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平成２８年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録（第１号） 

 

招集年月日 

平成２８年２月２６日 金曜日 

 

 

 

招集場所 

津市栄町二丁目３６１番地 三重地方自治労働文化センター ４階大会議室 

 

 

 

開会及び閉会の日時 

開会 平成２８年２月２６日 午後２時０２分 

閉会 平成２８年２月２６日 午後３時０９分 

 

 

 

出席議員（２３人） 

   １番  葛 西 豊 一      ２番  田 中 勝 博 

３番  藤 井 信 雄      ４番  加 納 康 樹 

６番  中 山 裕 司      ７番  山 路   茂 

８番  大 平   勇     １０番  南 澤 幸 美 

１２番  大 杉 吉 包         １３番  森 脇 和 德 

１７番  樋 口 雄 史     １８番  吉 野   睦 

２０番  辻 上 浩 司     ２１番  中 岡 久 徳 

２３番  水 谷 俊 郎     ２７番  久 保 行 男 

２９番  大 西 慶 治     ３１番  中 村 順 一 

３２番  谷 口 宏 嗣     ３３番  小 山   巧 

３４番  尾 上 壽 一     ３５番  大 畑   覚 

３６番  西  村  喜久男 

 

 

 

欠席議員（１２人） 

５番  藤 本   亨      ９番  伊 藤 敬 三 
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１１番  亀 井 秀 樹     １４番  岩 田 昭 人 

１５番  広 森   繁     １６番  浜 口 一 利 

１９番  大 口 秀 和     ２２番  加 藤   隆 

２４番  石 原 正 敬     ２５番  栗 田 康 昭 

２８番  中 井 幸 充     ３０番  辻 村 修 一 

 

 

 

職務のため議場に出席した議会事務担当職員の職氏名 

   書 記  大 石 幸 広     書 記  加 藤 勝 博 

書 記  馬 渕   勉 

 

 

 

説明のため議場に出席した者の職氏名 

   広域連合 長  前 葉 泰 幸   副広域連合長  尾 上 武 義 

副広域連合長  西 田   健   監 査 委 員  山 路 昭 人 

事 務 局 長  田 邊 宏 行   会計管理 者  浦 出 寛 治   

参事兼総務企画課長  佐 脇 重 喜   事 業 課 長  山 本 正 美   

事業課主 幹  松 田   徹   事業課副主幹  森   大 樹 

 

 

 

議事日程（第１号） 

第１  議席の指定 

第２  会議録署名議員の指名 

第３  諸般の報告 

第４  会期の決定 

第５  副議長の選挙について 

第６  議案第１号  三重県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条

例の制定について 

       議案第２号  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 

       議案第３号  三重県後期高齢者医療広域連合審査請求に係る提

出書類等の写し等の交付手数料に関する条例の制

定について 
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第７  議案第４号  三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部の改正について 

第８  議案第５号  三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例

及び三重県後期高齢者医療広域連合の委員会の委

員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部の改

正について 

第９  議案第６号  三重県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例の一部の改正について 

第１０ 議案第７号  三重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の改正について 

第１１ 議案第８号  平成２７年度三重県後期高齢者医療広域連合一般

会計補正予算（第１号） 

第１２ 議案第９号  平成２７年度三重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（第２号） 

第１３ 議案第１０号 平成２８年度三重県後期高齢者医療広域連合一般

会計予算 

第１４ 議案第１１号 平成２８年度三重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１５ 議案第１２号 三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団

体の数の減少に関する協議について 

       議案第１３号 三重県市町公平委員会共同設置規約の変更に関す

る協議について 

 

 

 

会議に付した事件  

日程第１～第１５  議事日程のとおり 

日程追加      議長の辞職について 

日程追加      議長の選挙について 

日程追加      議案第１４号 監査委員の選任同意について 
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議事の経過 

 

○書記（大石幸広君）  

議会書記の大石と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、公私何かと御多忙の中、御参集賜りまして誠にありがとうございま

す。 

開会に先立ちまして、昨年の１２月に開催いたしました平成２７年第２回定

例会以降、新しく当広域連合議会議員に就任されました皆様を御紹介させてい

ただきます。 

まず、津市の田中勝博議員でございます。 

 

○議員（田中勝博君） 

  こんにちは。よろしくお願いします。 (拍手) 

 

○書記（大石幸広君）  

続きまして、松阪市の山路茂議員でございます。 

 

○議員（山路茂君） 

  松阪市の山路でございます。よろしくお願いします。 (拍手) 

 

○書記（大石幸広君）  

続きまして、大台町の大西慶治議員でございます。 

 

○議員（大西慶治君） 

  大台町の大西です。よろしくお願いします。 (拍手) 

 

○書記（大石幸広君）  

以上で御紹介を終わらせていただきます。 

それでは、平成２８年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会の議

事について、大平議長よろしくお願いいたします。 

  

 

午後２時０２分 開会 
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○議長（大平勇君）  

みなさん、こんにちは。 

議長の大平でございます。 

どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

ただいまの出席議員数は、２３名でございます。 

よって、定足数に達しておりますので、ただいまから、平成２８年第１回三

重県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

なお、議案説明のため、広域連合長以下関係者の出席を求めておりますこと

を御報告いたします。 

開議に先立ちまして、広域連合長から招集の御挨拶があります。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

平成２８年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開会に当たり

まして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日は、議員の皆様方におかれましては、２月議会から３月議会にかけてと

