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平成２２年第１回兵庫県後期高齢者医療広域連合議会定例会 

第１日（平成２２年２月２２日） 会議録 

 

議事日程 

平成２２年２月２２日午後２時開議 

第１  会議録署名議員の指名 

第２  会期の決定 

第３  議案第１号 兵庫県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の

件 

第４  議案第２号 平成２１年度兵庫県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第３号） 

第５  議案第３号 平成２１年度兵庫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３号） 

第６  議案第４号 兵庫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制定の件 

第７  議案第５号 兵庫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

金条例の一部を改正する条例制定の件 

第８  議案第６号 平成２２年度兵庫県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

第９  議案第７号 平成２２年度兵庫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１０ 請願第１号 被保険者の負担軽減を求める請願 

第１１ 請願第２号 滞納者に対する支援対策と保険証交付を求める請願 

第１２ 請願第３号 後期高齢者医療制度を直ちに廃止する意見書採択を求める請願 

第１３ 一般質問 
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第１４ 議長の辞職 

第１５ 議長の選挙 

第１６ 副議長の辞職 

第１７ 副議長の選挙 

第１８ 同意第１号 兵庫県後期高齢者医療広域連合監査委員選任の件 

第１９ 議会運営委員会委員の選任 

 

本日会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（３２名） 

１番 中 村 三 郎    ２番 山 名 基 夫 

３番 白 井   文    ４番 友 國 仁 男 

５番 河 野 昌 弘    ６番 濱 田 知 昭 

８番 川 村 貴 清   １０番 中 川   茂 

１１番 樽 本 庄 一   １２番 西 田 正 則 

１４番 來 住 壽 一   １５番 村 上 正 明 

１６番 大 眉   均   １８番 水 田 賢 一 

１９番 井 上 嘉 之   ２０番 吉 岡 正 剛 

２１番 東 郷 邦 昭   ２３番 藤 原 敏 憲 

２４番 辻   重五郎   ２６番 多 次 勝 昭 

２７番 冨 岡 篤太郎   ２８番 田 路   勝 

２９番 山 本 廣 一   ３０番 西 村   悟 

３２番 古 谷   博   ３３番 清 水 ひろ子 

３４番 細 岡 重 義   ３５番 藤 原   茂 
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３６番 橋 本 省 三   ３７番 八 幡 儀 則 

３８番 山 本   暁   ３９番 庵 逧 典 章 

 

欠席議員（９名） 

７番 山 中   健    ９番 谷 口 芳 紀 

１３番 豆 田 正 明   １７番 登   幸 人 

２２番 酒 井 隆 明   ２５番 川 野 四 朗 

３１番 戸 田 善 規   ４０番 長 瀬 幸 夫 

４１番 岡 本 英 樹 

 

説明のため出席した者 

広域連合長   山 田   知 

副広域連合長  尾 﨑 光 雄 

事務局長    寺 田   裕 

資格保険料課長 田 原 洋 子 

給付課長    植 田   勲 

システム課長  久 保   孝 

 

職務のため出席した職員 

総務課長    酒 匂 義 裕 

事務職員    田 月 幸 一 

事務職員    田 辺 三 夫 
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  （午後２時開会） 

○議長（西田正則)  ただいまの出席議員は３２名で、定足数に達しております。 

 ただいまから、平成２２年第１回兵庫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。 

 この際、広域連合長より発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 山田広域連合長。 

○広域連合長（山田 知)  本日は、平成２２年第１回広域連合議会の定例会を招

集させていただきましたところ、議員各位におかれましては、年度末の大変ご多忙な

折にもかかわりませず、ご出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

 各市町におかれましては、日ごろより後期高齢者医療制度の運営にご努力をいただ

いていることに、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。 

 本日は、平成２２、２３年度の保険料率を定める後期高齢者医療制度に関する条例

の改正案や、平成２２年度広域連合予算案等、諸案件を提案させていただいておりま

す。各議案につきましては、後ほど事務局より説明させますので、何とぞご賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。 

○議長（西田正則)  これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 最初に諸報告を申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、監査委員から監査報告第３号より第５号に至る報告があり

ました。 

 以上で諸報告は終わります。 

 次に、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は１５番、宝塚市、村上議員及び３８番、上郡町、山本議員を指名

いたします。 
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 次に、日程第２、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日といたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西田正則）  ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第１号「兵庫県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 寺田事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  ただいま上程されました議案第１号「兵庫県後期高齢者

医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例制定の件」についてご説明いたします。 

 定例会提出議案の１ページをお開きください。 

 本件は、船員保険法等の改正に伴い、当該条例で引用する条文を改正するものでご

ざいます。 

 議案第１号についてご説明申し上げました。 

 何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（西田正則）  提案理由の説明が終わりました。 

 本件について、発言の通告はありませんので、これよりお諮りいたします。 

 議案第１号を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西田正則）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 



―６― 

 次に、日程第４、議案第２号「平成２１年度兵庫県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算（第３号）」、日程第５、議案第３号「平成２１年度兵庫県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 寺田事務局長。 

