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平成２３年３月２５日（金曜日） 

第 1 号 

 

○招集告示年月日 

  平成２３年３月１４日 

 

 

○招集場所 

  金沢歌劇座 

 

 

○出席議員（１７名） 

１番 田中  仁（金 沢 市）議員 ２番 大林 吉正（七 尾 市）議員 

４番 上平 公一（輪 島 市）議員 ５番 泉谷満寿裕（珠 洲 市）議員 

６番 岩村  正秀（加 賀 市）議員 ７番 塩谷  久司（羽 咋 市）議員 

８番 猪村 博靖（かほく市）議員 ９番 藤田  政樹（白 山 市）議員 

10番 髙木  雅宣（能 美 市）議員 11番 西野 昇吾（川 北 町）議員 

12番 西田 冶夫（野々市町）議員 13番 谷口 正一（津 幡 町）議員 

14番 北川    進（内 灘 町）議員 16番 北本 俊一（宝達志水町）議員 

17番 坂井  幸雄（中能登町）議員 18番 石川 宣雄（穴 水 町）議員 

19番 持木 一茂（能 登 町）議員  

  

○ 欠席議員（２名） 

３番 表  靖二（小 松 市）議員 15番 田中 正文（志 賀 町）議員 

 

 

○説明のため出席した者 

広域連合長  梶  文秋 君 副広域連合長  杉本  栄蔵 君 

事 務 局 長  西川 文明 君 総 務 課 長  吉野 純吾 君 

業 務 課 長  牧口  啓 君 会計管理者  西山  浩 君 

 

 

○職務のため出席した職員 

書   記  小林外喜夫 君 書   記  奥村  栄一 君 

業務課長補佐 倉元  俊樹  君 総務課主事  竹田 憲隆 君 

総務課主事  田中  嘉人 君  
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○議事日程（第1号） 

  平成２３年３月２５日（金） 

 

日程第１ 一部議席の指定 

日程第２  諸般の報告 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

日程第４ 会期の決定 

日程第５ 議案第 １ 号 平成２３年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

について 

議案第 ２ 号 平成２３年度石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計予算について 

議案第 ３ 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２号）について 

議案第 ４ 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２号）について 

議案第 ５ 号 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例について 

議案第 ６ 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について 

議案第 ７ 号 石川県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画について 

日程第６  議案第 ８ 号 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任につ

いて 

日程第７ 選挙・指定  石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員及び補充員の

選挙について 

 

 

○本日の会議に付した事件 

 

議案第 １ 号 平成２３年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について 

議案第 ２ 号 平成２３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 

        計予算について 

議案第 ３ 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 

２号）について 

議案第 ４ 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２号）について 

議案第 ５ 号 石川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 

を改正する条例について 

議案第 ６ 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 

部を改正する条例について 
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議案第 ７ 号 石川県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画について 

議案第 ８ 号 石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任について 

 

選挙管理委員及び補充員の選挙について 

 

 

 

○開会・開議               午後２時４７分 開会 

 

○議長（田中 仁 議員） 

    ただいまから、平成２３年第１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、去る３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震によりお亡くなりになられ

た方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し

上げます。 

    また、被災地が一日も早く復興し、住民の皆さんが、平穏な生活を取り戻されます

ように、切に念ずる次第であります。 

    ここで、この度の地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福を祈り、黙祷を捧

げたいと思います。 

 

    全員、ご起立を願います。 

黙祷（約１分間） 

    黙祷を終ります。ご着席ください。 

     

    それでは議会を進めてまいります。 

    まず、議員の交代について、ご報告いたします。 

    輪島市議会より選出の梶 文秋 議員は、平成２２年１２月１３日の施行の広域連合

長選挙において当選され、同日付けで広域連合長に就任されたため、広域連合規約第

１１条第３項により、議員を失職されました。 

    輪島市議会より、新たに上平 公一 議員が選出されております。 

    宝達志水町議会より選出の林 一郎 議員は、１２月３１日任期満了により退職し、

新たに北本 俊一 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。 

    平成２２年１１月２５日に、志賀町議会選出の戸坂 忠寸計 議員から、１２月６日

に、小松市議会選出の杉林 憲治 議員から、本年１月３１日に、加賀市議会選出の上

出 栄雄 議員から、３月２日に、白山市議会選出の竹田 伸弘 議員からそれぞれ議員

の辞職願が提出され、地方自治法第１２６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。 
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    なお、後任の議員といたしまして、志賀町議会より田中 正文 議員が、小松市議会