非常に御多用の折、御出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

また、平素から、当広域連合の運営に格別の御理解と御協力をいただいてお

り、重ねて御礼を申し上げる次第でございます。 

さて、今議会では、条例の制定及び一部改正が７件、公平委員会に係る協議

が２件、平成２７年度の一般会計及び後期高齢者医療特別会計の補正予算、平

成２８年度の一般会計及び後期高齢者医療特別会計の当初予算の議案を提出い

たします。 

それぞれの案件につきまして、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。 

 

 

午後２時０４分 開議 
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○議長（大平勇君）  

ありがとうございました。 

それでは、本日の会議を開きます。 

議事日程第 1号より議事を進めます。 

日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長が指定いたします。 

新たに選出されました議員の議席は、ただいま御着席の席を指定いたします。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員につきましては、会議規則第１０７条の規定により、議席番

号１番、葛西豊一議員、議席番号６番、中山裕司議員を指名いたします。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

日程第３、諸般の報告を行います。 

監査委員から報告のありました現金出納検査の結果については、お手元に配

付のとおりであります。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

日程第４、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日１日にいたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日と決定いたしました。 
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○議長（大平勇君）  

日程第５、副議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推

選によって行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

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り行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

本広域連合議会の副議長に、議席番号３６番、西村喜久男議員を指名いたし

ます。 

お諮りいたします。 

ただいま議長において指名いたしました西村喜久男議員を副議長の当選人と

して定めることに、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

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西村喜久男議員が副議長に当選されまし

た。 

ただいま副議長に当選されました西村喜久男議員が議場におられますので、

会議規則第３１条第２項の規定により告知いたします。 
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当選されました西村喜久男議員から発言を求められておりますので、この際、

これを許可いたします。 

 

○副議長（西村喜久男君） 

みなさんこんにちは。ただいま副議長に選任されました紀宝町議会の西村で

ございます。微力ではございますけれども、みなさまの御指導、御協力をいた

だきまして、務めさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。(拍手) 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

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。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

平成２８年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開会に当たり

まして、運営に臨む私の方針を申し述べ、皆様の御理解と御協力をお願い申し

上げたいと存じます。 

皆様御案内のとおり、後期高齢者医療制度は、平成２０年に法が施行されて

から８年が過ぎようとしております。 

後期高齢者の皆様の状況に配慮しつつ、今後も増え続ける高齢者に対応し、

安定した継続可能な医療制度となるよう、国においては制度の改正など、必要

な見直しが進められております。 

このような中、低所得者等に対する保険料軽減特例措置につきましては、段

階的に縮小する方向が示されており、全国の後期高齢者医療広域連合で組織す

る全国後期高齢者医療広域連合協議会からは、昨年１１月に厚生労働省に対し、

現行制度の維持とやむを得ず見直す場合、国による丁寧な説明と周知、そして

急激な増加とならないようきめ細やかな激変緩和措置を講ずるよう要望を行っ

たところでございます。 

また、社会保障･税番号制度、いわゆるマイナンバーについては、同制度の対
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応は国の施策として行われるべきであり、標準システムや独自システムの改修

で広域連合を補助対象外とせず、所要の国庫補助を行うことのほか、全体の方

針や保険者としての活用方法を早急に示すよう要望したところでもあります。 

当広域連合といたしましても、今後も引き続き、国の動向を注視しながら、

後期高齢者医療制度の円滑な運営に努め、全国の広域連合と連携して必要な要

望活動を行っていく所存でございます。 

また、後期高齢者医療制度が将来にわたり持続可能な制度となるために、被

保険者の皆様が安心して医療を受けられるよう、安定的な財政運営はもちろん

のこと、被保険者の資格管理や給付事務など、適正な運営に努めてまいります。 

まず、増大する医療費を抑制するために、医療費の適正化が大きな課題とな

っております。 

被保険者の皆様に医療費に対する認識を深めていただけるよう、ジェネリッ

ク医薬品差額通知や医療費通知については、三重県医師会をはじめ関係機関の

皆様の御理解と御助言もいただきながら、引き続き実施してまいります。 

また、不正・不当利得の返還請求、第三者行為に係る求償や海外療養費の支

給申請に対する審査等に取り組むとともに、レセプト点検による重複・頻回受

診者への受診行動適正化指導事業などの平成２６年度に策定した保健事業実施

計画、いわゆるデータヘルス計画の実施にあたっては、関係機関からの御意見

や御助言をいただきながら市町との連携のもと、実効性の高い方法で取り組み

を進めてまいります。 

続きまして、保険料についてでございます。 

平成２８年度及び２９年度分の保険料率につきましては、昨年から改定作業

を進め、今議会で御審議をお願いするところでございますが、国の保険料の軽

減措置の継続や財政安定化基金と財政収支に係る剰余金の活用など可能な限り

の方策を尽くし、被保険者の皆様からも御理解いただける程度の保険料の増加

抑制を図ることができたものと考えております。 

今後も適正な賦課を行い、保険料の滞納につきましては、保険料収納対策方

針に基づきまして、関係機関の協力のもと、市町担当職員の研修も実施しなが

ら、公平公正な対応に努めてまいります。 

最後に、当広域連合といたしましては、本制度について、被保険者の皆様を

はじめ、住民の皆様の御理解をいただけるよう、引き続き各市町や県及び関係

機関と緊密に連携し取り組んでまいりますので、議員の皆様におかれましても、

御理解と御協力を賜りますよう再度お願い申し上げまして、私の施政方針とい

たします。 
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○議長（大平勇君）  

それでは、議事日程により会議を続けます。 

日程第６、議案第１号､三重県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例の

制定についてから議案第３号､三重県後期高齢者医療広域連合審査請求に係る

提出書類等の写し等の交付手数料に関する条例の制定についてまでの３議案を

一括議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第１号から議案第３号までを一括して御説明申し上げます。これらは、