○事務局長（寺田 裕)  議案第２号「平成２１年度兵庫県後期高齢者医療広域連

合一般会計補正予算（第３号）」、議案第３号「平成２１年度兵庫県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」につきまして、相互に関連が

ございますので、一括してご説明申し上げます。 

 議案第２号「平成２１年度兵庫県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第３

号）」でございますが、定例会提出議案の３ページをお開きください。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ３４億３，８１４万１，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ５７億６，２８４万２，０００円とするものでございます。 

 それでは、平成２１年度補正予算に関する説明書によりましてご説明申し上げます。

２ページをお開きください。 

 歳入予算でございますが、第２款国庫支出金、第１項国庫負担金は、国の保険料不

均一賦課負担金の額が確定したことによるものであり、３１７万３，０００円の減額

でございます。第２項国庫補助金は、保険料軽減措置が２２年度以降も継続し、その

財源は国が全額を補てんするとされたことにより、２２年度保険料軽減分が２１年度

中に交付されるもので、臨時特例基金に積み立てる３４億３６３万円を増額するもの

でございます。 

第３款県支出金、第１項県負担金は、県の保険料不均一賦課負担金の額が確定した

ことによるものであり、３１７万３，０００円の減額でございます。 

 第４款繰入金、第２項特別会計繰入金３，６５０万円は、健康増進事業等に係る特

別調整交付金の見込み額でございます。 
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 第６款諸収入、第２項雑入４３５万７，０００円は、臨時特例基金利子収入を増額

するものでございます。 

 以上、合計で一般会計の歳入補正額は、３４億３，８１４万１，０００円の増額と

なっております。 

 次に、歳出予算についてご説明申し上げます。３ページでございます。 

 第２款総務費、第１項総務管理費は、健康増進事業に係る各市町への補助金等３，

６５０万円と、平成２２年度の保険料軽減措置のための積立金３４億７９８万７，０

００円を増額するものでございます。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費は、国と県からの不均一賦課負担金を繰り出すも

ので、負担金額の確定により、６３４万６，０００円の減額でございます。 

 以上、一般会計の歳出補正額は、合計で３４億３，８１４万１，０００円の増額と

なっております。 

 議案第２号についてご説明申し上げました。 

 次に、議案第３号「平成２１年度兵庫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３号）」についてご説明申し上げます。 

 定例会提出議案の５ページをお開きください。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ２６９億２，９２５万７，０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ５，０７５億３，５５０万８，０００円とするものでご

ざいます。 

 これは、療養給付費の見直しに伴い、市町支出金、国・県支出金及び支払基金交付

金をそれぞれ減額し、あわせてその他の項目につき、実績を踏まえて必要な補正を行

おうとするものでございます。 

 それでは、平成２１年度補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。６ペ

ージをお開きください。 

 まず、歳入予算でございますが、第１款市町支出金、第１項市町負担金、第１目保
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険料等負担金２億５，０３４万３，０００円、第２目療養給付費負担金２０億１１２

万７，０００円は、それぞれ療養給付費の見直しに伴う減額でございます。 

 第２款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目療養給付費負担金６０億３３７万８，

０００円は、療養給付費の見直しに伴う減額、第２目高額医療費負担金２億７，８２

７万９，０００円は、給付実績による増額でございます。第２項国庫補助金、第１目

調整交付金２９億６，２７５万８，０００円は、療養給付費の見直しに伴う減額、第

２目健康診査費補助金５，３１５万４，０００円は、保健事業費の実績による減額で

ございます。第３目老人医療費国庫補助金８，６４５万８，０００円は、特別高額医

療費共同事業拠出金額の実績による増額でございます。 

 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２０億１１２万７，０

００円の減額は、療養給付費の見直しに伴うもので、第２目高額医療費負担金２億７，

８２７万８，０００円は、給付実績による増額でございます。 

 第４款支払基金交付金１４０億３，５６４万７，０００円の減額は、療養給付費の

見直しに伴うものでございます。 

 ７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２億４，３３２万６，０００円の減額は、交

付額の見直しによ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６３４万６，０００円の減額は、不均一賦課

に係る一般会計からの繰入額の確定によるものでございます。第２項基金繰入金１億

２，８５２万２，０００円の減額は、２１年度の保険料軽減財源として、国の臨時特

例交付金から積み立てられた臨時特例基金からの繰入金でございまして、対象者数の

実績によるものでございます。 

 第９款諸収入、第１項延滞金、加算金及び過料１９９万９，０００円、第２項預金

利子１，８３２万円、第３項雑入、第２目第三者納付金９，０００万円、第３目返納

金３１３万７，０００円は、実績によりそれぞれ増額するものでございます。 
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 以上、合計で特別会計の歳入補正額は、２６９億２，９２５万７，０００円の減額

