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平成２２年１０月７日（木曜日）
第 1 号
○招集告示年月日
平成２２年９月２２日

○招集場所
ＫＫＲホテル金沢

○出席議員（１８名）
１番 田中
仁（金 沢 市）議員
３番 杉林 憲治（小 松 市）議員
６番 上出 栄雄（加 賀 市）議員
８番 猪村 博靖（かほく市）議員
1 0番 髙木 雅宣（能 美 市）議員
1 2番 西田 冶夫（野々市町）議員
1 4番 北川
進（内 灘 町）議員
1 6番 林
一郎（宝達志水町）議員
18番 石川 宣雄（穴 水 町）議員

２番
５番
７番
９番
1 1番
1 3番
1 5番
1 7番
1 9番

大林 吉正（七 尾 市）議員
泉谷満寿裕（珠 洲 市）議員
塩谷 久司（羽 咋 市）議員
竹田 伸弘（白 山 市）議員
西野 昇吾（川 北 町）議員
谷口 正一（津 幡 町）議員
戸坂忠寸計（志 賀 町）議員
坂井 幸雄（中能登町）議員
持木 一茂（能 登 町）議員

○ 欠席議員（１名）
４番 梶
文秋（輪 島 市）議員

○説明のため出席した者
広域連合長
山出
保 君
事務局長
西川 文明 君
業務課長
牧口
啓 君

○職務のため出席した職員
書
記
小林外喜夫 君
業務課長補佐 倉元 俊樹 君
総務課主事
田中 嘉人 君

副広域連合長
総務課長
会計管理者

杉本 栄蔵 君
吉野 純吾 君
西山
浩 君

書
記
総務課主事

奥村 栄一 君
竹田 憲隆 君
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○議事日程（第 1 号）
平成２２年１０月７日（木）
日程第１
日程第２
日程第３
日程第４
日程第５
日程第６
日程第７
日程第８
日程第９

一部仮議席の指定
議長選挙
一部議席の指定
諸般の報告
会議録署名議員の指名
会期の決定
副議長の選挙
議案第１０号 石川県後期高齢者医療広域連合副連合長の選任について
議案第１１号 平成２２年度石川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
議案第１２号 平成２２年度石川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
議案第１３号 石川県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について
報告第 １号 石川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を改正する条例の専決処分の報告に
ついて
報告第 ２号 石川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関す
る条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について
認定第 １号 平成２１年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳
入歳出決算認定について
認定第 ２号 平成２１年度石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者
医療特別会計歳入歳出決算認定について

○本日の会議に付した事件
議案第１０号 石川県後期高齢者医療広域連合副連合長の選任について
議案第１１号 平成２２年度石川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
議案第１２号 平成２２年度石川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
議案第１３号 石川県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について
報告第 １号 石川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
の一部を改正する条例の専決処分の報告について
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報告第 ２号 石川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部
を改正する条例の専決処分の報告について
認定第 １号 平成２１年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認
定について
認定第 ２号 平成２１年度石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算認定について
議長の選挙について
副議長の選挙について