行政不服審査法が全部改正され、平成２８年４月１日から施行されることに伴

う議案でございます。 

議案第１号、三重県後期高齢者医療広域連合行政不服審査会条例の制定につ

いては、行政不服審査法に基づく審査請求の審理において第三者機関への諮問

が必要となったことから、諮問機関として三重県後期高齢者医療広域連合行政

不服審査会を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするも

のであります。 

議案第２号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定については、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例、三重県後期高齢

者医療広域連合個人情報保護条例、三重県後期高齢者医療広域連合人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例及び三重県後期高齢者医療広域連合の委員会

の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部の改正を行うものであります。 

主な改正内容といたしましては、審査請求があった場合の措置に関する規定の

整備と不服申し立て手続きの審査請求への一元化など関係条文を整理しようと

するものであります。 

議案第３号、三重県後期高齢者医療広域連合審査請求に係る提出書類等の写

し等の交付手数料に関する条例の制定については、行政不服審査法の全部改正

等に伴い、審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料について、その額、

納付方法及び減免に関する規定を定めようとするものであります。 



11 

いずれの議案も、行政不服審査法の全部改正の施行日と同じ平成２８年４月

１日から施行しようとするものであります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

  

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本件についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより議案第１号から議案第３号までの３議案について、一括して採決を

行います。 

議案第１号から議案第３号までは、原案のとおり可決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（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１号から議案第３号までは、原案のとおり可決されました。 
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○議長（大平勇君）  

日程第７、議案第４号、三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例の一部の改正についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第４号について御説明申し上げます。 

三重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の改正に

ついては、平成２８年度及び平成２９年度の保険料の所得割率及び被保険者均

等割額を定め、また、低所得者の負担軽減を図るため、所要の改正を行うもの

で、平成２８年４月１日から施行しようとするものであります。 

なお、詳細につきましては、事務局長から説明いたします。 

  

○事務局長（田邊宏行君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

事務局長。 

  

○事務局長（田邊宏行君） 

議案第４号、三重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

一部の改正について、御説明申し上げます。 

高齢者の医療の確保に関する法律におきまして、後期高齢者医療の保険料は

２年を財政期間としているため、２年ごとに見直しを行うこととなっておりま

す。 

被保険者に対する保険料の賦課額は所得割額と被保険者均等割額により算出

し、それぞれの広域連合で定めることとされております。 

この所得割率と被保険者均等割額は、現行条例で、平成２６年度及び平成２

７年度について定めておりますことから、これを、平成２８年度及び平成２９

年度の所得割率と被保険者均等割額に改める必要がございます。 
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この保険料率の算定に当たりましては、今後の医療給付費等の伸びや、消費

税の改正、診療報酬改定の影響などを見込んで積算しましたところ、平成２８

年度及び平成２９年度の一人当たりの後期高齢者医療費は、平成２６年度及び

平成２７年度の２年間と比較いたしまして３．８％の伸びと推計され、２年間

の財政期間の事業費用は、４，１５２億５，１５８万２，０００円となりまし

た。 

この事業費用から負担金等の保険料以外に見込まれる収入３，７１６億４，

６７０万４，０００円を差し引くと、保険料収納必要額は４３６億４８７万９，

０００円となります。 

今回の保険料の改定に当たりましては、被保険者の皆様の御負担にも配慮い

たしまして、保険料の大幅な上昇を抑制するため、県財政安定化基金からの交

付金９億円と三重県後期高齢者医療広域連合事業運営基金からの繰入金９億円

を活用いたしまして、保険料収納必要額を４１７億４，４３８万４，０００円

に引き下げ、必要な保険料の見込収納率を９９．３％として、保険料賦課総額

を４２０億３，８６５万４，０００円としたところでございます。 

このようにして算出いたしました保険料賦課総額に基づき、平成２８年度及

び２９年度の保険料につきましては、第８条の所得割率を１００分の９．０６、

第９条の被保険者均等割額を４３，８７０円にそれぞれ改めようとするもので

ございます。 

また、低所得者の負担軽減の観点から、保険料の被保険者均等割額の２割軽

減及び５割軽減の対象者を拡充するよう、高齢者の医療の確保に関する法律施

行令が改正されましたことに伴い、第１４条第１項第２号の２６万円を２６万

５，０００円に、第３号の４７万円を４８万円に改めようとするものでござい

ます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

  

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 
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これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第４号については、原案のとおり可決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（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

日程第８、議案第５号、三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例及

び三重県後期高齢者医療広域連合の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部の改正についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第５号について御説明申し上げます。 

三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例及び三重県後期高齢者医療

広域連合の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部の改正につ
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いては、行政不服審査法の全部改正に伴い設置する予定の三重県後期高齢者医

療広域連合行政不服審査会に、専門の事項を調査させるための専門委員を置く

ことができる旨の規定があることから、三重県後期高齢者医療広域連合情報公

開・個人情報保護審査会においても、専門の事項を調査させるための専門委員

を置くことができるよう、所要の改正を行うもので、公布の日から施行しよう

とするものであります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

  

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第５号については、原案のとおり可決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（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 
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○議長（大平勇君）  

次に日程第９、議案第６号、三重県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例の一部の改正についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

 

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第６号について御説明申し上げます。 

三重県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部の改正については、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正