より表 靖二 議員が、加賀市議会より岩村 正秀 議員が、白山市議会より藤田 政樹 

議員がそれぞれ選出されましたのでご報告を申し上げます。 

    只今の出席議員数は１７名で、定足数に達しております。 

    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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ○一部議席の指定 

○議長（田中 仁 議員） 

日程第１、「一部議席の指定」を行います。 

一部議席は、ただ今着席の議席とします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○広域連合長あいさつ 

○議長（田中 仁 議員）  

ここで、 梶  文秋 広域連合長より招集のご挨拶をお願いいたします。 

〔「議長」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 梶 文秋 広域連合長。 

〔梶 文秋 広域連合長 登壇〕 

○広域連合長（梶 文秋 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、何かとご多忙の中、ご出席をいただきましたことに心から、お礼を申

し上げます。 

    まず、３月１１日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々に

哀悼の意を表したいと思います。 

    地震、津波という相次ぐ災害に合われ、さらに新しく福島原発の問題も発生し、余

震と厳しい寒さの中で、被災者と地域の方々の心労はいかばかりかと思う時に、非常

に胸の痛い思いをいたしておりますし、報道発表の度にその被災者の数も増え、今や

死者・行方不明者は２万７千人とも言われているところであります。 

    ちょうど４年前の今日のことになりますが、能登半島地震が発生し、能登地方を中

心に県内では大きな被害を受けました。 

    発生以来、今日までの間、全国の皆さんからのご支援や温かい励ましによりまして、

能登地域、石川県は復興を着実に遂げてまいりました。 

    今度は、われわれが被災された皆さんを、できる限り支援していくことが大切であ

ると思っております。 

    今後とも、被災された地域が、一日も早く復興されることを、切に願う次第であり

ます。 

    さて、後期高齢者医療制度についてでありますが、昨年の１２月に、新しい高齢者

医療制度のあり方について最終とりまとめがなされ、その内容が公表されたところで
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あります。 

    これによりますと、後期高齢者医療制度は廃止されるとともに、今まで様々にご意

見のありました、７５歳という年齢を区切りとして一まとめに医療保険に入らなけれ

ばならないという問題は解消されるということになります。 

    一方、さらに大きな話となってまいりますが、国民健康保険の改革も併せて進めて

いくこととされております。 

    現在、法案などの提出については未定となっておりますが、今後、いろいろな方面

での調整がなされ、法案が国会に提出され、あらゆる観点から議論がされることとな

ってまいりました。 

    いずれにいたしましても、高齢者被保険者の皆様方が、安心して医療が受けられる

よう、現行の後期高齢者医療制度をしっかりと運営してまいりますとともに、高齢者

医療保険制度の今後の動向にも注視してまいりたいと思います。 

    さて、本日は今年１回目の定例会となります。平成２３年度の一般会計・特別会計

の当初予算、平成２２年度の一般会計・特別会計の補正予算、保険料軽減措置の延長

にかかる条例の改正、また非常勤職員の育児休業等にかかる条例の改正、また広域計

画の承認、公平委員の選任を議案として上程いたしております。 

    また、選挙管理委員会の委員の選挙についても予定されております。 

    議員各位におかれましては、議案上程の趣旨をご理解賜りまして、適正な議決をい

ただけますようお願いを申し上げます。   

    今後とも、一層のご指導、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、簡単

ではありますが、ご挨拶とさせていただきます。 

    本日は、よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○諸般の報告 

○議長（田中 仁 議員）    

次に、日程第２、「諸般の報告」を行います。 
    地方自治法第１２１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。 

また、監査委員より地方自治法第１９９条第９項の規定により、定例監査の結果が

報告されております。 

    さらに、選挙管理委員会から、地方自治法第１８２条第８項の規定により、選挙管

理委員及び補充員の選挙を行うべき事由が生じます旨の通知がされております。 

    以上で、諸般の報告を終ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○会議録署名議員の指名 

○議長（田中 仁 議員）  

次に、日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員に 泉谷 満寿裕 議員及び 北川 進 議員を指名いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○会期の決定 

○議長（田中 仁 議員）  

    次に日程第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」の声〕 

○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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議案上程 