となっております。 

 ８ページをお開きください。 

 歳出予算でございますが、第１款保険給付費、第１項療養諸費、第１目療養給付費

２６８億５，８４３万６，０００円は、療養給付費の見直しに伴う減額、第２目訪問

看護療養費５，８３４万６，０００円の減額、第５目審査支払手数料７８９万円の増

額、第２項高額療養諸費、第１目高額療養費６，８８９万７，０００円の減額、第３

項その他医療給付費、第１目葬祭費１億３，５１５万円の増額は、それぞれ実績に伴

うものでございます。 

 第３款特別高額医療費共同事業拠出金２億３，６２４万６，０００円の減額、第４

款は、保健事業費５，２７１万円の減額でございます。 

 ９ページに移りまして、第５款公債費２，８６５万円の減額は、それぞれ実績を踏

まえたものでございます。 

 第６款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金、第１目還付金５，０００万円の増

額、第２目償還金１２億７９４万円の減額、第２項繰出金３，６５０万円の増額は、

それぞれ実績に基づくものでございます。 

 第７款予備費１３億５，２４２万８，０００円の増額は、このたびの歳入歳出予算

の精査の結果による２１年度の剰余金見込み額でございまして、２０年度の剰余金と

合わせた６７億２，９３０万６，０００円は、平成２２年度特別会計へ繰り越すこと

としております。 

 以上、合計で特別会計の歳出補正額は、２６９億２，９２５万７，０００円の減額

となっております。 

 議案第３号についてご説明申し上げました。 

○議長（西田正則）  提案理由の説明が終わりました。 

 本件について、これより質疑に入ります。 
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 発言の通告がありますので、発言を許可いたします。 

 ２３番、養父市、藤原議員。自席でご発言願います。 

○２３番（藤原敏憲）  養父市の藤原でございます。 

 議案第３号の特別会計の補正予算につきまして、質疑を申し上げたいと思います。 

 先ほど説明がございましたが、特別高額医療費の共同事業拠出金が２億３，０００

万円ほど減額になっております。これは、事前に内容的なものにつきましてはお聞き

もいたしましたが、１件当たり４００万円の医療費が今後７００万円になったことに

よって減額になったということでございましたけれども、２０年度の決算で見てみま

すと、当初２億３，０００万円ほど組んでありましたが、補正なしで不用額で１億９，

０００万円減額して、決算の段階で４，２００万円ということになっておりましたが、

今回は２億３，５００万円減額補正をして９，６００万円にするということになって

いるわけですけれども、２０年度実績でも４，２００万円であったものが、当初予算

で２１年度３億円以上の予算を組んでおきながら、また減額をしなければならない。

２０年度実績を見ておれば、２１年度の予算を立てるときも、こういうふうな予算を

組まなくてもよかったのではないかというふうに思いますが、この件につきまして詳

細を説明願いたいというふうに思います。 

 それから、保険給付費は大きく減額になっているわけですけれども、保険給付費に

よりまして保険料が変わってくるわけでございますので、これらの主な要因というの

はどのようにつかんでおられるのか。これにあわせまして、当然、予備費が多額とな

ってまいりまして、合計で６７億円、次年度に繰り越すということにもつながってま

いりますので、もともとの医療費の見込みがどうであったのかということにも関連し

てまいりますので、そうしますと保険料の算定にも影響が出てまいりますので、この

２点につきましてご答弁をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西田正則）  事務局長。 
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○事務局長（寺田 裕)  お答えいたします。 

 特別高額共同事業の関係でございますが、これは１件４００万円以上のレセプトを

対象としておりますが、特に心臓バイパス手術につきましては、７００万円を超すも

ののみが対象となっているわけでございます。今、ご指摘もございましたように、２

０年度決算で４，２００万円でございました。この実績がほぼ出てまいりましたのが

年度後半でございまして、２１年度予算編成に間に合わなかったということでござい

ます。２０年度は、制度発足の年でもございまして、その他の項目につきましても幾

つか補正でお願いしたものでございますが、決算を踏まえまして、実態がわかってき

た項目もございます。そういう事情でございますので、ひとつよろしくお願いいたし

たいと思います。 

 それから、療養給付費の件でございますが、療養給付費につきましては、被保険者

数と一人当たり給付費の動向により動いてまいります。２１年度の一人当たり給付費

は、２０年度の実績に比べまして、約３．９４％、ほぼ４％の伸びで推移しておりま

す。一方、被保険者数でございますが、２０年度においては、当初想定しておりまし

たより１万３，０００人ばかりの減となりました。これは、平成２０年度におきまし

て、制度へ加入いただけることを想定しておりました６５歳から７４歳までの障害認

定の方がこのうちほとんどでございまして、想定より１万人余少なかったこと、この

ことが大きな要因でございました。２１年度につきましては、障害認定の方の動きが

ほぼ２０年度と同様の傾向を示しておりますので、このたび２１年度補正をお願いし

ておりますのは、２０年度比一人当たり医療費の伸び３．９４％を、２１年度の当初

予算、これは５％と見込んでおりましたが、これに置きかえまして、減額をしようと

するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  ２３番、藤原議員。 

○２３番（藤原敏憲）  そうしますと、特別高額医療共同事業拠出金につきまして
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は、２０年度決算では不用額で補正は組んでいませんね。ところが、２１年度は実績

