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１議事の経過 

 

 

午後１時３０分 開会 

 

○議会書記長（猪飼康弘君） 

  最初に皆様方にお願いさせていただきたいと思います。携帯電話等の電源につ

きましては申し訳ないですけれども切っていただくかマナーモードにしていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  本日最初に話をさせていただいております議会書記長の猪飼でございます。 

  本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

  開会に先立ちまして、この際ご紹介申し上げたいと思います。 

  １１月に開催させていただきました平成２０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ご紹介させていただきたいと思います。 

  松阪市の中川 昇議員でございます。（拍手） 

本日欠席のご連絡を頂いておりますが、 

伊勢市の大川 好亮議員でございます。 

伊賀市の内保 博仁議員でございます。 

 ２名の方は本日は欠席のご連絡を頂いておりますが、新しく議員として就任さ



れておりますのでご紹介させていただきました。 

それでは、平成２１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

について谷口副議長よりよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

皆さんこんにちは。ただいまの出席議員数は２６名であります。 

よって定足数に達しておりますので、ただいまから、平成２１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ご

報告申し上げます。 

議会に先立ち、広域連合長から議会招集のごあいさつがあります。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議長。 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

  広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

 招集にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

  本日は、何かとご多用の中、本広域連合議会にご参集いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

  また、議員の皆様方には、平素から広域連合の運営につきまして、格別のご指

導、ご支援を賜り厚くお礼を申し上げます。 

本日の定例会におきましてご審議をいただきます案件は、条例の制定が１件、

条例の一部改正が３件、補正予算が２件、当初予算が２件、その他協議が２件で

ございます。よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

その他、副広域連合長の選任につきましても、本議会の同意を得るため、議案

といたしまして提出をさせていただきました。 

三重県後期高齢者医療広域連合の一体的な推進のため重要な人事案件でござ

います。ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

本広域連合といたしまして、今後も住民の皆さんの理解を得られるよう、今ま

で以上の周知徹底を図り、制度の円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、

議員の皆様方のご理解やご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

  以上、簡単でございますが、開会にあたりましてのあいさつといたします。 

 （拍手） 



 

 

 

 

 

午後１時３６分 開議 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

ありがとうございました。 

これより本日の会議を開きます。議事日程[第１号]に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。 

議席は、お手元に配付いたしました議席表のとおり指定いたします。 

 

 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

 次に日程第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

１３番永岡 禎議員及び、２８番中井 幸充議員を指名いたします。 

 

 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

  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「平成２０年度三重県後期高齢者医療広域連合

定例監査等結果報告書」及び「現金出納検査の結果」についてはお手元の配付の

とおりであります。 

 

 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

  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、本日一日間といたしたいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

 



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 
「ご異議なし」と認めます。よって、会期は、本日一日間と決定いたしました。 

  松田連合長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議長。 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

  広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

 平成２１年第 1 回三重県後期高齢者医療広域連合定例会の開会にあたりまし

て、私の所信の一端を申し述べ、みなさまのご理解とご協力をお願いをしたいと

思います。 

平成２０年４月、新たな医療保険制度として長寿医療制度が施行され、まもな

く１年を迎えようとしております。この間、三重県をはじめ、県内２９の市町長

及び議員の皆様と連携をいたしまして、長寿医療制度の円滑な運営に努めてまい

りました。 

この制度には多くの良い面がありますが、高齢者の方々の心情にそぐわない点

があったことなど、高齢者の方々をはじめ住民の皆さんからは、いろいろなご意

見、ご要望をいただいております。 

これからも、よりよい制度への改善を図ってまいりますので、一層の皆様のご

支援、ご協力をお願いいたします。 

わが国の医療保険制度は、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受け

ることができる医療制度の構築と質の高い保健医療水準の達成により、世界最長

の平均寿命を達成し「人生８５年時代」を迎えることができました。 

しかしながら、昨今の経済状況は、世界経済の減速に伴い景気は後退し、市町

は一段と厳しい財政状況となっております。 

さらに、本格的な少子高齢化、労働環境の変化などにより、医療を取り巻く環

境は大きく変化をし、医療保険制度の運営は極めて厳しい状況となっています。 

本広域連合といたしましても、高齢者の置かれている状況に十分配慮をしなが

ら、広域計画に基づき、きめ細かな対応を行ってまいります。 

 本広域連合は、市町との連絡調整を緊密に図りながら、被保険者である７５歳

以上の高齢者等が、世代の不利益なく継続して必要な医療や保健に関するサービ



スを受けることが出来るよう、所要の施策を実施していきます。 

 また、広域化のスケールメリットを活かし、財政の安定化と長寿医療に要する

費用の適正化を図ることにより、長寿医療制度の運営が適正かつ円滑に行われる

ように努めます。 

平成２１年度の被保険者の見込み数は、約２２万２千人で、三重県の人口の約

１１．８パーセントを占めております。 

市町からの情報に基づく被保険者台帳により、三重県における７５歳年齢到達

者など新規に長寿医療制度の被保険者となられる方は、毎月約４００人増加して

います。 

毎年７月には、被保険者証の一斉更新を行い、被保険者の資格の適正な管理を

行います。 

三重県の保険料率は、所得割率６.７９パーセント、被保険者均等割額３万６

千７５８円で、低所得者軽減後・被用者保険被扶養者軽減後の一人当たり平均保

険料は、５万１２２円となり、全国で３３位であります。 

被保険者の保険料については、２か年を財政期間としており、平成２１年度に

は、平成２２年度、２３年度の２年間の保険料率の決定を行います。 

保険料の収納率は、平成２０年１２月末現在 ９８．０パーセントで、収納対

策は制度運営の基本となる取り組みであり、今後は、市町・広域連合が一体とな

って取り組んでまいります。 

また、これと併せて、短期被保険者証、資格証明書の交付基準についても定め

ていく予定です。これら短期証・資格証は、交付が目的ではなく、保険料の確実

な納付のための手段として、納付相談、納付指導に鋭意努力するものであります。 

 被保険者の方が、病気やけがで医療機関等にかかられたとき、自己負担分を除

き医療給付を行いますが、その費用として平成２１年度は、約１千５７０億円を

見込んでおります。 

平成２０年度上半期の医療費の状況は、７７０億円で、一人あたりの医療費は

６ヶ月で３６万５千円となり、全国で４３位であります。 

後期高齢者等の健康の保持増進を図るため、長寿医療健診を行います。 

平成２０年度の受診状況は、当初の受診目標の４０パーセントを大きく下回っ

ております。 

平成２１年度は、対象者の拡大、検査項目の追加、受診期間の見直しなどによ

り、受診率の拡大をめざします。 

また、受診者の負担の軽減や利便性の向上のため、広域連合が委託する県内す

べての健診機関での受診ができる実施体制を継続していく取り組みを進めてい

ます。 

長寿医療制度の事務分担については、被保険者の資格管理や保険料の賦課、医



療給付等に関する事務が広域連合へ集約され、各種申請・届出の受付などの窓口

事務や保険料の徴収などの事務が市町の事務となることから、広域連合と市町

は、相互に補完しあう、車輪の両輪のような関係であり、緊密な連携を図ってい

きます。 

以上、２１年度の概要について説明申し上げました。 

こうした課題を的確に対応すべく、全力を挙げて取り組んでいく考えでありま

すが、議員のみなさまをはじめ、各市町のみなさまのご支援、ご協力が不可欠で

ございます。 

今後とも、精一杯努力をしてまいりたいと考えておりますので、みなさまのご

理解とご協力をお願いいたします。 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

ありがとうございました。 

  議案整理のため、暫時休憩いたします。 

 