する法律の施行に伴い、職員の人事評価の状況に関する規定及び退職管理の状

況に関する規定の追加等、所要の改正を行い、平成２８年４月１日から施行し

ようとするものであります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

  

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第６号については、原案のとおり可決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（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

次に日程第１０、議案第７号、三重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の改正についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第７号について御説明申し上げます。 

三重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

の改正については、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴い、引用条文の整理を行い、平成２８年４月１日から施行しよう

とするものであります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

  

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 
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質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第７号については、原案のとおり可決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（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

次に日程第１１、議案第８号、平成２７年度三重県後期高齢者医療広域連合

一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 



19 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第８号について御説明申し上げます。 

平成２７年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出予算について補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ５９３万４，０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億７,８７１万円とするものであります。 

詳細につきまして、参事兼総務企画課長から御説明申し上げます。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

参事兼総務企画課長。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議案第８号、平成２７年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第１号）について御説明申し上げます。 

資料番号⑪の７ページ、８ページをお願いいたします。 

まず、歳入でございます。 

第１款、分担金及び負担金、第１項負担金、第１目、市町負担金は、５１１

万６，０００円の増額で、派遣職員人件費等の増額分への充当に伴う市町負担

金の増額でございます。 

第２款、国庫支出金、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、５万１，

０００円の減額で、補助対象となる運営協議会の開催実績に伴う減額でござい

ます。 

第５款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、８４万８，０００円

の増額で、前年度からの繰越金の確定によるものでございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第６款、諸収入、第１項、預金利子、第１目、預金利子は、２万８，０００

円の増額で、歳計現金預金利息の実績見込みに伴う増額でございます。 

第２項、雑入、第１目、雑入は、７，０００円の減額で、雇用保険の実費弁

償分の減額でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第１款、議会費、第１項、議会費、第１目、議会費は、７万７，０００円の
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減額で、議員の報酬及び費用弁償の減、会場使用料の減による減額でございま

す。 

第２款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、６０３万９，

０００円の増額で、主なものといたしましては、職員の時間外勤務手当の増額、

給料、通勤手当、臨時職員賃金及び普通旅費の減額のほか、１３ページ、１４

ページの派遣元市町に対する広域連合への派遣職員の人件費負担金の増額、前

年度繰越金の地方財政法に基づく２分の１の財政調整基金の積立でございます。 

第２款、総務費、第２項、選挙費、第１目、選挙管理委員会費は、２万５，

０００円の減額で、選挙管理委員会の開催実績に伴う減額でございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

第２款、総務費、第３項、監査委員費、第１目、監査委員費は、３，０００

円の減額で、これは、委員報酬など実績による減額でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。  

 

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第８号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

次に日程第１２、議案第９号、平成２７年度三重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（第２号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第９号について御説明申し上げます。 

平成２７年度三重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（第２号）は、歳入歳出予算について補正しようとするもので、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ２０億１,１１６万１，０００円を増額し、補正

後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,０２０億４,８３５万８，００

０円とするものであります。 

詳細につきまして、参事兼総務企画課長から御説明申し上げます。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

参事兼総務企画課長。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議案第９号、平成２７年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特
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別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

資料番号⑫の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款、市町支出金、第１項、市町支出金、第１目、事務費等負担金は、３，

２５３万８，０００円の減額で、前年度負担金精算分の財源充当等による一般

管理事務費負担金の減と国の健康診査費補助単価の変更に伴う健康診査事業負

担金の増によるものでございます。 

第２目、保険料等負担金は、１，３３７万４，０００円の増額で、保険料軽

減額の増による保険基盤安定制度負担金の増額でございます。 

第３目、療養給付費負担金は、２，１８６万２，０００円の増額で、前年度

の療養給付費負担金の確定に伴う精算不足分で、市町の追加負担分でございま

す。 

第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、療養給付費負担金は、

１９億８，３６４万８，０００円の減額で、これは主に、対象となる療養給付

費等の減に伴う負担金の減額でございます。 

第２目、高額医療費負担金は、２，９３１万７，０００円の減額で、８０万

円を超える負担金対象となる医療費が見込みを下回ったことによる負担金の減

額でございます。 

第２款、国庫支出金、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、１億２,

００７万２，０００円の増額で、後期高齢者医療制度事業費補助金としての健

康診査事業費の不足分が特別調整交付金で措置されることと健康診査補助単価

の変更に伴う増額でございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第２目、後期高齢者医療制度事業費補助金は、６,７０１万８，０００円の減

額で、健康診査事業補助金の不足分が特別調整交付金で措置されることに伴う

減額でございます。 

第３目、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金は、４２６万５，０００円

の減額で、保険料特例軽減措置財源として交付される交付金の見込みの減額で

ございます。 

第４目、後期高齢者医療災害臨時特例補助金は、２７万１，０００円の増額

で、東日本大震災に係る一部負担金免除、保険料減免措置に対する補助金で、

国の財政措置が継続されたことに伴う増額でございます。 

第３款、県支出金、第１項、県負担金、第１目、療養給付費負担金は、６億

５，４９８万１，０００円の減額で、これは主に、対象となる療養給付費等の

減に伴う負担金の減額でございます。 

第２目、高額医療費負担金は、２，９３１万７，０００円の減額で、これは
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主に、８０万円を超える負担金対象となる医療費が見込みを下回ったことによ

る負担金の減額でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第３款、県支出金、第２項、財政安定化基金支出金、第１目、財政安定化基

