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 平成２０年８月２０日、第３回定例会がひまわり荘１階大会議室「霧島」に招集されたの

で、会議を開いた。 
○ 議事日程 

平成２０年８月２０日（水曜日） 午後１時３０分開議 
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予算（第１号）について 
日程第 ６ 議案第１２号 平成２０年度宮崎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１号）について 
 
○ 出席議員（１３名） 

１番 椎葉 晃充 
２番 日野 輝生 
３番 江内谷 満義 
６番 堀 泰一郎 
７番 甲斐 敏彦 
８番 井上 久昭 
９番 宮﨑 和宏 
１０番 河野 哲夫 
１１番 長瀬 道大 
１２番 河野 憲次 
１３番 田口 晃史 
１４番 熊埜御堂 勝彦 
１５番 森 光昭 

○ 欠席議員（２名） 

４番 首藤 正治 
５番 谷口 義幸 

○ 説明のため出席した者 

 広域連合長  津村 重光 
 副広域連合長 前田  穰 
 副広域連合長 長峯  誠 
 監査委員   河野 哲夫 
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第３回宮崎県後期高齢者医療広域連合議会会議録 



 事務局長   石村  弘 
 事務局次長  別宮  隆 
 会計管理者  平屋 良治 
 業務課長   和田 正英 
 総務課長補佐 黒木 英則 
 業務課長補佐 甲斐 国雄 
 

○ 議会事務担当職員出席者 

 書記 水元 洋寿 
 書記 星居 哲昭 
（午後１時３０分開会） 

【森光昭議長】 
ただ今から平成２０年第３回宮崎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。 
 本日は、議席番号４番首藤議員、議席番号はまだ決定しておりませんが谷口議員より

御欠席との御報告を受けております。 
従いまして、本日の出席議員は、１３名出席となり、地方自治法第１１３条の規定に

基づく定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。 
それでは、これより本日の会議を開きます。 

 なお、議案説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、広域連合長以下関係

職員の出席を求めましたので御報告をいたします。 
この際、諸般の報告をいたします。 
出納検査結果が宮広域監第１０号をもって、報告されましたので、お手元に配布して

おります。 
それでは、日程第１、新議員の議席の指定についてを議題といたします。 
新議員の議席の指定については、議長において指定することにいたします。谷口義幸

議員の議席を、議席番号５番に指定いたします。 
次に日程第２、会議録署名議員の指名についてを議題といたします。会議録署名議員

の指名については、議長において指名することにいたします。会議録署名議員に議席番

号１番椎葉晃充議員及び議席番号３番江内谷満義議員を指名いたします。 
次に、日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 
本定例会の会期は、本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配布し

ているとおりでございます。御異議ありませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
【森光昭議長】 
御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 
次に、日程第４、議案第１０号、平成１９年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。広域連合長 

【津村重光広域連合長】 



 ただいま上程いたしました議案第１０号につきまして、提案理由の説明を申し上げま

す。 
平成１９年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会計の決算額は、歳入総額７億９，

２０７万４，３７３円に対し、歳出総額７億５，７９９万３７円で、差し引き、３，４

０８万４，３３６円が実質収支額であります。 
 まず、歳入につきましては、主なものは構成市町村からの負担金３億９，１１０万４，

０００円。国からの支出金として高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金３億７，４８

６万５，７７１円を受入れておりますが、これは、被用者保険の被扶養者である被保険

者に係る平成２０年度の保険料激変緩和措置に対する交付金でございまして、平成１９

年度に後期高齢者医療制度臨時特例基金に積立を行ったものでございます。 
 なお、国の交付金交付要綱の規定により、本基金は、平成２１年度までに予算執行が

義務づけられておりまして、よって、平成２１年度末日を以て廃止致します。 
 歳出につきましては、主なものといたしまして、市町村からの派遣職員の給与等に係

る人件費１億５，８６６万９，５０３円、事務所等施設、事務機器などの使用料及び賃

借料２，０１１万２，３７３円、国の電算システム仕様に基づく電算システム導入、シ

ステムカスタマイズ及びネットワーク構築業務に係る委託料１億１，５０３万９，１７

８円、広域連合電算処理システム機器などの賃借料３，５５６万９，７４０円が主な経

費でございます。 
以上、平成１９年度の一般会計の決算概要について申し上げましたが、これにつきま

しては、監査委員の審査に付し、その意見書が提出されており、また、主要施策の成果

等説明書を提出いたしております。 
よろしく御審議の上、御認定賜りますよう、お願い申し上げます。 

【森光昭議長】 
次に、監査委員に決算審査意見書の説明を求めます。自席でお願いいたします。河野

監査委員  
【河野哲夫監査委員】 
 決算審査意見書について御説明申し上げます。 
平成１９年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算書及び付属書類に