午後１時４４分 休憩 

 

午後１時４５分 再開 

 

〔日置記平議長 登壇〕 

 

○議長（日置記平君） 

  議員の皆様にお詫び申し上げます。 

  大変遅くなったこと、ご無礼をお許しいただきたいと思います。 

  副議長には代理を務めていただきましてありがとうございました。 

  それでは、さっそく始めさせていただきます。 

  それでは、議事日程により会議を続けます。 

日程第５「議案第１号 三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業運

営基金条例の制定について」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（松田直久君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 



 

○広域連合長（松田直久君） 

議案第１号 三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業運営基金条

例の制定につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第１１６条第２項第

１号に規定をする特定期間の２年間を通じ、財政の均衡を図ることを目的として、

後期高齢者医療特別会計に基金を設置し、積立て、管理、運用益の処理、組替運

用及び処分等について条例を制定し、公布の日から施行しようとするものであり

ます。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（日置記平君） 

  説明が終わりました。本案について、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（日置記平君） 

これに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（日置記平君） 

これをもちまして、討論を終結いたします。これより採決を行います。 

議案第１号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」と認めます。よって、議案第１号は、原案のとおり可決されま

した。 

 

 

 

○議長（日置記平君） 

  日程第６「議案第２号 三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨



時特例基金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（松田直久君） 

 議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議案第２号 三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基

金条例の一部の改正につきましては、高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を財源として、適正に運用することを目

的として条例の一部を改正し、公布の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、事務局長から説明をさせていただきます。 

 

○事務局長（安田謙君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  安田事務局長。 

 

○事務局長（安田謙君） 

議案第２号 後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部の改正の主な内容

につきましてご説明をさせていただきます。 

 第２条、基金の額につきましては、広域連合が国から交付を受ける交付金とし

て、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を追加するものでございます。 

 第６条、処分につきましては、第１号中に被用者保険の被扶養者であった被保

険者に係る保険料の軽減としまして平成２１年度におきましても被保険者均等

割額の９割軽減の措置を継続するための財源に充てる場合、第３号といたしまし

て後期高齢者医療制度に関する説明会の開催や広報の実施経費の財源に充てる

場合、第４号といたしまして後期高齢者医療制度に関するきめ細やかな相談体制

整備を講じる経費の財源に充てる場合、第５号といたしまして平成２１年度にお

けます被保険者均等割額の軽減と所得割額の軽減のための財源に充てる場合を

追加するものであります。 

 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（日置記平君） 

  説明が終わりました。本案について、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（日置記平君） 

これにて質疑を終了いたします。 

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（日置記平君） 

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２号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」と認めます。よって、議案第２号は、原案のとおり可決されま

した。 

 

 

 

○議長（日置記平君） 

 日程第７「議案第３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（松田直久君） 

議長。 

 

○議長（日置記平君） 

松田広域連合長。 



 

○広域連合長（松田直久君） 

議案第３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

一部の改正につきましては、平成２１年度以降の均等割額の軽減割合の拡大及び

所得割額の軽減割合の設定並びに被用者保険の被扶養者であった被保険者に係

る保険料の軽減として平成２１年度においても被保険者均等割額の９割軽減の

措置を継続し、適切に実施するために条例の一部を改正し、平成２１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、事務局長から説明をいたします。 

 

○事務局長（安田謙君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  安田事務局長。 

    

○事務局長（安田謙君） 

議案第３号 後期高齢者医療に関する条例の一部の改正につきましての主な

内容につきまして説明をさせていただきます。 

  第１４条 所得の少ない者に係る保険料の減額につきましては、第１項第１号

の２を加えまして、被保険者均等割額の軽減割合の拡大といたしまして、均等割

額の７割軽減を受ける世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が、各種所得の

金額及び他の所得と区分して計算をされる所得の金額がない場合、具体的には年

金収入８０万円以下の場合に、被保険者均等割額を９割軽減しようとするもので

ございます。 

第３項といたしまして、所得割額の軽減割合の設定といたしまして、所得割を

負担する者のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円を超えない被保険者、

具体的には年金収入１５３万円から２１１万円までの方につきまして、所得割額

を５割軽減しようとするものでございます。 

  附則第１２条の設定といたしまして、平成２１年度における被用者保険の被扶

養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例としまして、被用者保険の被扶

養者であった被保険者に係る保険料の軽減として平成２１年度におきましても

被保険者均等割額の９割軽減の措置を継続しようとするものであり、その他所要

の改正をしようとするものでございます。 

  なお、第１４条の軽減措置につきましては、恒久的な措置として改正をするも

のでございますが、平成２１年度の財政措置につきましては、政令の改正を伴い



ます保険基盤安定制度によるものではございませんで、国庫負担に対応した予算

措置と本条例の一部の改正により、平成２１年４月１日から施行しようとするも

のでございます。 

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（日置記平君） 

局長の説明は以上であります。 

本案について、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（日置記平君） 

これにて質疑を終了いたします。 

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（日置記平君） 

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３号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」と認めます。よって、議案第３号は、原案のとおり可決されま

した。 

 

 

 

○議長（日置記平君） 

日程第８「議案第４号 三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一

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（松田直久君） 

  議長。 

 



○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

    議案第４号 三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部改正に

つきましては、広域連合に設置しております「三重県後期高齢者医療広域連合個

人情報保護審査会」及び「三重県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会」の統

合を図るため、三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例中に「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」を置くことを規定し、三

重県後期高齢者医療広域連合情報公開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につきましては、個人情報保

護条例の一部を改正する条例の附則において改正し、平成２１年４月１日から施

行しようとするものであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願いをいたします。    

 

○議長（日置記平君） 

説明は以上であります。 

本案について、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（日置記平君） 

これに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（日置記平君） 

これをもちまして、討論を終了いたします。これより採決を行います。 

議案第４号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」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（日置記平君） 

日程第９「議案第５号 平成２０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（松田直久君） 

  議長。 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議案第５号 平成２０年度一般会計補正予算（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 １

千１０２万４千円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２億４千５６０万２千円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（安田謙君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  安田事務局長。 

    