に基づいて現時点でわかったので補正を組むということで理解してもよろしいでしょ

うか。２０年度決算の２０年度事業を運営している段階で臨時議会もあったわけです

ので、そのときには補正はされなかったのはなぜかということでございますが、いか

がでしょうか。そして、レセプトの４００万円、７００万円ということにつきまして

は、これからずっとそういう形で推移するということで理解しておいてよろしいので

しょうか。そうしますと、かなり拠出金が減ってくると、この制度が続く限り、とい

うことで理解しておいてよろしいのでしょうか。 

 それから、療養給付費の関係でございますが、医療費そのものについては、変更な

しで、端的な言い方ですけれども、障害者の方の後期高齢者医療制度に加入される方

が少なかったと、予測よりもということで理解してよろしいでしょうか。そうします

と、当然、給付費に見合った保険料をつくる、兵庫県連合議会としてつくっているわ

けですから、それも見込みが変わってきた。そのために、予備費に多く回さなければ

ならないということで理解しておいてよろしいのでしょうか、伺います。 

○議長（西田正則）  事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  高額共同拠出金につきましては、２０年度の決算で不用

を出させていただきました。２０年度決算の際には、既に同年２月に２１年度の予算

を組ませていただいておりました。その段階では、こういう件数の見込みが少なかっ

たということは、残念ながらわからなかったわけでございます。おっしゃいましたよ

うに、２０年度に続きまして２１年度につきましては、そこのところをおさえて、今

回補正をお願いし、２１年度の現状がほぼベースになっていくんではないかなと考え

ております。 

 それから、療養給付費でございますが、２０年度の動きにつきましておっしゃられ

たと思います。２０年度につきましては、障害認定の方が非常に想定よりも加入され

る方が少なかったという形でございます。本年度は、２０年度程度の傾向が続いてい
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るということでございますが、２１年度につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、被保険者数については、ほぼ想定どおりでございますが、一人当たり医療給付費

について、今回実績に置き直させていただいたということでございます。 

○議長（西田正則）  ２３番、藤原議員。 

○２３番（藤原敏憲）  そうすると、療養給付費の関係でございますが、一つは医

療費全体が減った。それと、障害者の方の加入数が減ったから、当然医療費も減りま

すので、それを合算したものが今回の補正になっております２６０億円だということ

で理解しておいてよろしいのでしょうかということです。それでいきますと、当然、

先ほど言いましたように、保険給付費に基づいて保険料が算定されるわけですから、

保険料にも影響があったのではないかと、当初の段階で、この決算を見まして、この

ように思うわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（西田正則） 寺田事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  ２０年度の決算のことでございますか。２１年度につき

ましては、先ほど申し上げましたように、３．９４％の実際の一人当たり給付費の伸

びを、当初予算５％で組ませていただいておりましたので、それに置きかえたという

ことが、今回減額補正をする要因でございます。 

○議長（西田正則）  質疑は終わりました。 

 本件について、他に発言の通告もありませんので、これよりお諮りいたします。 

 議案第２号及び議案第３号を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西田正則）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第４号「兵庫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制定の件」、日程第７、議案第５号「兵庫県後期高齢

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を改正する条例制定の
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件」、日程第８、議案第６号「平成２２年度兵庫県後期高齢者医療広域連合一般会計

予算」、及び日程第９、議案第７号「平成２２年度兵庫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」を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 寺田事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  ただいま上程されました議案第４号「兵庫県後期高齢者

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制定の件」、議案第

５号「兵庫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を

改正する条例制定の件」、議案第６号「平成２２年度兵庫県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算」、及び議案第７号「平成２２年度兵庫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、相互に関連しておりますので、一括してご

説明申し上げます。 

 定例会提出議案の８ページをお開きください。 

 議案第４号「兵庫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

改正する条例制定の件」でございます。 

 本件は、平成２２年、２３年度の保険料率を定めるとともに、医療の確保が著しく

困難である地域に住所を有する特定地域被保険者と、給付等に要する費用の額が著し

く低い市町に住所を有する特定市町区域内被保険者に適用される、平成２２年度、２

３年度の保険料率を定めようとするものでございます。 

 平成２２年度、２３年度の保険料は、これまでの軽減措置が２１年度限りとされて

いたことのほか、医療給付費の増加に加え、高齢化の進行に伴う高齢者負担率の伸び、

給付対象月数が２３月から２４月になること等の要因が重なり、大幅な上昇が予想さ

れたため、国が軽減措置を継続することといたしました。 

 広域連合では、さらに平成２１年度末の剰余金見込み額６７億円全額と、県に設置

されている財政安定化基金から２１億円を取り崩し、合計８８億円を活用して、均等
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割額を据え置き、所得割率を０．１６ポイントの上昇に抑え、被保険者の負担を抑制