ついて、去る７月２２日、本日欠席されております黒木監査委員と審査を行いましたと

ころ、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確で、また予算の執

行についても適正に執行されていることを認めましたので御報告いたします。 
【森光昭議長】 
 それでは、議案第１０号に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 
【森光昭議長】 
 ないようでございますので、これをもって、議案第１０号に対する質疑を終結し、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） 



【森光昭議長】 
 ないようでございますので、討論を終結し、採決いたします。 
議案第１０号は、原案のとおり認定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） 
【森光昭議長】 
 御異議ありませんので、議案第１０号は原案のとおり認定されました。 
次に、日程第５、議案第１１号、平成２０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算第１号について及び日程第６、議案第１２号、平成２０年度宮崎県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算第１号についてを関連がございますの

で、一括議題といたします。 
提案理由の説明を求めます。広域連合長 

【津村重光広域連合長】 
 ただいま上程いたしました議案第１１号及び議案第１２号につきまして一括して御説

明を申し上げます。 
議案第１１号は、平成２０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算に関

するものでございます。 
今回の補正額は、一般会計で６，０９８万２千円を追加いたしまして、歳入歳出とも

に３億２，０１３万９千円となるものでございます。 
補正の主なものといたしまして、財政調整基金の積立金として３，４０８万４千円、

後期高齢者医療特別会計への繰出金２，６８９万９千円などを行っております。 
この補正財源といたしましては、平成１９年度決算剰余金の繰越金及び財政調整基金

からの繰入金を充てるものでございます。 
続きまして、議案第１２号は、平成２０年度宮崎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関するものでございます。 
今回の補正額は後期高齢者医療特別会計で５，３３６万３千円を減額いたしまして、

歳入歳出ともに１，１２２億２，３９３万４千円となるものでございます。 
補正の主なものといたしまして、歳入では去る７月臨時会で議決いたしました、保険

料軽減についての条例改正に伴いまして保険料等負担金を４億８，９７２万５千円減額

し、その保険料等負担金減額分の補填や軽減措置等に伴う広報等経費及び保健事業に対

する国からの補助金として特別調整交付金５億６，９７２万４千円を追加いたしており

ます。 
また、後期高齢者医療制度臨時特例交付金の確定により、基金繰入金を１億６，３７

１万円減額いたしております。 
歳出では保険料軽減措置に伴う広報等の経費として４，０１８万７千円、市町村長寿

健康増進事業費として４，０００万円、市町村合併に伴う電算システム改修費等経費と

して２，６７１万２千円を追加いたしております。 
また、後期高齢者医療制度臨時特例交付金の確定に伴う基金繰入金減額分を予備費か

ら１億６，３７１万円減額いたしております。 
以上で、提案理由の説明を終わります。 
よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 



【森光昭議長】 
 それでは、議案第１１号及び議案第１２号に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 
【森光昭議長】 
 ないようでございますので、これをもって、議案第１１号及び議案第１２号に対する

質疑を終結し、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） 
【森光昭議長】 
 ないようでございますので、これをもって討論を終結し、採決いたします。 
議案第１１号及び議案第１２号は、原案のとおり決定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） 
【森光昭議長】 
 御異議ありませんので、議案第１１号及び議案第１２号は原案のとおり決定されまし

た。 
お諮りいたします。本定例会において議決されました各案件について、その条項、字

句その他整理を要するものについては、議会会議規則第３８条の規定により、その整理

を議長に委任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
【森光昭議長】 
異議なしと認めます。 

 よって、本定例会において議決された案件の整理については、これを議長に委任する

ことに決定いたしました。 
以上をもちまして、今期定例会に付議されました案件は、全部終了いたしました。 
これをもって閉会いたします。 

（午後１時４３分閉会） 



地方自治法第１２３条第２項の規定により、本会議の顛末を

証するため、ここに署名する。 
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