金交付金は４億円の減額で、広域連合の財政不足を補うために、県に設置され

ている基金からの交付金の減額でございます。 

第４款、支払基金交付金、第１項、支払基金交付金、第１目、後期高齢者交

付金は、３５億６，８４０万５，０００円の減額で、これは主に、対象となる

療養給付費等の減による社会保険診療報酬支払基金からの交付金の減額でござ

います。 

第５款、特別高額医療費共同事業交付金、第１項、特別高額医療費共同事業

交付金、第１目、特別高額医療費共同事業交付金は、６３３万９，０００円の

増額で、対象となる１件当たり４００万円を超える医療費の実績増が見込まれ

ることによる交付金の増額でございます。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第６款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子及び配当金は、５

１万７，０００円の増額で、後期高齢者医療制度臨時特例基金及び後期高齢者

医療事業運営基金の運用利子でございます。 

第７款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、後期高齢者医療制度臨時特

例基金繰入金は、１，１０４万３，０００円の増額で、高齢者医療制度円滑運

営臨時特例交付金を原資としていた当基金が解散されることに伴う残額の繰入

による増額でございます。 

第２目、後期高齢者医療事業運営基金繰入金は、８，２４７万７，０００円

の減額で、これは、前年度繰越金により、基金からの繰入れが不要になったこ

とによる減額でございます。 

第８款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、８６億３,１７５万３，

０００円の増額で、これは、前年度繰越金の確定によるものでございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

第１０款、諸収入、第２項、預金利子、第１目、預金利子は、７６９万８，

０００円の増額で、歳計現金預金利息の見込み額の増でございます。 

第１０款、諸収入、第３項、雑入、第２目、第三者納付金は、３，６７６万

８，０００円の増額で、第三者行為損害賠償金の増額によるものでございます。 

第３目、返納金は、１，３４３万円の増額で、医療費の自己負担割合変更に

伴う差額等の返納金の増額によるものでございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 
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第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、９億３，９

６５万７，０００円の増額で、広域連合事務に要する役務費、電算委託料等の

減と後期高齢者医療事業運営基金への積み立てが主なものでございます。 

第２款、医療給付費、第１項、療養諸費、第１目、療養給付費等は、３３億

９，９１１万７，０００円の減額で、これは、診療報酬、調剤報酬、高額療養

費等の実績見込み額の減でございます。 

第２目、療養費は、６，８８２万３，０００円の減額で、これは、補装具、

鍼灸、あんま、マッサージ、柔道整復等の療養費の実績見込み額の減でござい

ます。 

第４目、審査支払手数料は、２，０９３万９，０００円の減額で、これは、

レセプトの審査件数の実績見込みによる減額でございます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

第２款、医療給付費、第２項、高額療養諸費、第１目、高額療養諸費は、１

億４８０万９，０００円の増額で、これは、自己負担額が高額になった場合に

支給するもので、実績見込み額の増でございます。 

第３款、県財政安定化基金拠出金、第１項、県財政安定化基金拠出金、第１

目、県財政安定化基金拠出金は、５２７万６，０００円の減額で、平成２７年

度拠出額が確定したことによる減額でございます。 

２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

第４款、特別高額医療費共同事業拠出金、第１項、特別高額医療費共同事業

拠出金、第１目、特別高額医療費共同事業拠出金は、２８７万６，０００円の

増額で、対象となる１件当たり４００万円を超える医療費の実績見込み額の増

によるものでございます。  

第５款、保健事業費、第１項、健康保持増進事業費、第１目、健康診査費は、

保険料負担金及び健康診査事業に対する国庫補助金から市町の健康診査事業負

担金、特別調整交付金及び前年度繰越金への財源更正でございます。 

第２目、その他健康保持増進費は、２万５，０００円の増額で、これは無医

地区に対する健康保持増進事業に係る諸経費の減と津市が実施した厚生労働省

モデル事業の専門職による相談・訪問指導に対する補助金の増によるものでご

ざいます。 

２３ページ、２４ページをお願いいたします。 

第７款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第１目、還付加算金は、

５６万円の増額で、保険料の減額賦課更正遡及処理に伴う還付加算金の増額で

ございます。 

第２目、保険料還付金は、６８３万６，０００円の増額で、保険料の減額賦

課更正遡及処理に伴う還付金の増額でございます。 
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第３目、償還金は、４４億５，０５５万３，０００円の増額で、これは、国

庫支出金等精算返還金の増額でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。  

 

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第９号については、原案のとおり可決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（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 
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○議長（大平勇君）  

次に日程第１３、議案第１０号、平成２８年度三重県後期高齢者医療広域連

合一般会計予算を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第１０号について御説明申し上げます。 

平成２８年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ１億９,５１７万３，０００円とするもので、前年

度と比べ、２,２３９万７，０００円の増額でございます。 

詳細につきまして、参事兼総務企画課長から御説明申し上げます。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

参事兼総務企画課長。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議案第１０号、平成２８年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

ついてご説明申し上げます。 

資料番号⑬の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款、分担金及び負担金、第１項、負担金、第１目、市町負担金は、１億

９，４５９万３，０００円の計上で、広域連合議会、広域連合事務局の運営に

要する費用に対する構成市町負担金でございます。 

第２款、国庫支出金、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、５２万

９，０００円の計上で、被保険者、医療関係者等の意見を聞く場として設置し

ております運営協議会に要する費用に対する補助金でございます。 

第３款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子及び配当金は、１，
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０００円の計上で、これは、財政調整基金の運用利息でございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第４款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、財政調整基金繰入金は、１，