○開会・開議

午後２時４７分 開会

○事務局（小林外喜夫 書記）
石川県後期高齢者医療広域連合議会の議長、副議長ともに辞職により欠員でござい
ますので、議長が選出されますまでの間、地方自治法第百七条の規定により、出席議
員の中で、年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなります。
年長の 上出栄雄 議員をご紹介いたします。
上出栄雄 議員、議長席にお願いします。
○臨時議長（上出栄雄 議員）
ただいま、ご紹介いただきました上出です。
地方自治法の規定により、議長が決まりますまでの間、臨時に議長の職務を行わせて
いただきます。どうぞ、よろしくお願いします。
ただいまから平成２２年第２回石川県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会し
ます。
まず、議員の交替について、ご報告をいたします。
珠洲市議会より選出の 泉谷満寿裕 議員は６月１１日に任期満了となりましたが、
再任されております。中能登町議会より選出の 藤本一義 議員は４月２日任期満了に
より退任し、新たに 坂井幸雄 議員が選出されております。
次に、議員の辞職について、ご報告いたします。
去る、６月１７日に、内灘町議会選出の 能村憲治 副議長から、９月９日に、金沢
市議会選出の 高村佳伸 議長からそれぞれ議員の辞職願が提出され、地方自治法第１
２６条の規定により、議長において辞職を許可いたしております。
ここに会議規則第６５条第３項の規定により、ご報告申し上げます。
なお、後任の議員といたしまして、内灘町議会より 北川 進 議員が、金沢市議会
より 田中 仁 議員が、選出されましたのでご報告を申し上げます。
ただいまの出席議員数は１８名で、定足数に達しております。
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よって、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。
これより、日程第１ 「一部仮議席の指定」を行います。
一部仮議席は、ただ今着席の議席とします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○広域連合長あいさつ
○臨時議長（上出栄雄 議員） ここで、 山出 保 広域連合長より招集のご挨拶をお願
いいたします。
〔
「議長」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長（上出栄雄 議員） 山出 保 広域連合長。
〔山出 保 広域連合長 登壇〕
○広域連合長（山出 保 君）
開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。
皆様方には、何かとご多忙のなか、ご出席をいただきましたことにお礼を申し上げ
ます。
後期高齢者医療制度は、平成２４年度末で廃止となるということで、政府の高齢者
医療制度改革会議で、廃止後の新しい高齢者医療制度のあり方について検討がなされ
ており、先般８月に、その協議の中間とりまとめが発表されました。
中間とりまとめの案では、後期高齢者医療制度は廃止され、これまでの医療保険と
同じ医療保険に継続して加入するということになり、加入する制度を年齢で区分する
ことはしなくなりますが、このほかのことにつきましては、現在の後期高齢者医療制
度の良い部分は残しつつ、問題となる点は改めることにより、高齢者の皆さんが、安
心して医療が受けられるよう、新しい制度をつくると方向付けがなされております。
今後は、年末に向けてさらに検討すべき点が検討され、最終案をとりまとめるとい
う予定となっております。
広域連合では、今後とも、政府において、責任ある制度設計にあたられるよう、改
革会議の動向を注視してまいりたいと思います。
さて、本日は、今年度２回目の定例会です。
副広域連合長の選出に係る人事案件、
平成２２年度一般会計・特別会計の補正予算、
地方公務員育児休業法の改正にかかる当広域連合条例２件の専決処分の承認、平成２
１年度一般会計・特別会計の決算の承認を議案として上程しております。
議員各位におかれましては、議案上程の趣旨をご理解いただき、適正な議決をいた
だけますようお願い申し上げるとともに、今後とも、一層のご指導、ご協力を賜りま
すようお願い申し上げ、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長の選挙
○臨時議長（上出栄雄 議員） これより、日程第２「議長の選挙」を行います。
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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、指名推選にし
たいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長（上出栄雄 議員） 「異議なし」と認めます。
したがって、選挙の方法は、指名推選で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、臨時議長が指名することにしたいと思いますが、これにご
異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長（上出栄雄 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、臨時議長が指名することに決定いたしました。
議長に 田中 仁 議員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名しました 田中 仁 議員を議長の当選人と定めることにご異議はあり
ませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○当選の告知
○臨時議長（上出栄雄 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、ただいま指名しました 田中 仁 議員が議長に当選されました。
ただいま、議長に当選された 田中 仁 議員が議場におられます。会議規則第２８
条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○当選の承諾
〔
「議長」１番より挙手〕
○臨時議長（上出栄雄 議員） 田中 仁 議長。
〔議長 田中 仁 議員登壇〕
○議長（田中 仁 議員）金沢市の田中でございます。
今ほどは、皆様方のご推挙により、第５代石川県後期高齢者医療広域連合議会議長
に就任することになりました。
誠に、
名誉なことであるとともに、
その責任を深く感じているところでございます。
さて、ご存知のとおり公的医療保険制度は、住民の健康を守るために、欠かせない