しようとするものでございます。 

 条例改正の内容につきまして、新旧対照表によりご説明申し上げますので、１０ペ

ージをお開きください。 

 第８条及び第９条は、平成２２年度及び平成２３年度の所得割率を１００分の８．

２３、被保険者均等割額を４万３，９２４円とするものでございます。 

 第１１条、附則第５条第１０号は、それぞれ特定地域被保険者及び特定市町区域内

被保険者の保険料率を定めるもので、１２ページの別表第１、及び別表第２のとおり

でございます。 

 １１ページにお戻りいただきまして、附則第１４条以下は、軽減措置の継続に関す

る規定を追加するものでございます。 

 議案第４号についてご説明申し上げました。 

 次に、議案第５号「兵庫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

金条例の一部を改正する条例制定の件」についてご説明申し上げます。 

 定例会提出議案の１３ページをお開きください。 

 本件は、保険料軽減対策の財源等に充てるため、基金条例の改正を行おうとするも

のでございます。条例改正の内容について、新旧対照表によりご説明申し上げますの

で、１４ページをお開き願います。 

 第６条において、基金を処分できる期間に関する規定を廃止するとともに、１５ペ

ージの附則第２項で、この条例は平成２４年度末で失効するとしております。 

 議案第５号についてご説明申し上げました。 

 次に、議案第６号「平成２２年度兵庫県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」で

ございます。 

 定例会提出議案の１６ページをお開きください。 

 本予算は、一般会計の予算総額を歳入歳出それぞれ１５億３，０１４万４，０００
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円とするものでございます。 

 それでは、平成２２年度予算に関する説明書によりご説明申し上げます。１２ペー

ジをお開きください。 

 まず、歳入予算でございますが、第１款分担金及び負担金、第１項負担金は、各市

町の共通経費分賦金で、１４億５，５００万８，０００円、第２款国庫支出金、第１

項国庫負担金は、保険料不均一賦課負担金３，５３２万７，０００円、第２項国庫補

助金は、老人医療費国庫補助金６７万９，０００円、第３款県支出金、第１項県負担

金は、保険料不均一賦課負担金で、３，５３２万６，０００円を計上いたしておりま

す。 

 第４款繰入金、第１項基金繰入金、第２項特別会計繰入金、１３ページに移りまし

て、第５款繰越金は、それぞれ存目でございます。 

 第６款諸収入は、第１項預金利子８０万円、第２項雑入は、基金利子収入等３００

万１，０００円を計上いたしております。 

 以上、一般会計の歳入予算総額は、１５億３，０１４万４，０００円となっており

ます。 

 １４ページをお開きください。 

 歳出予算でございますが、第１款議会費は、広域連合議会の開催経費１６２万８，

０００円でございます。 

 第２款総務費、第１項総務管理費は、１４億５，４６４万２，０００円でございま

す。総務管理費の主な内訳は、次のとおりでございます。 

 第１目一般管理費、第１１節需用費３，６８８万２，０００円は、用紙代等の消耗

品費、封筒、パンフレット等の印刷費等、第１２節役務費２億３３２万１，０００円

は、通信運搬費、コールセンター経費等、１５ページに移りまして、第１３節委託料

８億４１４万９，０００円は、標準システム運用・保守業務、高額療養費等給付業務

等の委託費、第１４節使用料及び賃借料１億４２１万７，０００円は、電算処理シス
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テム機器賃借料、広域連合事務室の賃借料等、第１９節負担金、補助及び交付金３億

２６万３，０００円は、事務局職員給与費負担金等でございます。 

 第２項選挙費は、１２万６，０００円、第３項監査委員費は、９万５，０００円を

計上いたしております。 

 １６ページをお開きください。 

 第３款民生費は、特別会計への保険料不均一賦課繰出金７，０６５万３，０００円、

第４款予備費は、３００万円を計上いたしております。 

 以上、一般会計の歳出予算総額は、１５億３，０１４万４，０００円となっており

ます。 

 議案第６号についてご説明申し上げました。 

 次に、議案第７号「平成２２年度兵庫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」でございます。 

 定例会提出議案の１９ページをお開きください。 

 本予算は、特別会計の予算総額を歳入歳出それぞれ５，３６４億４，５５８万１，

０００円とし、一時借入金の借入れの最高額を１５０億円と定めるものでございます。 

 それでは、平成２２年度予算に関する説明書によりご説明申し上げます。１８ペー

ジをお開きください。 

 まず、歳入予算でございますが、第１款市町支出金、第１項市町負担金は、各市町

の保険料等負担金５１８億３，７７１万２，０００円、療養給付費負担金４０６億１，

１００万４，０００円を計上いたしております。 

 第２款国庫支出金、第１項国庫負担金は、療養給付費負担金１，２１８億３，３０

１万２，０００円、高額医療費負担金１５億９，３２８万２，０００円、第２項国庫

補助金は、調整交付金３７３億３，９３２万７，０００円、健康診査費補助金１億４，

２００万円、老人医療費国庫補助金１億３８９万８，０００円を計上いたしておりま

す。 
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 第３款県支出金、第１項県負担金は、療養給付費負担金４０６億１，１００万４，