○事務局長（安田謙君） 

議案第５号 一般会計補正予算（第２号）の詳細につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

６ページをお願いいたします。 

初めに歳入から款の順序に従いまして説明いたします。 

第１款 分担金及び負担金 第１項 負担金の第１目 市町負担金は、１千４

４３万６千円の減額でございます。 

第２款 国庫支出金 第１項 国庫負担金 第１目 保険料不均一賦課負担

金は、８２万４千円の増額で、度会町におけます保険料不均一賦課に係る国庫負

担金の増額でございます。 



  ７ページをお願いいたします。 

第２項 国庫補助金 第３目 後期高齢者医療制度事業費補助金は、１０６万

２千円の計上で、「意見を聞く場」の設置としての運営協議会の開催経費など医

療費適正化対策に係る補助金でございます。 

第３款 県支出金 第１項 県負担金 第１目 保険料不均一賦課負担金は、

８２万４千円の増額で、度会町におけます保険料不均一賦課に係る県負担金の増

額でございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

第４款 財産収入 第１項 財産運用収入 第１目 利子及び配当金につき

ましては、財政調整基金利子６万６千円の増額でございます。 

第６款 諸収入 第１目 預金利子は、６３万６千円の増額でございます。 

９ページをお願いいたします。 

続きまして、歳出でございます。 

第１款 議会費 第１目 議会費は、２０万円の減額で旅費の減額でございま

す。 

  第２款 総務費 第１項 総務管理費 第１目 一般管理費につきましては、

１千３４１万７千円の減額でございます。 

この主なものといたしまして、報償費につきましては、運営協議会委員の報償

費が １０万２千円の減額でございます。旅費は、費用弁償が ２１万５千円の

減額でございます。委託料は、１５万６千円の減額で、電算機保守点検委託料と

して財務会計保守管理業務委託料の減額でございます。使用料及び賃借料は、９

６万５千円の減額で、事務処理機器借上料としてコピー機の使用料等の減額 ９

３万５千円と、有料道路通行料の減額 ３万円を計上させていただいてございま

す。備品購入費は、庁用器具費の減額 ２２万６千円でございます。 

１０ページをお願いします。 

負担金、補助及び交付金は、１千１８１万９千円の減額で、広域連合への派遣

職員２０名の人員構成の変動等によります派遣職員人件費負担金の既決予算額

との調整による減額でございます。 

積立金は、６万６千円の増額で、財政調整基金利子 ６万６千円を基金に積立

てるものでございます。 

第３款 民生費 第１項 社会福祉費 第１目 老人福祉費につきましては、

２５９万３千円の増額でございます。 

これは、繰出金の増額でありまして、度会町における保険料不均一賦課に係る

国庫負担金及び県負担金の増額 １６４万８千円と、医療費適正化対策に係る後

期高齢者医療制度事業費補助金 ９４万５千円を特別会計に繰り出すものでご

ざいます。 



  以上で説明を終わります。よろしく、ご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（日置記平君） 

説明は以上であります。 

本案について、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（日置記平君） 

これにて質疑を終了いたします。 

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（日置記平君） 

これをもちまして、討論を終了いたします。これより採決を行います。 

議案第５号について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」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。 

 

 

 

○議長（日置記平君） 

日程第１０「議案第６号 平成２０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（松田直久君） 

 議長。 

 

○議長（日置記平君） 

松田広域連合長。 



 

○広域連合長（松田直久君） 

議案第６号 平成２０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に、歳入歳出それぞれ ８億９千４９７万９千円を追加し、

補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ １千４３８億７千２７９万

５千円とするものであります。 

なお、詳細につきましては、事務局長から説明をいたします。 

 

○事務局長（安田謙君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  安田事務局長。 

    