制度です。
後期高齢者医療制度は、政府の高齢者医療制度改革会議において、新しい高齢者医
療制度の創設に向けて検討が行われております。
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新しい高齢者医療制度が始まるまでは、後期高齢者医療制度を適正に運営し、新し
い制度へ円滑に引き継ぐことができるよう、しっかりやっていかなければならないと
思っております。
本日は、副連合長の選出案件ほか６件の議案審議が予定されておりますので、適正
な議会運営に努めてまいりたいと思います。
なにとぞ、皆様方の一層のご支援をお願い申しあげまして、はなはだ簡単ではござ
いますが、議長就任のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。
○臨時議長（上出栄雄 議員） ただいま 田中 仁 議員から議長当選の受諾がありまし
たので、議長に決定いたしました。
それでは、田中議長、議長席にお着き願います。
以上をもちまして、臨時議長の職務は終了しました。
大変つたない臨時議長ではありましたが、皆様方のご協力を得まして議事を進める
ことが出来ました。本日はどうもありがとうございました。今後とも宜しくお願いし
ます。
○議長（田中 仁 議員） それでは日程第３、
「一部議席の指定」を行います。
一部議席は、ただいま着席の席を議席とします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○諸般の報告
○議長（田中 仁 議員） 次に、日程第４、
「諸般の報告」を行います。
平成２２年６月３０日付広域連合長の専決処分につきまして、報告がありました。
また、地方自治法第百二十一条の規定による今定例会の説明員の氏名は、お手元に
配布のとおりであります。以上で、諸般の報告を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○会議録署名議員の指名
○議長（田中 仁 議員） 次に、日程第５「会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員に 杉林憲治 議員及び 戸坂忠寸計 議員を指名します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○会期の決定
○議長（田中 仁 議員） 次に日程第６「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、本日一日にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって会期は、本日一日と決定いたしました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副議長の選挙
○議長（田中 仁 議員） つづきまして、日程第７「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、指名推選にし
たいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
したがって、選挙の方法は、指名推選で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、議長が指名することといたしたいと思いますが、これにご
異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、議長が指名することに決定いたしました。
副議長に 西田治夫 議員を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名しました 西田治夫 議員を副議長の当選人と定めることにご異議は
ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○当選の告知
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、ただいま指名しました 西田治夫 議員が副議長に当選されました。
ただいま、副議長に当選された 西田治夫 議員が議場におられます。会議規則第
２８条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○当選の承諾
〔
「議長」１２番より挙手〕
○議長（田中 仁 議員） 西田治夫 副議長
〔副議長 西田治夫 議員登壇〕
○副議長（西田治夫 議員）野々市町議会選出の西田でございます。
今ほど、皆様方のご推挙により、広域連合議会の第４代副議長に就任することに
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なりました。改めて、その責任の深さを感じている次第であります。
さて、後期高齢者医療制度は、医療が必要な人にあまねく必要な医療を提供する
公的医療保険制度として、高齢者の健康を守ってきました。
後期高齢者医療制度が廃止され新しい高齢者医療制度が創設されるとのことであ
りますが、それまでは、広域連合と市や町、県が一致協力して、高齢者のために、
制度運営に当ることが肝要かと存じております。
私も、及ばずながら、田中議長と力を併せて、議会運営に当る所存でございます。
なにとぞ、皆様方のご支援をお願い申しあげまして、簡単ではございますが、副議
長就任のごあいさつと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。
○議長（田中 仁 議員） ただいま 西田治夫 議員から副議長当選の受諾がありました
ので、副議長に決定いたしました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議案上程
○議長（田中 仁 議員） これより日程第８、
「議案第１０号石川県後期高齢者医療広域
連合副広域連合長の選任について」を議題とします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○提案理由の説明
○議長（田中 仁 議員） 提出者から提案理由の説明を求めます。
〔
「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 山出 保 広域連合長。
〔山出 保 広域連合長 登壇〕
○広域連合長（山出 保 君） それでは、議案第１０号「石川県後期高齢者医療広域連
合副広域連合長の選任について」提案理由をご説明申し上げます。
副広域連合長につきましては、先の４月２４日で任期満了となり、現在、空席と
なっております。
そこで、副広域連合長に、中能登町の 杉本栄蔵 町長を選任いたしたく、議会に
お諮りします。以上で、ございます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○質

