚く御礼を申し上げます。 

 今後も、被保険者の方々を始めとして、

県民の皆様の一層の御理解を得ながら、後

期高齢者医療制度の円滑な運営に努めてま

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、御鞭撻

を賜りますようお願い申し上げ、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。 

 本日は、ありがとうございました。 

○議長（堀江廣海君） 以上で、平成２８

年第１回福井県後期高齢者医療広域連合議

会臨時会を閉会します。 

 御苦労様でございました。 

午後 2 時 37 分閉会 
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