０００円の計上で、これは、財政調整基金からの繰入金でございます。 

第５款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、１，０００円の計上

で、これは、前年度繰越金でございます。 

第６款、諸収入、第１項、預金利子、第１目、預金利子は、１，０００円の

計上で、これは、歳計現金の預金利息でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第６款、諸収入、第２項、雑入、第１目、雑入は、４万７，０００円の計上

で、これは、雇用保険の実費弁償分でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第１款、議会費、第１項、議会費、第１目、議会費は、７７万３，０００円

の計上で、これは、議員の報酬及び費用弁償、議会の会場使用料でございます。 

第２款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、１億９，３

５６万７，０００円の計上で、主なものといたしましては、一般職給１名分の

給料、時間外勤務手当などの職員手当等、共済組合負担金などの共済費、臨時

職員２名分の賃金、１５ページ、１６ページをお願いいたします。出張等に要

する旅費、消耗品費などの需用費、財務会計に係る既存システムの保守点検及

び地方公会計へ対応するための改修委託料などの委託料、事務所借上料などの

使用料及び賃借料、広域連合派遣職員の人件費等に係る負担金でございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

第２款、総務費、第２項、選挙費、第１目、選挙管理委員会費は、５万６，

０００円の計上で、選挙管理委員の報酬及び費用弁償、委員会の会場使用料で

ございます。 

第２款、総務費、第３項、監査委員費、第１目、監査委員費は、２７万６，

０００円の計上で、監査委員の報酬及び費用弁償、出納検査の会場使用料でご

ざいます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

第３款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第１目、償還金は、１，

０００円の計上で、これは、国庫支出金等精算返還金でございます。 

第４款、予備費、第１項、予備費、第１目、予備費は、５０万円の計上でご

ざいます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 
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○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第１０号については、原案のとおり可決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（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

次に日程第１４、議案第１１号、平成２８年度三重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議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 
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○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第１１号について御説明申し上げます。 

平成２８年度三重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は、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２，０３７億４，９９５万２，００

０円とするものであります。前年度と比べ、３７億１，５９２万１，０００円

の増額で、例年同様、医療給付費の伸びが主な要因でございます。 

また、一時借入金の借入れの最高額は、７０億円といたしまして、歳出予算

の流用につきましては、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、

同一款内で各項相互に流用するものであります。 

詳細につきまして、参事兼総務企画課長から御説明申し上げます。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

参事兼総務企画課長。 

  

○参事兼総務企画課長（佐脇重喜君） 

議案第１１号、平成２８年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算について御説明申し上げます。 

資料番号⑭の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款、市町支出金、第１項、市町支出金、第１目、事務費等負担金は、９

億１，８３４万７，０００円の計上で、これは、一般管理事務費負担金、健康

診査事業負担金及び健康診査事業事務費負担金でございます。 

第２目、保険料等負担金は、１９４億３，８５４万４，０００円の計上で、

これは、保険料負担金及び保険基盤安定制度負担金でございます。 

第３目、療養給付費負担金は、１６０億３，９６３万４，０００円の計上で、

これは、高確法第９８条で定められた定率の負担金でございます。 

第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、療養給付費負担金は、
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４８１億１，８９０万２，０００円の計上で、これは、高確法第９３条第１項

で定められた定率の負担金でございます。 

第２目、高額医療費負担金は、７億４，１６３万８，０００円の計上で、こ

れは、高確法第９３条第２項で定められた負担金でございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第２款、国庫支出金、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、１７１

億９，２５２万３，０００円の計上で、これは、広域連合間における被保険者

に係る所得の格差による財政の不均衡を是正するため交付される普通調整交付

金、長寿・健康増進事業等に対して交付される特別調整交付金でございます。 

第２目、後期高齢者医療制度事業費補助金は、２億４，４３２万３，０００

円の計上で、健康診査事業、歯科健康診査事業、医療費適正化等推進事業、特

別高額医療費共同事業に対する補助金でございます。 

第３目、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金は、１４億８，３３２万７，

０００円の計上で、低所得者等の保険料軽減措置に係る交付金でございます。 

第４目、後期高齢者医療災害臨時特例補助金は、１，０００円の計上で、こ

れは、東日本大震災に係る一部負担金免除、保険料減免措置に対する補助金で

ございます。 

第５目、社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、１，０００円の計

上で、これは、社会保障・税番号制度システム整備に係る補助金でございます。 

第６目、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金は１，０００円の計上で、新

たに設置された糖尿病腎症患者の重症化予防事業に対する補助金でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第３款、県支出金、第１項、県負担金、第１目、療養給付費負担金は、１６

０億３，９６３万４，０００円の計上で、これは、高確法第９６条第１項で定

められた定率の負担金でございます。 

第２目、高額医療費負担金は、７億４，１６３万８，０００円の計上で、こ

れは、高確法第９６条第２項で定められた負担金でございます。 

第３款、県支出金、第２項、財政安定化基金支出金、第１目、財政安定化基

金交付金は、１，０００円の計上で、これは、広域連合の財政不足を補うため

に、県に設置されている基金からの交付金でございます。 

第４款、支払基金交付金、第１項、支払基金交付金、第１目、後期高齢者交

付金は、８１８億５，９１８万１，０００円の計上で、これは、現役世代から

の負担金として、社会保険診療報酬支払基金から交付される交付金でございま

す。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第５款、特別高額医療費共同事業交付金、第１項、特別高額医療費共同事業
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交付金、第１目、特別高額医療費共同事業交付金は、３，７７９万３，０００