０００円、高額医療費負担金１５億９，３２８万２，０００円を計上いたしておりま

す。 

 １９ページへお移り願います。 

 第４款支払基金交付金は、現役世代からの支援金で、２，３０１億７，０５６万９，

０００円、第５款特別高額医療費共同事業交付金は、１億３８９万８，０００円を計

上いたしております。 

 第６款繰入金、第１項一般会計繰入金は、保険料不均一賦課繰入金で、７，０６５

万３，０００円、第２項基金繰入金は、平成２２年度の被用者保険の被扶養者及び低

所得者の保険料軽減の財源に充てるために、平成２１年度に一般会計から積み立てた

臨時特例基金からの繰入金で、３４億３６３万円、第７款繰越金は、平成２１年度特

別会計の予備費、補正後の６７億２，９３０万６，０００円を計上いたしております。 

 第８款県財政安定化基金借入金は、存目でございます。 

 ２０ページをお開きください。 

 第９款諸収入、第１項延滞金、加算金及び過料は、延滞金等２００万１，０００円、

第２項預金利子は、４，８００万円、第３項雑入は、第三者納付金等２億５，３００

万２，０００円を計上いたしております。 

 以上、特別会計の歳入予算総額は、５，３６４億４，５５８万１，０００円となっ

ております。 

 ２１ページにお進みいただきまして、歳出予算でございますが、第１款保険給付費、

第１項療養諸費、後期高齢者医療に係る療養諸費で、療養給付費５，０５１億１，０

８８万１，０００円、訪問看護療養費１６億１，５４５万円、特別療養費１００万円、

移送費１０万円、審査支払手数料１３億９００万円を計上いたしております。第２項

高額療養諸費は、高額療養費２０６億２１０万４，０００円、高額介護合算療養費９

億６，０６２万４，０００円、第３項その他医療給付費は、葬祭費１６億２，０００
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万円を計上いたしております。 

 第２款県財政安定化基金拠出金は、４億９，４２２万９，０００円でございます。 

 ２２ページをお開きください。 

 第３款特別高額医療費共同事業拠出金は、１億３８９万８，０００円、第４款保健

事業費は、健康診査に要する経費４億２，７００万円を計上いたしております。 

 第５款公債費は、一時借入金利子４，２５３万５，０００円、第６款諸支出金は、

過年度還付金等で１億２５０万１，０００円、２３ページに移りまして、第７款予備

費は、４０億５，６２５万９，０００円を計上いたしております。 

 以上、特別会計の歳出予算総額は、５，３６４億４，５５８万１，０００円となっ

ております。 

 議案第７号についてご説明申し上げました。 

 以上、議案第４号、議案第５号、議案第６号及び議案第７号についてご説明申し上

げました。 

 何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（西田正則）  提案理由の説明が終わりました。 

 本件について、これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 ２３番、養父市、藤原議員。自席でご発言願います。 

○２３番（藤原敏憲）  養父市の藤原でございます。 

 議案第４号、条例改正と議案第７号、特別会計予算につきまして、関連があります

ので、あわせて行いたいと思いますが、まず、保険料を決める段階では、いわゆる逆

算いたしまして、保険給付費を幾らみるのかということになっておりますが、平成２

０年度から見てみますと、２１、２２、２３というのが医療費が非常に上がってきて

いるというのが、懇話会の資料でいただいているわけですけれども、これらの要因に

ついてはどのように考えておられるのか。また、今後の２２、２３の医療費の見込み
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について、これが妥当なものであるのかどうか。これらについて、どのような判断を

されて提案されたのか伺いたいと思います。 

 それから、先ほど言われましたように、剰余金６７億円と県の財政安定化基金、２

３年度末で５６億円のうち２１億円を取り崩して８８億円で保険料を軽減すると。こ

のことにつきましては、評価もいたします。これは、今の政権になりましてからこの

制度の廃止というのが決まりまして、剰余金を保険料軽減のために使えとか、それか

ら、県の財政安定化基金を保険料の軽減のために使えという方針が出されて、それに

基づいて懇話会での結論が出て、それをそのままこの議会に提案されたものというふ

うに思っておりますが、言いましたように評価もしますけれども、今回、保険料率の

改定ということで所得割を０．１６ポイント引き上げて、平均で１，０５４円保険料

を引き上げるということになっておりますが、大体この１，０５４円を引き上げない

ようにしようと思えば、どれだけ経費がかかるのかというのを、概算でございますけ

れども試算いたしましたら、大体１３億円から１４億円程度かなと思っていたわけで

すけれども、事務局の方にお尋ねいたしますと、約１０億円で済むという回答をいた

だいております。 

 そこで、保険料を下げようと思いますと、国からの支援策があるか、それとも県の

財政安定化基金を使うのか、保険料を値上げするのかという方法しか今のところござ

いませんので、保険料を軽減しようと思えば、幸いに県の財政安定化基金が５６億円

あるうち２１億円取り崩しても、まだ３５億円残るわけであります。 

 県の方は、大体保険料の３％から５％を基金で積んでいこうということで、現在拠

出しているわけですけれども、それでいきますと大体５％で計算いたしますと、２５

億円、財政安定化基金があればいいということになっておりますので、２１億円取り

崩しても３５億円残るわけですので、あとの１５億円を取り崩すことは可能だという

ふうに思いますが、このようなことが議論されて、この提案になったのでしょうか。

県とはどのような交渉をされたのか。私たちも共産党の議員団などで県の方にも、財
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政安定化基金を取り崩して広域連合に渡せと、保険料上げなくても済むではないかと