○議長（田中 仁 議員）  

つづきまして、日程第５「議案第１号」から「議案第７号」までを一括議題といた

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○提案理由の説明 

○議長（田中 仁 議員）  

本案について提案理由の説明を求めます。 

〔「議長」の声〕 

○議長（田中 仁 議員）  

梶 文秋 広域連合長 

〔梶 文秋 広域連合長 登壇〕 

○広域連合長（梶 文秋 君） 

提案理由をご説明申し上げます。 

まず、議案第１号、「平成２３年度石川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」に

ついてであります。 

    今回の当初予算案は、広域連合の運営上必要な経費といたしまして、事務所借上げ

料や派遣職員に係る人件費負担金及び業務施行に係るシステムの維持費や保険証の

作成発送に係る経費として特別会計へ繰り出す事務費などをお願いするものであり

ます。 

    歳入・歳出総額としてそれぞれ、５億１，４８３万円を計上いたしております。 

    その財源の主なものにつきましては、構成各市町からの負担金と国、県からの保険

料不均一賦課に係る負担金となっております。 

    次に、議案第２号の「平成２３年度石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算」についてであります。 

    事業会計でありますところの本会計の当初予算案でありますが、歳入・歳出額とし
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てそれぞれ、１，３７０億８，３９６万２千円を計上いたしております。 

    それでは、歳入・歳出の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。 

    まず、歳入の第１款 市町支出金は、被保険者からの保険料及び療養給付費に係る市

町の定率負担金、また健康診査に係る市町の補助金で、２２１億４，８１１万８千円

を計上いたしております。 

    第２款 国庫支出金は、療養給付費に係る定率負担金、高額療養費負担金、調整交付

金、健康診査に係る補助金などで、４４６億５，０７１万８千円を計上いたしており

ます。 

    第３款 県支出金は、療養給付費に係る定率負担金、高額療養費負担金及び健診事業

に対する県単独補助金で１１０億５，２４５万７千円を計上いたしております。 

    第４款 支払基金交付金は、若人世代からの支援金で、支払基金から交付されるもの

であります。金額は、５７１億５，４３２万円で、歳入の約４割を占めております。 

以下、第５款 特別高額医療費共同事業交付金は、国保中央会から１，５２６万８千

円を、第６款 財産収入は、基金利子として２８万５千円を、第７款 繰入金は、一般

会計、医療給付費準備基金及び臨時特例基金からの繰り入れで、１９億７，１９１万

５千円を、第９款 諸収入は、交通事故などの第三者行為納付金等で、９，０８７万

１千円をそれぞれ計上しております。 

続きまして、歳出の第１款 総務費でありますが、事業に係る事務費で、電算システ

ムの管理費、保険証発行に係る経費、レセプト点検に係る経費など３億１，１１４万

４千円を計上いたしております。 

第２款 保険給付費でありますが、制度の根幹をなす経費でありまして、療養給付費、

高額療養費、国保連合会の審査支払手数料などで、１，３５４億３，７１５万７千円

を計上しており、歳出全体の９９％を占めております。 

第３款 県財政安定化基金拠出金は、制度の財政的安定化を図るため県に設置されて

いる基金への拠出金で、１億１，７２９万２千円を計上しております。 

第４款 特別高額医療費共同事業拠出金につきましては、高額な医療費の支払いに対

する保険者間のリスク分散事業の拠出金でありまして、国保中央会の支払いに充てる

ために２，２４８万１千円を計上いたしております。 

第５款 保健事業費は、高齢者の健診事業を各市町に委託しておりますが、その経費

として２億６，５２７万４千円を計上いたしております。 

第６款 基金積立金につきましては、保険料軽減に係る国の臨時特例基金交付金の積

立金などで、９億９６０万４千円を計上いたしております。 

以下、第７款 公債費は、金融機関から一時借り入れを行った場合の利子として１０

０万円。第８款 諸支出金につきましては、被保険者への保険料還付金などとして、

１，６０１万円を、第９款 予備費は、４００万円をそれぞれ計上しております。      

以上、平成２３年度一般会計・特別会計当初予算の概要でございます。 

    次に、議案第３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２号）」について、ご説明申し上げます。 

    今回提出した予算は、平成２２年度予算の決算見込みに基づく不用額について、減

額補正するものであります。 
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    歳入・歳出の総額から、歳入・歳出それぞれ３，３８７万７千円を減額し、歳入・