○事務局長（安田謙君） 

議案第６号 平成２０年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の詳細

につきまして、ご説明をさせていただきます。 

  ６ページをお願いいたします。 

初めに歳入から款の順序に従いまして説明をさせていただきます。 

第１款 市町支出金 第１目 事務費等負担金は、１億５千６１４万円の減額

でございます。 

これにつきましては、一般管理事務費負担金 ７千６５９万５千円の減額、健

康診査事業事務費負担金 ７千９５４万５千円の減額でございます。 

健康診査事業事務費負担金の減額につきましては、三重県市町村振興協会より

助成金が見込まれますこと、また、国保連合会で構築しております健康管理シス

テムの開発に伴う負担金の残が見込まれますことに伴います減額でございます。 

第２目 保険料等負担金は、２千１２０万７千円の増額でございます。 

これは、市町の保険料負担金が ４千５３２万４千円の減額、保険基盤安定制

度負担金が ６千６５３万１千円の増額によるものでございます。 

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、５億３千

３３５万２千円の減額でございます。 

これにつきましては、平成２０年１０月３０日までに広域連合や市町が実施し

ました後期高齢者医療制度に関する広報の実施経費、きめ細やかな相談体制を講

じる経費と、長寿・健康増進事業の実施経費に係る特別調整交付金 ５２９万１

千円の計上と、平成２０年７月の臨時会におけます特別会計補正予算（第１号）



におきまして特別調整交付金として計上しました保険料追加軽減措置分として

の均等割額の７割軽減を８割５分軽減に、所得割額の５０パーセント軽減につき

まして、国の補正予算対応に伴いまして、第３款 県補助金、第３項の高齢者医

療制度円滑運営事業費補助金に科目を振り替えることによります減額 ５億３

千８６４万３千円との増減でございます。 

第３目 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金につきましては、高齢者医療

制度の円滑な運営を図るための交付金として９億７千７９０万６千円の計上で

ございます。 

  この内訳といたしまして、平成２０年１０月３１日以降及び平成２１年度に広

域連合や市町が実施をします後期高齢者医療制度に関する広報の実施経費、きめ

細やかな相談体制を講じる経費といたしまして ７千９８４万６千円と、平成２

１年度におけます被保険者均等割額の軽減割合の拡大、約４万１千人分と、所得

割額の軽減割合の設定、約１万９千人分に伴います経費 ５億２千５２６万円、

被用者保険の被扶養者であった被保険者に係る保険料の軽減としまして平成２

１年度においても被保険者均等割額の９割軽減の措置を継続するため、約３万７

千人分としての経費 ３億７千２８０万円の計上でございます。 

  なお、この高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金につきましては、全額を後

期高齢者医療制度臨時特例基金に積立てしようとするものでございます。 

  ７ページをお願いします。 

第３款 県支出金 第３項 県補助金 第２目 高齢者医療制度円滑運営事

業費補助金は ６億３千３５２万円の計上でございます。 

  この内訳としまして、第２款 国庫補助金よりの科目振替分を含めました保険

料追加軽減措置分といたしまして ６億１千８６０万６千円と、国民健康保険中

央会が開発する広域連合電算処理システム改修共同事業負担金の補助金としま

して 1 千４９１万４千円の計上でございます。 

第４項 県委託金 第１目 三重県から委託のありました公費負担医療に係

るデータ提供事務処理作業の委託金としまして、７７万７千円の計上でございま

す。 

８ページをお願いします。 

第６款 繰入金 第１項 一般会計繰入金は、２５９万３千円の増額でござい

ます。 

これは、度会町におけます保険料不均一賦課にかかる国庫負担金及び県負担金

の増額 １６４万８千円と、医療費適正化対策に係る後期高齢者医療制度事業費

補助金 ９４万５千円で、一般会計からの繰入金でございます。 

第２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とい

たしまして、１億３千５３６万２千円の減額でございます。 



  これは、平成１９年度に基金に積立てたものでございまして、平成２０年度分

の被用者保険の被扶養者であった被保険者に係る保険料の軽減のための経費が 

１億７千１９２万５千円の減額と、後期高齢者医療制度臨時特例基金に積立てら

れます高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金のうち、平成２０年度事業分とし

て広域連合や市町が実施をいたします後期高齢者医療制度に関する広報の実施

経費やきめ細やかな相談体制整備を講じる経費 ３千６５６万３千円を基金か

ら繰り入れるものとの増減でございます。 

９ページをお願いいたします。 

第８款 諸収入 第２項 預金利子は、４千９６１万８千円の増額でございま

す。 

  第３項 雑入 第４目 雑入は、３千３３３万２千円の増額でございます。 

  三重県市町村振興協会助成金 ３千２４８万７千円の計上は、三重県内の国

保・介護・後期高齢者医療の保険者が実施をします健康診査を円滑に運営するた

めの共同処理システムとして三重県版健康診査・保健指導管理システムの構築に

係る助成と、新聞広告等に係ります三重県国民健康保険団体連合会助成金として

８４万５千円を計上させていただいてございます。 

  １０ページをお願いいたします。 

第９款 財産収入 第１項 財産運用収入 第１目 利子及び配当金につき

ましては、後期高齢者医療制度臨時特例基金利子として ８８万円の計上でござ

います。 

１１ページをお願いいたします。 

続きまして、歳出でございます。 

第１款 総務費 第１項 総務管理費 第１目 一般管理費は、９億１千４４

６万９千円の増額でございます。 

  その主なものといたしまして、役務費は、４千３７８万３千円の減額で、被保

険者証や医療費通知の郵送料の残として通信運搬費が ４千８１９万６千円の

減額、３月掲載予定の新聞広告料が ４４１万３千円の増額でございます。 

委託料は、２千３４５万４千円の減額で、制度改正等に伴いますシステム改修

によります広域連合電算処理システム事業委託料の増額 ４３１万６千円、国保

連合会へのレセプト資格給付確認事務等の委託料の減額 ２千３４５万４千円、

その他の委託料といたしまして、受診券発行・発送等業務委託料の増額８０１万

１千円、医療費通知等封入封緘業務委託料の減額 １６７万７千円、社会保険診

療報酬支払基金事務委託料の減額 １千６５万円でございます。 

使用料及び賃借料は、事務処理機器借上料の増額で、広域連合電算処理システ

ム機器等使用料が ３１０万円の増額でございます。 

１２ページをお願いいたします。 



負担金補助及び交付金は、１８万円の減額で、負担金が ３千５２３万１千円

の減額、補助金が ３千５０５万１千円の増額でございます。 

  これにつきましては、国保連合会システム構築費等の負担金が ５千５万５千

円の減額、三重県保険者協議会負担金が ９万円の減額、国民健康保険中央会が

開発する広域連合電算処理システム改修共同事業の負担金として １千４９１

万４千円の計上でございます。 

また、高齢者医療制度特別対策補助金といたしまして、平成２０年１０月３０

日までに市町が実施しました後期高齢者医療制度に関する広報の実施経費、きめ

細やかな相談体制整備を講じる経費と、長寿・健康増進事業の実施経費として特

別調整交付金該当事業に係る市町補助金 ３８０万９千円、高齢者医療制度特別

対策特例補助金として平成２０年１０月３１日以降に市町が実施する後期高齢

者医療制度に関する広報の実施経費、きめ細やかな相談体制整備を講じる経費と

して円滑運営臨時特例交付金該当事業に係る市町補助金 ３千１２４万２千円

の計上でございます。 

  積立金は、後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金として９億７千８７８万６

千円の計上でございます。 

  これにつきましては、円滑運営臨時特例交付金として交付されます平成２０年

１０月３１日以降及び平成２１年度に広域連合や市町が実施する後期高齢者医

療制度に関する広報の実施経費やきめ細やかな相談体制整備を講じる経費、臨時

特例交付金の対象事業でございます後期高齢者医療電算処理システムの追加サ

ーバの購入経費として ７千９８４万６千円、平成２１年度におけます被保険者

均等割額の軽減割合の拡大と所得割額の軽減割合の設定に伴う経費として ５

億２千５２６万円、被用者保険の被扶養者であった被保険者に係る保険料の軽減

といたしまして平成２１年度においても被保険者均等割額の９割軽減の措置を

継続するための経費として ３億７千２８０万円の計上及び基金利子積立金 

８８万円の計上でございます。 

１３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、国庫支出

金の増額に伴う財源振替更正でございます。 

  第７款 諸支出金 第１項 償還金及び還付加算金 第１目 還付加算金と

して、４９万円の増額でございます。 

  １４ページをお願いいたします。 

第８款 予備費は、１千９９８万円の減額で、これにつきましては、後期高齢

者医療制度の保険料が２か年を財政期間としておりまして、初年度であります平

成２０年度の保険料余剰金の減額でございます。 

  以上で説明を終わります。よろしく、ご審議のほど、お願い申し上げます。 



 

○議長（日置記平君） 

説明は以上であります。 

本案について、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（日置記平君） 

これにて質疑を終了いたします。 

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（日置記平君） 

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、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

ご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（日置記平君） 

  日程第１１「議案第７号 平成２１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（松田直久君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 



議案第７号 平成２１年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につ

きましては、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２億９５７万円とする

ものであります。前年度と比べ、１千４３０万９千円の増額であります。 

  詳細につきましては、事務局長から説明をいたします。    

 

○事務局長（安田謙君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  安田事務局長。 

    