いうことも申し入れもしているわけですけれども、兵庫県の連合議会としてどのよう

に議論されたのか伺っておきたいというふうに思います。 

 それと、政権がかわりまして、当初国の方は、即座に廃止すると、この制度をと言

っておりましたけれども、３年後、４年後になってしまいました。その間、保険料の

見直しが今の制度でいきますと２年ごとに見直されるということで、厚生労働省の試

算では、１３．８％ぐらい上がるだろうと。それでは困るから、国が支援するという

ことを当初申しておりましたが、それも何かうやむやになっているわけですけれども、

国の方の支援策というのは、今どのような協議がされているのか伺っておきたいとい

うふうに思います。 

 それと、特別会計の方の先ほどの予算説明がございましたが、国庫補助金の調整交

付金が前年度と比べまして１３億４，７００万円ほど減額になっておりますが、この

理由についてはいかがでございますか。 

 それから、第三者納付金につきまして、２０年度決算では２，１００万円でござい

ました。２１年度の補正予算で増額されておりますけれども、大幅に増えたという要

因は一体何なのかということでございます。 

 以上でございます。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（西田正則）  事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  お答えいたします。 

 医療給付費の関係でございますが、先ほどご説明申し上げましたように、当初２０

年度は制度発足の年でございますから、実績というのは当然ございません。いろんな

推計の場合は、それ以前の老健の数値をもって作業をしておりましたが、このたび２

１年度につきましては、２０年度を踏まえて、一人当たり医療給付費が３．９４％の

伸びという実績が出ております。 

 これをもちまして、２２年度及び２３年度もこの程度の流れになるだろうと考えた
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わけでございます。２０年度から２１年度の３．９４％の増でございますが、これに

つきましても、先ほどご質問いただきましたように、２０年度の決算でご報告いたし

ました被保険者数の状況が、２１年度もほぼ同じ傾向にあるということから、２１年

度におきまして、ようやく一つの実績というものが出てきたのではないかと考えてお

ります。 

 当然、医療費は上がってまいりますので、これをどう見込むのかということでござ

いますが、このたびはあくまで２０年度に比べた実績ということで、３．９４％を使

わせていただきました。 

 それから、保険料率の決定に関するお尋ねでございましたが、平成２２年度、２３

年度は、おっしゃいましたようにいろいろな要因が重なりまして、非常に大幅な上昇

が想定されたところでございました。これにつきまして、国は軽減措置の継続をまず

予算化いたしました。それから、広域連合の剰余金、あるいは都道府県に設置されて

おります財政安定化基金の取り崩しということも要請してきたわけでございます。 

 制度廃止に係るスケジュールを国が既に示しておりますが、平成２４年度末に廃止

ということでございますので、平成２４年度にもう一度保険料の改定が行われること

になります。これにつきまして国は、基金残高と平成２４年度の基金拠出金で一定程

度の抑制効果が得られるというお話でございました。 

 これらを踏まえまして、次期保険料率改定も視野に入れ、被保険者の負担増を少し

でも抑制するという観点から、剰余金だけでなく財政安定化基金の取り崩しも前提に

試算を繰り返しまして、今回の案に至ったわけでございます。 

 今回の案につきまして、県と協議を行い、同意を得たものでございます。国により

ますと、全広域連合中、剰余金に加え、基金の取り崩しまでを行う、あるいは協議中

というところは３１団体と聞いております。保険料の上昇率は、全国平均で３％程度

ということを聞き及んでもいるところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（西田正則）  事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  申し忘れました。 

 先ほどの保険料率のうち所得割率を据え置いたらどうなるのかというお尋ねでござ

いました。失礼いたしました。 

 保険料の据え置きということにつきましての考え方でございますが、私どもは保険

料というのは個々の被保険者の方々が仮に何らの収入の変化がない限り、同額という

ことだろうと、まず考えました。つまり、一人当たり平均保険料というのは、あくま

で平均でございますが、お一人お一人考えますと、所得割率と均等割額、保険料率の

据え置きという、保険料率が動かないという場合に据え置きということになるのでは

ないかと。どちらの見方でもそれはあるものでございましょうが、そういう前提で１

０億円という試算を行ったところでございます。１，０００円という金額から人数で

換算しますと、また１３億円という金額が出てこようと思います。 

 いずれにいたしましても、先ほど申しましたように、次期保険料改定、２４年度の

改定を考えますと、これ以上の基金の取り崩しというのは、次期改定時に被保険者の

方々の負担増につながるものと考えております。 

 たくさんのご質問でありまして、失念しておりました。予算の関係がございました。 

 ２１年度から国庫補助金の調整交付金の説明ということでございました。調整交付

金につきましては、先ほどの２１年度の予算の減額補正に伴いまして、調整交付金も

減額させていただきました。減額後の調整交付金と比較していただきますと、平成２

２年度の当初予算は増になっているということでございますので、ここでバランスが

とれているのではないかなと思っております。 

 それから、第三者行為の関係でございますが、第三者行為の求償事務につきまして

は、２１年度の当初予算のところでもご説明させていただきましたが、２０年度当初

予算では、直近の老健の実績をもとに計上させていただきました。先ほどの特別高額

の場合とよく似ておるわけでございますが、第三者行為の場合は、現実には事故等で
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その症状が固定されて、一件一件が処理できるのが非常に時間がかかるということで、