疑

○議長（田中 仁 議員） 提案理由の説明が終わりました。
本案について、ご質疑等ございませんか。
〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 質疑「なし」と認めます。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○採

決

○議長（田中 仁 議員） これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第１０号について、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、議案第１０号については、原案のとおり同意することに決しました。
○議長（田中 仁 議員） ここで、副広域連合長の出席を求めることとします。
〔杉本栄蔵 副広域連合長議場入場・着席〕
〔
「議長」と呼ぶ者あり〕
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副広域連合長あいさつ
○議長（田中 仁 議員） ただいま選出された 杉本栄蔵 副広域連合長から、あいさつ
の申し出がありましたので、これを許します。杉本栄蔵 副広域連合長。
〔杉本栄蔵 副広域連合長 登壇〕
○副広域連合長（杉本栄蔵 君） 中能登町長の杉本栄蔵です。
今ほどは、皆様方のご推挙により、第３代の副連合長に就任することになりまし
た。誠に名誉なことであるとともに、その責任の重さを感じている次第です。
これまで、構成１９市町の一首長として、後期高齢者医療制度を見守ってまいり
ました。
後期高齢者医療制度についてでありますが、広域連合議会の議員であった創設時
には、多少の混乱もありましたが、平成２４年度末で廃止され、平成２５年度から
は新しい高齢者医療制度が施行されるということで、
時代の変化を感じる次第です。
いずれにしましても、後期高齢者医療制度は、高齢者に対しまして安心な医療サ
ービスを提供するという高齢者にとって大切な制度であることに、変わりはありま
せん。
微力ではありますが、山出連合長の下で、副連合長として一生懸命に力を尽くし
てまいる所存でございますので、皆様方にも暖かいのご支援とご協力をいただきま
すよう、お願い申しあげましてごあいさつとさせていただきます。ありがとうござ
います。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議案上程
○議長（田中 仁 議員） 続きまして、日程第９ 「議案第１１号」から 「認定第２号」
を一括議題とします。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○提案理由の説明
○議長（田中 仁 議員） 提出者から提案理由の説明を求めます。
〔
「議長」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 山出 保 広域連合長。
〔山出 保 広域連合長 登壇〕
○広域連合長（山出 保 君） 提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第１１号「平成２２年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計補正
予算（第１号）
」についてであります。
今回、提出の補正予算案は、事務所の書棚設置工事費及び平成２１年度決算剰余
金の財政調整基金への積立を行うためのものであります。
歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ８７９万８千円を増額し、歳入歳出の総額
をそれぞれ５億３，９３７万７千円とするもので、その内容につきましては、書棚
設置工事費８０万円、平成２１年度決算剰余金の財政調整基金への積立金７９９万
８千円を増額するものでございます。
財源につきましては、市町の分担金及び平成２１年度繰越金を充てさせていただ
きます。また、併せて、新聞広告業務委託料の財源を国庫支出金へ振替させていた
だきます。
次に、議案第１２号の「平成２２年度石川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)」についてであります。
今回の補正予算案は、医療給付費準備基金積立金の増額及び保険給付費に係る財
源の調整をおこなうものであります。
歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ２３億６，３７３万２千円を増額し､歳入
歳出の総額をそれぞれ１，３２５億５，３９０万６千円とするもので、その内容に
つきましては、療養給付費負担金等の償還に１９億４，９９２万９千円、医療給付
費準備基金の積立に４億１，
３８０万３千円を、
それぞれ増額するものであります。
財源につきましては、平成２１年度繰越金を充てるものであります。
次に、議案第１３号「石川県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について」
お諮りいたします。
広域連合の２名の監査委員のうち議員から選出の林監査委員は、９月末日をもち
まして、辞職されました。
後任の監査委員に、かほく市議会選出の 猪村博靖 議員を選任したく、議会にお
諮りいたします。
続きまして、報告第１号「石川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を改正する条例の専決処分の報告について」及び報告第２号
「石川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例の専決処分の報告について」であります。
本年の６月３０日から、
「地方公務員育児休業法の一部を改正する法律」が施行さ
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れたことに伴い、両条例に所要の改正を行いました。
主な内容は、育児中の職員の時間外勤務を制限したこと、育児休業をすることが
できる職員の範囲を拡大したこと、などです。
地方自治法第１７９条第１項により、専決処分をいたしましたため、本定例会に
報告させていただきました。ご承認のほど、よろしくお願いします。
次に、認定第１号「平成２１年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳
出決算認定について」でありますが、地方自治法第２３３条第３項の規定により議
会の認定に付するものであります。
その概要につきましては、歳入総額、５億２，５７４万９千円、歳出総額、５億
１，７７５万円、差し引き、７９９万９千円となったものであります。
事業内容につきましては、後期高齢者医療制度の運営に必要な事務的経費であり、
派遣職員人件費負担金、事務所借上げ料、医療制度の施行に係る特別会計への繰り
出しに係る経費、広報活動等の実施経費、基金積立金が、主な内容でございます。
最後に、認定第２号「平成２１年度石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医
療特別会計歳入歳出決算認定について」でありますが、認定第１号と同じく地方自
治法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付するものであります。
その概要につきましては、歳入総額、１，２９４億１，３９６万２千円、歳出総
額、１，２６３億１，１２１万４千円、差し引き、３１億２７４万８千円となった
ものであります。
事業内容につきましては、後期高齢者医療業務に関する収入及び支出に係る経費
であり、医療費の支払に係る保険給付費や、業務執行に必要な電算処理システムや
レセプト点検などの委託料、被保険者証等作成・送付に係る経費、基金積立金が、
主な内容でございます。以上が決算の大要でございます。
以上、提出いたしました案件につきましてご説明を申し上げましたが、どうか慎
重にご審議の上、適切なるご決議を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説
明といたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○質