○事務局長（安田謙君） 

議案第７号 平成２１年度一般会計予算の詳細につきまして、ご説明をさせて

いただきます。 

８ページをお願いいたします。 

初めに歳入から款の順序に従いまして説明をさせていただきます。 

第１款 分担金及び負担金は、市町負担金で １億８千９２万９千円の計上で、

前年度と比べ ９２１万１千円の減額でございます。 

１０ページをお願いします。 

第２款 国庫支出金 第１項 国庫負担金 第１目 保険料不均一賦課負担

金は ３４６万円の計上で、度会町におけます保険料不均一賦課に係る国庫負担

金を一般会計で受け入れるものでございます。前年度と比べ ９２万１千円の増

額でございます。 

第２項 国庫補助金 第１目 後期高齢者医療制度事業費補助金は、２０万４

千円の計上で、運営協議会の開催経費など医療費適正化対策に係る補助金でござ

います。 

第３款 県支出金 第１項 県負担金 第１目 保険料不均一賦課負担金は、

３４６万円の計上で、度会町におけます保険料不均一賦課に係る県負担金を一般

会計で受け入れるものでございます。前年度と比べ ９２万１千円の増額でござ

います。 

  １２ページをお願いいたします。 

第４款 財産収入は、財政調整基金利子で １千円の計上でございます。 

第５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、２千

１４７万３千円の計上でございます。 

これにつきましては、円滑運営臨時特例交付金の対象事業でございます後期高

齢者医療電算処理システムの追加サーバの購入と同時に導入をいたします追加



サーバ検証機の購入経費につきまして、財政調整基金を ２千１４７万３千円取

り崩し、財源とするものでございます。 

第６款 繰越金 １千円は、前年度繰越金でございます。 

  １４ページをお願いします。 

第７款 諸収入は、預金利子１千円、雑入４万１千円の計上でございます。 

  １６ページをお願いします。 

続きまして、歳出でございます。 

第１款 議会費 第１目 議会費は、８４万９千円の計上で、議員報酬 ６４

万８千円、旅費 ９万円、会場使用料 １１万１千円の計上でございまして、平

成２１年度は、定例会２回と臨時会１回の経費を計上させていただいてございま

す。 

第２款 総務費 第１項 総務管理費 第１目 一般管理費は、１億７千９３

１万４千円の計上で、前年度と比べ、９３０万９千円の減額でございます。 

  その主なものといたしまして、報酬は、特別職等報酬 ４６万３千円の計上、 

給料は、会計管理者の給料 ３５４万円の計上でございます。職員手当等は、１

千６６万１千円の計上で、時間外勤務手当 ９０７万１千円等でございます。 

共済費は、共済組合負担金等で１２７万３千円の計上でございます。賃金は、２

７９万４千円の計上で、臨時事務補助員賃金でございます。報償費は、４６万４

千円でございます。 

  １８ページをお願いいたします。 

報償費の内訳でございますが、運営協議会委員報償費 ２６万４千円のほか、

今年度より法律相談報償費として ２０万円を計上いたしております。旅費は、

１６０万６千円の計上、交際費は、３万円の計上でございます。需用費は、２１

８万２千円の計上で、消耗品費等々でございます。役務費は、通信運搬費 １５

４万１千円の計上で、電話代、郵便切手代でございます。委託料は、７８０万７

千円の計上で、電算機保守点検委託料が １５４万２千円で、これにつきまして

は財務会計システム保守点検委託料等でございます。また、その他の委託料とい

たしまして、保健師の人材派遣委託料 ６２６万５千円を計上させていただいて

ございます。使用料及び賃借料としまして、９３９万８千円の計上で、事務所借

上料 ３１７万５千円、事務処理機器借上料 ４９０万７千円、公用車借上料 

３９万７千円、会場借上料 ８１万９千円、有料道路通行料 １０万円でござい

ます。備品購入費は、庁用器具費といたしまして ２０万円の計上で、負担金、

補助及び交付金は、１億３千７３５万３千円の計上でございます。 

内訳といたしまして、負担金は、広域連合派遣職員人件費負担金１８人分とい

たしまして１億３千４６３万円、情報公開・個人情報保護審査会負担金 ９万２

千円、公平委員会負担金 １万８千円で、 



  ２０ページをお願いいたします。 

事務所光熱水費負担金 ２６０万円でございます。補助金は、職員人間ドック

受診補助金 １万３千円。積立金は、財政調整基金積立金としまして２千円の計

上でございます。 

第２項 選挙費 第１目 選挙管理委員会費は、２０万７千円の計上で、選挙

管理委員報酬、旅費、会場使用料でございます。 

第２目 広域連合長選挙費は、３万４千円の計上でございます。 

  ２２ページをお願いいたします。 

第３項 監査委員費 第１目 監査委員費は、２７万３千円の計上で、監査委

員報酬、旅費、会場使用料でございます。 

  第３款 民生費 第１項 社会福祉費 第１目 老人福祉費は、繰出金 ２千

８３９万３千円の計上で、前年度に比べまして ２千３３１万５千円の増額でご

ざいます。 

保険料不均一賦課繰出金といたしまして、度会町におけます保険料不均一賦課

に係る国庫負担金及び県負担金として ６９２万円、円滑運営臨時特例交付金の

対象事業でございます後期高齢者医療電算処理システムの追加サーバの購入と

同時に導入をいたします追加サーバ検証機の購入経費につきましての財政調整

基金の取り崩し分 ２千１４７万３千円を後期高齢者医療特別会計繰出金とし

て計上をさせていただいております。 

第４款 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。 

 

○議長（日置記平君） 

説明は以上であります。 

本案について、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（日置記平君） 

これにて質疑を終了いたします。 

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（日置記平君） 



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、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」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（日置記平君） 

  日程第１２「議案第８号 平成２１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。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

議案第８号 平成２１年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １千５

８６億３千７５２万６千円とするものであります。 

前年度と比べ、１５６億６千６３１万４千円の増額で、平成２０年度は療養給

付費を１１ヶ月分計上しましたが、平成２１年度の療養給付費は１２ヶ月分を計

上することと、被保険者の増に伴うものであります。 

また、一時借入金の借入れの最高額は、６２億５千万円と定めるものでありま

す。 

 詳細につきまして、事務局長から説明をいたします。 

 

○事務局長（安田謙君） 

  議長。 

 



○議長（日置記平君） 

  安田事務局長。 

    