歳出の総額をそれぞれ５億５５０万円とするものであります。 

    主な内容は、歳出において派遣職員人件費負担金８４０万円、広報業務委託料４８

３万３千円、また特別会計の事務費に充てるための繰出金２，０６５万９千円の不用

額が生ずるため、減額補正をいたしたいと思います。 

    これに伴い、歳入においても、共通経費負担金２，９６０万１千円、繰入金４８３

万４千円などを減額補正いたします。 

    次に、議案第４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２号）」についてご説明申し上げます。 

    今回の補正予算は、平成２２年度予算の決算見込みに基づきまして、医療費の増高

による保険給付費の増額、その他の経費の不用額の減額及び保険料収入減に伴う歳入

財源の調整等の補正を行うものであります。 

    歳入・歳出の総額に、歳入・歳出それぞれ６億６，３８４万４千円を増額し、歳入

歳出の総額をそれぞれ１，３３２億１，７７５万円とするものであります。 

    主な補正内容につきましては、歳出予算におきまして医療費の増高に伴う保険給付

費を７億６，２５７万４千円増額する一方、レセプト点検委託料などの総務費の不用

額１，２５５万８千円、また健康診査にかかる市町への委託料などの不用額１，１９

０万８千円、さらに被用者保険の被扶養者が見込みよりも少なかったことに伴い、軽

減措置にかかる国の臨時特例交付金が減少したことによる基金への積立金の減少額

７，１５７万５千円等を、それぞれ減額するものであります。 

    この財源につきましては、市町支出金においては、医療費の増高に伴う療養給付費

負担金の増加分を相殺しても、被保険者の所得減などによる保険料収入の減によりま

して３億２，８０４万１千円の減額となり、国庫支出金４億２，９７５万９千円、県

支出金１億３，８２４万円と、第三者行為に伴う納付金の増額に伴う諸収入６，２３

３万５千円などを充当してもなお不足する３億９，１３７万９千円は医療給付費準備

基金の取り崩し額を増額してこれに充てることとしております。 

    引き続き、議案第５号「石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

    この条例は、国の保険料特別軽減措置が当分の間、継続されることに合わせまして、

所要の改正を行うものであります。 

    その内容といたしましては、均等割の７割軽減対象の低所得者に対する８．５割軽

減措置や被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割の９割軽減措置でありま

す。 

    なお、この軽減措置の継続に必要な財源につきましては、全額、国からの交付金と

なるところであります。 

この条例は、平成２３年４月１日から施行するものであります。 

    続きまして、議案第６号「石川県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業に関する

条例の一部を改正する条例について」をご説明申し上げます。 

    この条例は、地方公務員の育児休業に関する法律の一部改正に伴い所要の改正を行

うものであります。 
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    その主な内容としては、一定の非常勤職員について、その子が１歳に達する日まで

の育児休業の取得と、子が３歳に達するまでの育児時間の取得、更に家族介護を行う

非常勤職員の介護休暇の取得を認めたものです。 

    最後に、議案第７号「石川県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画について」で

あります。 

広域連合は、地方自治法第２９１条の７に基づきその事務を処理するために議会の

議決を経て、広域計画を作成しなければならないとされております。 

石川県後期高齢者医療広域連合は、平成１８年度から５か年間の広域計画を作成い

たしまして、関係する市や町が行う事務と広域連合が行う事務を定め、事務処理を行

ってまいりましたが、その広域計画に基づく事業期間が平成２２年度末をもって満了

となることから、新たな広域計画を作成するものであります。 

この第二次広域計画は、平成２３年からの次の５か年間を対象とするものでありま

す。後期高齢者医療制度の廃止が、国のほうで決定されております。関連法案が未提

出で、具体的な手順は、明らかにされていませんが、この制度が続く限りは、被保険

者の方に不安を与えないように、しっかりと運営していくことが、肝要であると考え

ております。 

また第一次広域計画におきまして、事務処理に不都合な問題が生じていないことか

ら、それを受けて作成されており、懇話会委員の意見も頂戴し、今回、ご提案をさせ

ていただいた次第です。 

以上、議案第１から議案第７につきまして、ご説明を申し上げた次第であります。

何卒慎重にご審議の上、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

の説明とさせていただきます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○質疑・討論 

○議長（田中 仁 議員）  

これより、議案第１号から議案第７号について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」の声〕 

○議長（田中 仁 議員）  

      質疑「なし」と認め、質疑を終わります。 

○議長（田中 仁 議員）  

      これより討論を行います。 

      討論は、ございませんか。 

〔「なし」の声〕 

○議長（田中 仁 議員）  

「討論はなし」と認め、討論を終わります。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○採  決 

○議長（田中 仁 議員） 

 これより、採決を行います。 

  議案第１号「平成２３年度 石川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につい

て」及び議案第２号「平成２３年度 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算について」を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第１号及び議案第２号について、原案のとおり可決することに、ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 