疑

○議長（田中 仁 議員） これより、議案第１１号から認定第２号について、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（田中 仁 議員） 質疑なしと認め、質疑を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○討

論

○議長（田中 仁 議員） これより討論を行います。
討論は、ありませんか。
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〔
「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 討論はなしと認め、討論を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○採

決

○議長（田中 仁 議員） これより、採決をおこないます。
議案第１１号「平成２２年度石川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」及び議案第１２号「平成２２年度石川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」を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第１１号及び議案第１２号について、原案のとおり可決することに、ご異議あ
りませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、議案第１１号及び議案第１２号については、原案のとおり可決すること
に決しました。
○議長（田中 仁 議員） 次に、議案第１３号「石川県後期高齢者医療広域連合監査委
員の選任について」を採決いたします。
なお、 猪村博靖 議員につきましては、地方自治法第１１７条の規定により、議
場を退席願います。
〔猪村議員 議場退場〕
お諮りいたします。
議案第１３号について、原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、議案第１３号については、原案のとおり同意することに決しました。
ここで、猪村博靖 議員の除斥を解除し、入場を求めます。
〔猪村議員 議場入場〕
○議長（田中 仁 議員） 続きまして、報告第１号「石川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を改正する条例の専決処分の報告につ
いて」及び報告第２号「石川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関す
る条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について」を採決します。
お諮りします。
報告第１号及び報告第２号については、原案のとおり承認することに、ご異議
ありませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって報告第１号及び報告第２号については、原案のとおり承認することに決
しました。
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次に認定第１号
「平成２１年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳
出決算認定について」及び認定第２号「平成２１年度石川県後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」を採決いたします。
お諮りします。
認定第１号及び認定第２号について、原案のとおり可決することに、ご異議あ
りませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（田中 仁 議員） 「異議なし」と認めます。
よって、認定第１号及び認定第２号、原案のとおり認定することに決しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○閉議・閉会
○議長（田中 仁 議員） 以上をもちまして、本定例会の議事は全部終了いたしました。
これをもちまして、平成２２年第２回石川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。
午後３時２３分 閉会
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