○事務局長（安田謙君） 

  議案第８号 平成２１年度後期高齢者医療特別会計予算の詳細につきまして、

ご説明させていただきます。 

８ページをお願いいたします。 

初めに歳入の款の順序に従いまして説明をさせていただきます。 

第１款 市町支出金 第１目 事務費等負担金は、７億９千５４６万円の計上

で、前年度と比べ １億２千６２１万３千円の減額でございます。これにつきま

しては、一般管理事務費負担金が ６億３千２６５万１千円、健康診査事業負担

金が ８千４１４万２千円、健康診査事業事務費負担金が ７千８６６万７千円

の計上で、広域連合規約で定めます負担割合によるものでございます。 

  第２目 保険料等負担金は、１４１億１千１６８万９千円の計上で、前年度と

比べ ３千６１７万１千円の増額でございます。これは、保険料等負担金が１１

３億３千５３２万３千円、保険基盤安定制度負担金、これにつきましては保険料

軽減分を県４分の３・市町４分の１で負担するもので ２７億７千６３６万６千

円の計上でございます。 

第３目 療養給付費負担金は、１２３億３千９１９万９千円の計上で、前年度

と比べまして １２億８千４７０万１千円の増額でございます。 

平成２０年度は療養給付費を１１ヶ月分計上いたしましたが、平成２１年度の

療養給付費は１２ヶ月分を計上することによりますことと、被保険者の増に伴う

ものでございます。 

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、３

７０億１千７５９万５千円の計上で、前年度と比べて ３８億５千４１０万１千

円の増額でございます。 

第２目 高額医療費負担金は、３億１千５２５万２千円の計上で、前年度と比

べ ４千１５９万７千円の増額で、これにつきましてはレセプト１件あたり８０

万円を超える部分につきまして、国及び県が４分の１ずつ負担するものでござい

ます。 

  １０ページをお願いします。 

第２項 国庫補助金 第１目 調整交付金は、１３４億５０３万２千円の計上

で、前年度と比べて １３億９千７１６万５千円の増額でございます。 

普通調整交付金、１３４億５０２万２千円につきましては、全国の所得水準に

よりまして生じる財政の不均衡を調整されるもので、特別調整交付金は、１万円

の計上でございます。 



  第２目 健康診査費補助金は、８千４１４万２千円の計上でございます。 

  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、１２３

億３千９１９万９千円で、前年度と比べまして １２億８千４７０万１千円の増

額でございます。 

第２目 高額医療費負担金は、３億１千５２５万１千円の計上で、前年度と比

べ ４千１５９万６千円の増額でございます。 

  １２ページをお願いいたします。 

第４款 支払基金交付金 第１目 後期高齢者交付金につきましては、６６１

億９千７１５万４千円の計上で、前年度と比べまして ６８億９千１９９万４千

円の増額で、医療保険者からの支援金でございます。 

第５款 特別高額医療費共同事業交付金 第１目 特別高額医療費共同事業

交付金は、５千２４０万２千円の計上で、前年度と比べ ６０万３千円の増額で、

これにつきましては、レセプト１件あたり４００万円を超える医療費につきまし

て、その２００万円を超える費用について、各広域連合からの拠出金を財源とす

るものでございます。 

  第６款 繰入金 第１項 一般会計繰入金 第１目 一般会計繰入金は、２千

８３９万３千円の計上で、保険料不均一賦課繰入金６９２万円、円滑運営臨時特

例交付金の対象事業でございます後期高齢者医療電算処理システムの追加サー

バの購入と同時に購入する追加サーバ検証機の購入経費についての一般会計か

らの繰入金として ２千１４７万３千円の計上でございます。 

１４ページをお願いいたします。 

第２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、９

億４千１３４万２千円の計上でございます。これにつきましては、平成２１年度

に広域連合と市町が実施する後期高齢者医療制度に関する広報の実施経費２千

１８０万９千円、円滑運営臨時特例交付金の対象事業でございます後期高齢者医

療電算処理システムの追加サーバの購入経費 ２千１４７万３千円、平成２１年

度におけます被保険者均等割額の軽減割合の拡大と所得割額の軽減割合の設定

に伴います経費 ５億２千５２６万円、被用者保険の被扶養者であった被保険者

に係る保険料の軽減として平成２１年度におきましても被保険者均等割額の９

割軽減の措置を継続するための経費 ３億７千２８０万円の計上でございます。 

  第７款 繰越金は、前年度繰越金で、保険料等余剰金 ６億６千５４０万９千

円の計上でございます。 

第８款 県財政安定化基金借入金は、１千円の計上でございます。 

１６ページをお願いします。 

第９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 

過料は、それぞれ １千円の計上でございます。 



第２項 預金利子は、１千円の計上でございます。 

  第３項 雑入 第１目 違約金及び延納利息は １千円、第２目 第三者納付

金は、３千万円の計上で、交通事故等の対応によるものでございます。 

第３目 返納金 １千円、第４目 雑入 １千円の計上でございます。 

１８ページをお願いします。 

続きまして、歳出でございます。 

第１款 総務費 第１項 総務管理費 第１目 一般管理費は、７億７千５０

７万３千円の計上で、前年度と比べ ５千１４０万９千円の減額でございます。 

  その主なものといたしまして、需用費は、６６４万４千円で、消耗品費 ５５

万５千円、印刷製本費 ６０８万９千円でございます。 

役務費は、１億８千６０１万５千円で、被保険者証の郵送料等としまして通信運

搬費 １億７千６８４万８千円、手数料 ３１万１千円、新聞広告料 ８８５万

６千円でございます。 

委託料は、４億１千２３５万４千円で、主なものといたしまして、広域連合電

算処理システム事業委託料 １億３千１１９万９千円、国保連合会へのレセプト

点検・管理等々の事務委託料 ２億４千９４２万３千円、長寿医療健診受診券作

成等 委託料 ２千８９０万７千円でございます。 

使用料及び賃借料は、１億６７万５千円で、事務処理機器借上料でございます。 

備品購入費は、４千２９４万６千円の計上で、円滑運営臨時特例交付金の対象事

業でございます後期高齢者医療電算処理システムの追加サーバの購入及び同時

に導入をいたします追加サーバ検証機の購入経費でございます。 

この追加サーバ及び追加サーバ検証機の購入によりまして、システムの安定稼

働を図り、被保険者の資格・保険料管理業務や高額療養費の支給などの給付業務

等の作業の軽減と効率化を図るとともに、平成２１年度より開始となります高額

医療・高額介護合算制度支給額算定業務に対応するものでございます。 

負担金、補助及び交付金は、２千６４３万９千円の計上でございます。 

負担金の主なものといたしまして、国保連合会システムデータ管理事務費負担

金 ２千５６０万円でございます。 

高齢者医療制度特別対策特例補助金として、市町が実施する後期高齢者医療制

度に係る広報の実施経費といたしまして円滑運営臨時特例交付金該当事業に係

る市町補助金 ５７万４千円の計上でございます。 

２０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、１千５３

４億５千３９万１千円の計上で、前年度と比べまして １５９億７千３３０万４

千円の増額でございます。 

平成２０年度は療養給付費を１１ヶ月分計上いたしましたが、２１年度につき



ましては１２ヶ月分を計上することと、被保険者の増に伴うものであります。 

第２目 療養費は、１１億７７７万２千円の計上で、前年度と比べて １億１

千５３１万２千円の増額でございます。 

第３目 移送費は、２万５千円の計上、第４目 審査支払手数料は、４億８千

５７０万１千円の計上で、診療報酬審査支払手数料でございます。 

  第２項 高額療養諸費 第１目 高額療養諸費は、１２億８千５５２万６千円

の計上で、前年度と比べまして１億３千３８１万６千円の増額でございます。 

  第２目 高額介護合算療養費は、１千円の計上でございます。 

  ２２ページをお願いします。 

第３項 その他医療給付費 第１目 葬祭諸費は、６億４千５４０万円の計上

で、前年度と比べまして１千８９０万円の増額でございます。 

  第３款 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、１億

６千３９５万円の計上で、前年度と比べて１３０万６千円の減額で、これにつき

ましては、三重県に基金を設置し６年間で３０億円を見込むもので、国・県・広

域連合が３分の１ずつ拠出するもので、医療給付費の増や保険料収納の変動に対

応しようとするものでございます。 

  ２４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目 特別高額医療費共同事業

拠出金は、５千２４０万２千円の計上で、前年度と比べて６０万３千円の増額で

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、１００万円の計上でござい

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

５億１千３２０万１千円の計上で、前年度と比べまして３０２万９千円の増額で

ございます。 

平成２１年度の受診率は、３３パーセントを目標とさせていただいてございま

す。 

第２目 その他の健康保持増進費として、無医地区への健康出前講座等の委託

料として、前年度と同額の ５６６万３千円の計上でございます。 

２６ページをお願いします。 

第６款 公債費は、一時借入金利子として ６２５万円の計上でございます。 

  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

１万円の計上で、第２目 保険料還付金は、１千３００万円の計上でございます。 

第８款 予備費は、１億３千２１６万１千円の計上で、平成２１年度は保険料

余剰金が発生しませんので、前年度と比べて ５億５千３２２万８千円の減額と

な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、ご審議のほど、お願い申し

上げます。 

 

○議長（日置記平君） 

  説明は以上であります。 

  本案について、質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

○３３番議員（稲葉輝喜君） 

  よろしいですか。 

 

○議長（日置記平君） 

  はい、どうぞ。お名前をおっしゃってください。 

 

○３３番議員（稲葉輝喜君） 

  南伊勢町の稲葉です。説明の中に、特別会計と一般会計を見せていただく中で

円と千円の位を変えているところを説明願いたい。揃えた方が読みやすいのです

が。その理由を。 

 

○議長（日置記平君） 

  ただいまの稲葉議員の質問に対して、ご答弁をお願いします。 

 

○事務局長（安田謙君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  はい、事務局長。 

 

○事務局長（安田謙君） 

  私が説明させていただいた中でわかりづらい部分がございましたかわかりま

せん。申し訳ございません。通常の予算単位で説明をさせていただいている部分

でございまして、千円に満たない部分は何万円という部分でさせていただき、詳

細の部分につきまして予算書は千円単位でさせていただいているんですが、市町

負担金等々詳細の部分を掲載している分につきましては、円まで出させていただ

いて明示をさせていただいている部分でございます。 

  今後また、気をつけて整理をしていきたいなと思っておりますのでよろしくお

願いいたしたいと思います。 



    