  ｢異議なし｣と認めます。 

  よって、議案第１号及び議案第２号については、原案のとおり可決することに決

しました。 

  続きまして、議案第３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２号）について」及び議案第４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２号）について」を採決いたしま

す。 

お諮りいたします。 

  議案第３号及び議案第４号について、原案のとおり可決することに、ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 

  ｢異議なし｣と認めます。 

  よって、議案第３号及び議案第４号については、原案のとおり可決することに決

しました。 

  続きまして、議案第５号「石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例について」及び議案第６号「石川県後期高齢者医療広

域連合職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例について」並びに議案第

７号「石川県後期高齢者医療広域連合第二次広域計画について」を一括して採決い

たします。 

お諮りいたします。 

  議案第５号及び議案第６号並びに議案第７号について、原案のとおり可決するこ

とに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 

  ｢異議なし｣と認めます。 

よって、議案第５号及び議案第６号並びに議案第７号については、原案のとおり
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可決することに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議案上程 

○議長（田中 仁 議員） 

  次に日程第６、議案第８号「石川県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選

任について」を議題といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○提案理由の説明 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

〔「議長」の声〕 

○議長（田中 仁 議員）  

梶 文秋 広域連合長 

〔梶 文秋 広域連合長 登壇〕 

○広域連合長（梶 文秋 君） 

提案理由をご説明申し上げます。 

当広域連合公平委員会の 金津 五雄 委員につきましては、平成２３年３月２８日

をもちまして、４年間の任期満了となりますことから、引き続き同委員を選任いた

したく地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議会の同意を願うものでご

ざいます。 

何卒、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。 

○議長（田中 仁 議員） 

ただ今の提案理由の説明について、追加の資料が提出されております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○質      疑 

○議長（田中 仁 議員）  

これより、議案第８号について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」の声〕 

○議長（田中 仁 議員）  

      質疑「なし」と認め、質疑を終わります。       

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○採  決 

○議長（田中 仁 議員） 

本件は人事案件ですので、討論を省略して、これより採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  議案第８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」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 

   ｢異議なし｣と認めます。 

  よって議案第８号については、原案のとおり同意することに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○選挙・指定 

○議長（田中 仁 議員） 

  最後に、日程第７、「石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員及び補充員の

選挙」を行います。 

  選挙管理委員及び補充員の任期は、平成２３年３月２８日で満了となることか

ら、本定例会で選挙を行うものであります。 

  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、指名推薦

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」の声〕 

○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、指名推薦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

に異議はありませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

○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。 

○議長（田中 仁 議員） 

  選挙管理委員には、 

かほく市宇野気ニ１１４番地１          北野 清二郎さん 

  河北郡内灘町字鶴ヶ丘４丁目１番地３７８  竹川 雄二郎さん 

  白山市黒瀬町１７番地                    瀬東   一雄さん 

  羽咋郡宝達志水町見砂ヌ２３０番地        坂口   弥八さん 

  以上の４名の方を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました４名の方を選挙管理委員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」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 
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   ｢異議なし｣と認めます。 

  したがいまして、ただいま指名いたしました、北野 清二郎さん、竹川 雄二郎 

さん、瀬東 一雄さん、坂口 弥八さん。以上４名が、石川県後期高齢者医療広域 

連合選挙管理委員に当選されました。 

  続きまして、選挙管理委員補充員には、 

  七尾市大田町三部１２５番地              岩田   武雄さん 

  鹿島郡中能登町曽祢ノ部５３番甲地        松森   友治さん 

  加賀市片山津温泉ヒの１７番地の６        本田   俊彦さん 

能美郡川北町字山田先出礼３０７の１番地  藤田   敏次さん 

以上の４名の方を指名いたします。 

お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました４名の方を選挙管理委員補充員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」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 

   ｢異議なし｣と認めます。 

  したがいまして、ただいま指名しました、岩田武雄さん、松森友治さん、本田 

俊彦さん、藤田敏次さん。以上の４名が石川県後期高齢者医療広域連合選挙管理 

委員補充員に当選されました。 

  ただいまの選挙結果につきまして、資料を配布いたします。 

  次に補充の順序について、ご審議いただきます。 

  お諮りいたします。 

  補充の順序は、ただいま指名した順序にしたいと思いますが、これにご異議は 

ありませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

○議長（田中 仁 議員） 

   ｢異議なし｣と認めます。 

  よって補充の順序は、ただいまの指名の、岩田武雄さん、松森友治さん、本田 

俊彦さん、藤田敏次さんの順に決定しました。 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○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２３年第１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２５分 閉会 

 

 