円の計上で、これは、１件当たり４００万円を超えるレセプトの２００万円を

越える部分から公費支援分を除いた部分に対する国民健康保険中央会からの交

付金でございます。 

第６款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子及び配当金は、１，

０００円の計上で、これは、基金の運用利息でございます。 

第７款、繰入金、第１項、基金繰入金、第２目、後期高齢者医療事業運営基

金繰入金は、６億８，６４５万５，０００円の計上で、これは、特定期間の財

政の均衡を図るために設置された基金からの繰入金でございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

第８款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、１，０００円の計上

で、これは、前年度繰越金でございます。 

第９款、県財政安定化基金借入金、第１項、県財政安定化基金借入金、第１

目、県財政安定化基金借入金は、１，０００円の計上で、県財政安定化基金か

らの借入金でございます。 

第１０款、諸収入、第１項、延滞金、加算金及び過料、第１目、延滞金、第

２目、過料、第３目、加算金は、それぞれ１，０００円の計上でございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

第１０款、諸収入、第２項、預金利子、第１目、預金利子は、１，０００円

の計上でございます。 

第１０款、諸収入、第３項、雑入、第１目、違約金及び延納利息は、１，０

００円の計上でございます。 

第２目、第三者納付金は、２億円の計上で、これは、第三者行為の損害賠償

金でございます。 

第３目、返納金は、８００万円の計上で、これは、自己負担割合変更に伴う

差額分等の返納金でございます。 

第４目、雑入は、１，０００円の計上でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。  

第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、７億６８１

万２，０００円の計上で、主なものといたしましては、通信運搬費などの役務

費、国保連合会事務委託料などの委託料、事務処理機器借上料に係る使用料及

び賃借料、国保連合会への事務費負担金などの負担金などでございます。 

２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

第２款、医療給付費、第１項、療養諸費、第１目、療養給付費等は、１，９

６９億４，１８５万９，０００円の計上で、これは、診療報酬、調剤報酬、高
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額療養費などに係る保険者負担金でございます。 

第２目、療養費は、１５億２，３１０万２，０００円の計上で、これは、一

般診療費、補装具、柔道整復師の施術などの保険者負担金でございます。 

第３目、移送費は、１０万円の計上で、これは、被保険者の移送に係る費用

でございます。 

第４目、審査支払手数料は、４億４，４９３万２，０００円の計上で、これ

は、診療報酬の審査及び支払いの手数料でございます。 

第２款、医療給付費、第２項、高額療養諸費、第１目、高額療養諸費は、１

６億４，５３３万６，０００円の計上で、これは、１か月の医療費の自己負担

額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分を被保険者に支給するも

のでございます。 

第２目、高額介護合算療養費は、１億７，６０９万８，０００円の計上で、

これは、後期高齢者医療及び介護保険の両方から給付を受け、年間の自己負担

額の合算が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分を被保険者に支給

するものでございます。 

２３ページ、２４ページをお願いいたします。 

第２款、医療給付費、第３項、その他医療給付費、第１目、葬祭諸費は、７

億９，５３５万円の計上で、これは、被保険者が死亡した場合に、葬祭執行者

に支給されるものでございます。 

第３款、県財政安定化基金拠出金、第１項、県財政安定化基金拠出金、第１

目、県財政安定化基金拠出金は、８，４０９万５，０００円の計上で、これは、

広域連合の財政不足を補うために、県に設置されている基金への拠出金でござ

います。 

２５ページ、２６ページをお願いいたします。 

第４款、特別高額医療費共同事業拠出金、第１項、特別高額医療費共同事業

拠出金、第１目、特別高額医療費共同事業拠出金は、４，１８４万３，０００

円の計上で、これは、レセプト１件あたり４００万円を超える医療費のうち、

２００万円を超える部分の財政調整に係る共同事業拠出金でございます。 

第２目、特別高額医療費共同事業事務費拠出金は、１５万円の計上で、これ

は、特別高額医療費共同事業の事務費拠出金でございます。 

第５款、保健事業費、第１項、健康保持増進事業費、第１目、健康診査費は、

１１億４，６８１万３，０００円の計上で、これは、医科及び歯科の健康診査

に係る委託料でございます。 

第２目、その他健康保持増進費は、１,３０２万４，０００円の計上で、主な

ものといたしましては、長寿健康増進事業である人間ドックや脳ドックなどに

対する市町補助及び専門職による相談・訪問指導に対する厚生労働省のモデル
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事業を実施する市町への補助でございます。 

２７ページ、２８ページをお願いいたします。 

第６款、公債費、第１項、公債費、第１目、一時借入金利子は、２９１万７，

０００円の計上で、これは、一時借入金の借入れを行った場合の利子でござい

ます。 

第７款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第１目、還付加算金は、

４２万円、第２目、保険料還付金は、２，７１０万円の計上でございます。 

第３目、償還金は、１，０００円の計上で、これは、国庫支出金等精算返還

金でございます。 

２９ページ、３０ページをお願いいたします。 

第８款、予備費、第１項、予備費、第１目、予備費は、２億円の計上でござ

います。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

  

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第１１号については、原案のとおり可決することに御異議ございません

か。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（大平勇君）  

続きまして日程第１５、議案第１２号、三重県市町公平委員会を共同設置す

る地方公共団体の数の減少に関する協議について及び議案第１３号、三重県市

町公平委員会共同設置規約の変更に関する協議についての２議案を一括議題と

いたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

  

○議長（大平勇君）  

広域連合長。 

  

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第１２号及び議案第１３号について一括して御説明申し上げます。 