○議長（日置記平君）    

        はい、稲葉議員。 

 

○３３番議員（稲葉輝喜君）    

  はい。 

 

○議長（日置記平君） 

  よろしいですか。 

 

○３３番議員（稲葉輝喜君）    

  はい。 

 

○議長（日置記平君） 

はい。他にいかがですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君） 

これに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（日置記平君） 

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、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」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。 

  引き続き日程第１３、議案第９号に入りたいところでありますが、時間も６０

分を経過いたしましたので、１０分程度休憩をとりたいと思います。再開は、午



後３時といたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

午後２時４７分 休憩 

 

午後３時００分 再開 

 

○議長（日置記平君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第１３「議案第９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」を議題といたしします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

議案第９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

に関する協議につきましては、地方自治法第２５２条の 7 第２項の規定により平

成２１年３月３１日をもって、「多気郡大台町、度会郡大紀町中学校組合」が三

重県市町公平委員会から脱退することについて、関係地方公共団体と協議するも

のであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

    

○議長（日置記平君） 

  説明が終わりました。 

本案について、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（日置記平君） 

これに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（日置記平君） 

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、原案のとおり可決することに

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」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。 

 

 

 

○議長（日置記平君） 

  日程第１４「議案第１０号 三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団

体の数の増加及び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」を議題といたしします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

議案第１０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増

加及び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きましては

地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、平成２１年４月１日から「木曽

岬町」が、三重県市町公平委員会に加入すること及び三重県市町公平委員会共同

設置規約の一部を変更することについて関係地方公共団体と協議するものであ

ります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 



○議長（日置記平君） 

  説明は以上であります。 

本案について、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（日置記平君） 

これに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（日置記平君） 

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、原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「ご異議なし」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（日置記平君） 

  日程第１５「議案第１１号 副広域連合長の選任同意について」を議題といた

します。 

  佐藤均議員に申し上げます。 

  地方自治法第１１７条の規定により、議席番号２３番佐藤均議員の一身上に関

する事件のため、本件の議案終了まで退席されますようお願いします。 

 

[２３番 佐藤均議員 退場] 

 

○議長（日置記平君） 

本案について、提案理由の説明を求めます。 



 

○広域連合長（松田直久君） 

  議長。 

 

○議長（日置記平君） 

  松田広域連合長。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

議案第１１号 副広域連合長の選任同意につきましては、山田信博副広域連合

長が４月５日をもって川越町長職の任期満了を迎えますことから、後任として東

員町長の佐藤均氏を選任いたしたく、本広域連合議会の同意をお願いするもので

あります。 

  よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。    

 

○議長（日置記平君） 

  説明は以上であります。 

本案について、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（日置記平君） 

これにて質疑を終了いたします。 

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（日置記平君） 

これをもちまして、討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。議案第１１号について、同意することにご異議ござ

いませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○議長（日置記平君）    

「異議なし」と認めます。よって、議案第１１号は、同意することに決定をい

たしました。 



  退席中の佐藤均議員の入場を許可します。 

    

〔２３番 佐藤均議員入場・着席〕    

    

○議長（日置記平君）    

佐藤均議員にご通知申し上げます。 

議案第１１号は、同意することに決定いたしましたので、副広域連合長就任に

ついてごあいさつをお願いいたします。 

 

○２３番議員（佐藤均君） 

  失礼をさせていただきます。 

ただいま、副広域連合長の選任をいただきました東員町長の佐藤均でございま

す。 

  後期高齢者医療制度が開始をされまして約１年が経過をしようとしておりま

す。その間、保険料の軽減対策、また、保険料の年金天引き見直し等非常に複雑

で難しい制度でございますけども、今後皆さんと一緒に勉強をさせていただきな

がら連合長を補佐し、一生懸命頑張らせていただきますのでなお一層ご指導ご鞭

撻をよろしくお願いを申し上げまして挨拶にさせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

 

○議長（日置記平君） 

ありがとうございました。議案整理のため、暫時休憩いたします。 

 

 

午後３時０８分 休憩 

 

午後３時１５分 再開 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩中に日置記平議長から議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。「議長の辞職について」を日程に追加し、議題としたいと

存じます。ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    



○副議長（谷口宏嗣君）    

「ご異議なし」と認めます。 

したがって、「議長の辞職について」を日程に追加し、議題といたします。 

一応、猪飼議会書記長に朗読させます。 

 

○議会書記長（猪飼康弘君） 

  議長。 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

  議会書記長。 

 

〔議会書記長 猪飼康弘君 朗読〕 

   

  三重県後期高齢者医療広域連合議会議長の辞職について 

                       平成２１年２月１２日 

   

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

  なお、地方自治法第１１７条の規定により、日置記平議長は退場されておりま

すので、ご報告申し上げます。 

  お諮りいたします。日置記平議員の議長辞職を許可することにご異議ございま

せんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

    

○副議長（谷口宏嗣君）    

「ご異議なし」と認めます。 

        したがって、日置記平議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

  日置記平前議長、入場をお願いします。 

 

[４番 日置 記平議員入場・着席] 

    

○副議長（谷口宏嗣君）    

  前議長、日置記平議員の議長の辞職願は願い出のとおり許可することに決定い

たしましたので、ご通知申し上げます。 

  前議長、日置記平議員からごあいさつがございます。 



    

○前議長（日置記平君） 

  短い時間、期間ではありましたが、松田広域連合長さんはじめ事務局の皆さん

方、そして、会場の議員の皆様方には大変お世話になりましてありがとうござい

ます。 

  まだ設立して間もない議会でありますが、どうぞこれからもますますのご発

展・ご活躍をご祈念申し上げましてごあいさつといたします。ありがとうござい

ました。（拍手） 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

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、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと存

じます。ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○副議長（谷口宏嗣君）    

「ご異議なし」と認めます。 

したがって、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。 

議事整理のため暫時休憩いたします。 

 

 

午後３時１９分 休憩 

 

午後３時２０分 再開 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

一応、猪飼議会書記長に朗読させます。 

 

○議会書記長（猪飼康弘君） 

  議長。 

 

○副議長（谷口宏嗣君） 

  議会書記長。 

 



〔議会書記長 猪飼康弘君 朗読〕 

   

三重県後期高齢者医療広域連合議会議長の選挙 

三重県後期高齢者医療広域連合議会議長の選挙を行う。 

                       平成２１年２月１２日 

 

   

○副議長（谷口宏嗣君）    

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

定によって指名推選によって行いたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

    

○副議長（谷口宏嗣君）    

「ご異議なし」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。 

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○副議長（谷口宏嗣君）    

「ご異議なし」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、竹口眞睦議員を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま副議長において指名いたしました竹口眞睦議員を

議長の当選人として定めることにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○副議長（谷口宏嗣君） 

「ご異議なし」と認めます。 

よって、ただいま指名いたしました竹口眞睦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竹口眞睦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。 

竹口眞睦議長、就任について、ごあいさつ願います。 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

  皆様、ただいま、多くの議員の皆様からご信任いただきました鈴鹿市議会の議

長の竹口でございます。 

  四日市の日置議長さんにおかれましては、一年間大変ご苦労さまでございまし

た。 

  もとより、日置議長さんは、有能な頭脳の持ち主でもあり、雄弁な方でもござ

いまして、私が後任として務まるか非常に不安でございます。 

  四日市市と鈴鹿市、お隣同士でございまして、いつも日置議長には何かとご指

導いただいておる間柄でもございまして、これからも前議長さんのご指導を仰ぎ

ながら、一生懸命にこの職務を務めたいと思いますので重ねて皆様方の、今日ご

参集いただいている議員の皆様方の温かい更なるご支持とご支援をいただきな

がら一生懸命頑張っていく所存でございますのでよろしくお願いをいたしまし

て、簡単ではございますけどあいさつにかえさせていただきます。 

  どうもありがとうございます。（拍手） 

 

○副議長（谷口宏嗣君）    

ありがとうございました。 

それでは、議長と交代をいたします。竹口眞睦議長、議長席にお着きお願いい

たします。 

皆様のご協力、誠にありがとうございました。（拍手） 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

  座って失礼させていただきます。 

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申し上げま

す。 

それでは、議案整理のため、暫時休憩をいたします。再開は、午後３時３０分

からにいたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

午後３時２４分 休憩 

 

午後３時３０分 再開 

 

○新議長（竹口眞睦君）    



休憩前に引き続き会議を開きます。 

休憩中に谷口宏嗣副議長から副議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。「副議長の辞職について」を日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君） 

「ご異議なし」と認めます。 

したがって、「副議長の辞職について」を日程に追加し、議題といたします。 

一応、猪飼議会書記長に朗読させます。 

 

○議会書記長（猪飼康弘君） 

  議長。 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

  書記長。 

〔議会書記長 猪飼康弘君 朗読〕 

   

  三重県後期高齢者医療広域連合議会副議長の辞職について 

                       平成２１年２月１２日 

   

 

○新議長（竹口眞睦君） 

  なお、地方自治法第１１７条の規定により、谷口宏嗣副議長は退場されており

ますので、ご報告申し上げます。 

  お諮りいたします。谷口宏嗣議員の副議長辞職を許可することにご異議ござい

ませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君）    

「ご異議なし」と認めます。 

    したがって、谷口宏嗣議員の副議長の辞職を認可することに決定いたしました。 

  谷口宏嗣前副議長、入場をお願いいたします。 



 

[３２番 谷口 宏嗣議員入場・着席] 

 

○新議長（竹口眞睦君）    

  前副議長、谷口宏嗣議員の副議長の辞職願は願い出のとおり許可することに決

定いたしましたので、ご通知申し上げます。 

  前副議長、谷口宏嗣議員からごあいさつがございます。 

 

○前副議長（谷口宏嗣君） 

  さきほどは、皆様のご協力を得まして議事進行をスムースにさせていただきま

して誠にありがとうございます。 

  私どもも、この３月で議会議員の改選時期にあたりまして、この度この後期高

齢者の連合副議長の辞職を申し出たところ、スムースに受理していただきまして

ありがとうございました。 

  この制度がよりよい制度になるように皆様と同じく、思いは同じで、よりよい

制度になるよう、住民の方々が喜んでもらえるような制度になることを祈念いた

しまして、私の辞任のあいさつとさせていただきます。 

どうも、ありがとうございました。（拍手） 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

ただいま、副議長が欠員となりました。 

  お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと

存じます。 

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君）    

「ご異議なし」と認めます。 

したがって、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。 

  議事整理のため、暫時休憩いたします。 

 

午後３時３４分 休憩 

 

午後３時３５分 再開 

 



○新議長（竹口眞睦君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

一応、猪飼議会書記長に朗読させます。 

 

○議会書記長（猪飼康弘君） 

  議長。 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

  書記長。 

 

〔議会書記長 猪飼康弘君 朗読〕 

   

三重県後期高齢者医療広域連合議会副議長の選挙 

三重県後期高齢者医療広域連合議会副議長の選挙を行う。 

                       平成２１年２月１２日 

 

   

○新議長（竹口眞睦君）    

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

定によって指名推選によって行いたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君）    

「ご異議なし」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。 

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君）    

「ご異議なし」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、中西康雄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中西康雄議員を副

議長の当選人として定めることにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君） 

「ご異議なし」と認めます。 

よって、ただいま指名いたしました中西康雄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中西康雄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。 

中西康雄副議長、就任についてごあいさつをお願いいたします。 

 

○新副議長（中西康雄君） 

  ただいま、副議長にご指名をいただきました大台町議会の中西でございます。

ご指名いただきましたからには、皆様方のご指導をいただきながらその職責 

を全うさせていただきたいと思っております。 

  どうかご指導いただきますことをお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただ

きます。よろしくお願いします。（拍手） 

 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

  ありがとうございました。 

それでは、議案整理のため、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後３時４５分といたします。 

 

午後３時３９分 休憩 

 

午後３時４５分 再開 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、「議案第１２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、議題といたしたいと存じます。 

ご異議ございませんか。 



 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君）    

「異議なし」と認めます。 

  よって、議案第１２号を日程に追加し、議題といたします。 

  なお、議事の進行上、議案朗読は省略いたしますが、会議録にはこれをとどめ

ます。 

  永岡禎議員に申し上げます。地方自治法第１１７条の規定により、議席番号１

３番永岡禎議員の一身上に関する事件のため、本件の審議終了まで退席されます

ようお願いします。 

    

                [１３番 永岡 禎議員 退場] 

    

○新議長（竹口眞睦君） 

  本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

○広域連合長（松田直久君） 

  議長。 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

        松田広域連合長。 

○広域連合長（松田直久君） 

  議案第１２号 監査委員の選任同意につきましては、議会のうちから選任する

監査委員として、永岡禎議員を選任いたしたく本議会の同意をお願いするもので

あります。 

  よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。 

    

○新議長（竹口眞睦君） 

  説明が終わりました。 

  本件について、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〕 

    

○新議長（竹口眞睦君）    

ほかに質疑はございませんか。 



 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

    

○新議長（竹口眞睦君） 

「質疑なし」と認めます。これにて質疑を終わります。 

これより、討論に入ります。討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

    

○新議長（竹口眞睦君） 

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１２号」について同意することにご異議ご

ざいませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕    

    

○新議長（竹口眞睦君）    

「ご異議なし」と認めます。よって、「議案第１２号」は、同意することに決

定しました。 

  退席中の永岡禎議員の入場を許可いたします。 

 

[１３番 永岡 禎議員 入場・着席]    

 

○新議長（竹口眞睦君） 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

なお、４月に退任予定の山田副広域連合長からごあいさつがございます。 

 

○副広域連合長（山田信博君） 

この制度が始まりまして、先程、連合長が申されましたように、なかなか住民

の中に溶け込むことができなかったこの後期高齢者医療制度が身近に、皆さんの

ご協力が今後、住民福祉の向上に更に発展することを期待申し上げ、そしてまた、

皆様方のご健勝を祈念いたしましてごあいさつにかえさせていただきます。 

  本日はどうもありがとうございました。（拍手） 

 

○新議長（竹口眞睦君） 

ありがとうございました。これにて、会議を閉じます。 



平成２１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。ご苦労さまでございました。 

 

 

午後３時４８分 閉会 