議案第１２号、三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減

少に関する協議について及び議案第１３号、三重県市町公平委員会共同設置規

約の変更に関する協議については、平成２８年３月３１日をもって菊狭間環境

整備施設組合が解散することに伴い、三重県市町公平委員会から脱退すること

から、当該公平委員会を共同設置する地方公共団体の数が減少することについ

て、また、当該組合を三重県市町公平委員会共同設置規約別表から削る規約の

一部変更について、関係地方公共団体と協議するため、議会の議決を求めよう

とするものであります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

  

○議長（大平勇君）  

以上で説明が終わりました。 
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本件についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより議案第１２号及び議案第１３号の２議案について、一括して採決を

行います。 

議案第１２号及び議案第１３号については、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（大平勇君）  

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１２号及び議案第１３号は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（大平勇君）  

ここで、議事整理のため、暫時休憩いたします。 

自席で、しばらくお待ち願いたいと思います。 

 

午後２時５８分 休憩 

 

午後３時００分 開議 
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○副議長（西村喜久男君） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中に大平勇議員から、議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。 

この際、議長の辞職についてを日程に追加し、議題と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〕 

  

○副議長（西村喜久男君） 

異議なしと認めます。 

よって、議長の辞職についてを日程に追加し、議題といたします。 

なお、地方自治法第１１７条の規定による除斥のため、大平議長は退場され

ておりますので、御報告申し上げます。 

議長の辞職願を議会書記に朗読させます。 

  

○書記（大石幸広君） 

平成２８年２月２６日。三重県後期高齢者医療広域連合議会副議長、西村喜

久男様。三重県後期高齢者医療広域連合議会議長、大平勇。議長辞職願。この

たび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

  

○副議長（西村喜久男君） 

お諮りいたします。 

大平勇議員の議長の辞職を許可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〕 

  

○副議長（西村喜久男君） 

異議なしと認めます。 

よって、大平勇議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

大平勇議員の入場を許可いたします。 

前議長の大平勇議員から御挨拶がございます。 

 

○議員（大平勇君） 

辞職に同意いただきまして本当にありがとうございました。日本の皆保険は、

国保、老人保険法、また介護保険、後期高齢者ということで、非常に日本あげ
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ての大きな課題だというふうに思っております。あと少ししますと団塊の世代

が後期高齢者になるということで、今よりですね、さらに厳しい社会情勢にな

ってくるんではないかなと思います。これは避けて通れないというふうに思っ

ております。しかしながら、これを放置する訳には参りません。やはり、皆さ

ん方のお知恵、また今後重ねてもらいながら、粛々とやってもらうということ

になろうと思います。今後ともいろんな難問題が出てくると思いますけれども、

協議をしながら安心した社会保障ができますことを祈念いたしまして、退任の

挨拶とさせていただきます。短い時間ではあったんですけど大変協力いただき

まして本当にありがとうございました。御礼を申し上げて挨拶にかえたいと思

います。ありがとうございました。 （拍手） 

 

 

 

○副議長（西村喜久男君） 

ただいま議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。 

この際、議長の選挙についてを日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○副議長（西村喜久男君） 

異議なしと認めます。 

よって、議長の選挙についてを日程に追加し、選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推

選によって行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○副議長（西村喜久男君） 

異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選により行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、副議長において指名することにいたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○副議長（西村喜久男君） 

異議なしと認めます。 

よって、副議長において指名することに決定いたしました。 

本広域連合議会の議長に、加納康樹議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました、加納康樹議員を議長の当選人として定めること

に御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○副議長（西村喜久男君） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました加納康樹議員が、議長に当選されました。 

ただいま議長に当選されました加納康樹議員が議場におられますので、会議

規則第３１条第２項の規定により告知いたします。 

当選されました加納康樹議員から発言を求められておりますので、この際、

これを許可いたします。 

 

○議長（加納康樹君） 

皆さん、こんにちは。先程皆様の御推挙によりまして、三重県後期高齢者医

療広域連合議会の議長を務めさせていただくことになりました四日市市議会議

長の加納康樹でございます。広域連合長は泰幸ですけども、私は康樹です。松

阪市議会議長様におかれましては、１年間本当に御苦労様でございました。あ

りがとうございました。今後とも円満な議会運営に努めて参りますので、なに

とぞ皆様の御協力のほどお願い申し上げ、はなはだ簡単ではございますが、議

長就任の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（拍手） 

 

○副議長（西村喜久男君） 

ありがとうございました。 

それでは、議長と交代いたします。 

加納康樹議長、議長席に御着席願います。 

皆様の御協力、誠にありがとうございました。 
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○議長（加納康樹君） 

これより議長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議案第１４号、監査委員の選任同意について、広域連合長から日程

追加の申し出がありましたので、これを日程に追加し、議題とすることに御異

議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（加納康樹君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１４号を日程に追加し、議題といたします。 

議席番号１３番、森脇和德議員の一身上に関する事件のため、地方自治法第

１１７条の規定により、森脇和德議員は、本案の審議終了まで退場されますよ

うお願いいたします。 

 

○議長（加納康樹君） 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議長。 

 

○議長（加納康樹君） 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第１４号について御説明申し上げます。 

監査委員の選任同意については、議会のうちから選任する監査委員として、

森脇和德議員を選任いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（加納康樹君） 

以上で説明が終わりました。 
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本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（加納康樹君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（加納康樹君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第１４号については、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（加納康樹君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１４号は、同意することに決定いたしました。 

森脇和德議員の入場を許可いたします。 

 

○議長（加納康樹君） 

以上をもちまして、本定例会に付議された事件は、すべて終了いたしました。 

平成２８年第１回三重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。 

ありがとうございました。 

 

午後３時０９分 閉会 

 

 