初年度には非常に実績が少なかったということでございます。 

 ２０年度決算では、１，１００万円程度でございました。ただ、時間がたってまい

りますと増えてまいります。２１年度当初では１億５，０００万円、今回、先ほど補

正をさせていただいて２億４，０００万円という形にさせていただきました。その実

績を踏まえて、今回この２２年度当初では２億５，０００万円を計上させていただい

ているところでございます。 

 以上でございます。失礼いたしました。 

○議長（西田正則）  ２３番、藤原議員。 

○２３番（藤原敏憲）  そうしますと、２０年度までは老人保健法に基づいて制度

が行われていたので、医療費の確定したのがよくわからなかったということで、２１、

２２、２３については、保険給付費が増額していると。約３．９％ということで、こ

れは実績に基づいて、ほぼこのぐらいだろうということで、これ以上上がることはな

いと、今の予測では。診療報酬の改定については小幅なので、保険給付費には影響な

いというふうな資料もいただいておるわけですけども、そういうことで理解しておい

てよろしいわけでしょうか。診療報酬の改定につきましては、影響はほぼ出ないだろ

うということでよろしいのでしょうか、これが１点です。 

 それから、先ほどおよそ１０億円あれば、所得割の率を改定しなくても済むという

ことでございますので、申し上げましたように、お金の出どころといいますと、国の

負担金・補助金が増えるか、県の補助金があるか、財政安定化基金しかないわけであ

りますので、申し上げましたように、幸い県は財政安定化基金がありますので、あと

１０億円これを取り崩すことによって、保険料の改定をしなくても済むのではないか

というふうに申し上げたわけで、この２１億円という金額は、これは広域連合の方が

県に言われた金額なのか、それとも兵庫県の方が、これだけは残しておきたいから、

つまり３５億円、２３年度末で２１億円取り崩しても残る。このお金は残しておきた
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いと県の方が言ったのか。これは一体どういうことなのでしょうか。広域連合として、

あと１０億円取り崩すことによって、保険料を上げなくて済む、こういうことにつな

がるので、その要請はされているのかどうか。 

 それと合わせまして、以前の議会からでも申し上げておりますけれども、お隣の京

都府では、保険料軽減のために、この制度発足当時から、府が広域連合に対して補助

金を出しております。兵庫県も広域連合として県に要請はしているけれども、なかな

か財政厳しいから補助金がないというふうにお聞きしておりますが、それらの話も２

２年度の料金改定の折に協議をされたのかどうか。広域連合として、県の方に要請さ

れたのかどうか、この点につきましてご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（西田正則）  事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  お答えいたします。 

 診療報酬改定の影響につきましては、資料を見ていただきましたように、今回の保

険料率の算定では、特に数字に入れておりません。 

 それから、県との話でございますが、先ほど申し上げましたように、今回の改定案

につきましては、広域連合で作業をした結果、今ご説明しております案に至りまして、

それを県と協議させていただいたわけでございます。 

 それから、健康審査につきましては、平成２１年夏にも改めて県の方に、健康診査

事業の補助ということで要望をさせていただきました。ただ、その後、今回の保険料

率の関連で、財政安定化基金の取り崩しという話が出てまいりまして、健康診査事業

そのものにつきましては、結局、補助をいただいておりませんけれども、財政安定化

基金の取り崩しというような形で全体として県費が特別会計に入った、そういうふう

に理解しております。 

 それから、あと１０億円の議論でございましたけれども、その関係でございますが、

診療報酬の今回の改定につきましては、申し上げましたとおりでございますが、平成

２４年度の医療給付費の伸び、これはどうなるかということが、まだ先のことという
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考え方もございましょうけれども、今から順次、被保険者数が伸びてまいります。あ

るいは、高齢化が進展いたしますと、高齢化負担率が上昇いたします。 

 それから、制度最終年度の２４年度は、２０年度の給付月数が１１月でございまし

たのに対しまして、給付対象月数が１２月から１３月になります。今回、大幅に２２

年度、２３年度の保険料がアップになるという一つの大きな要因は、２０年度、２１

年度の合計が２３月の給付費の支給対象でございましたけれども、２２年度、２３年

度が２４月になるということが一つの大きな要因でありました。それが２４年度、制

度最終年度になりますがゆえに、１２月が１３月になる。こういう懸念材料がござい

ます。 

 さらに、今回の診療報酬改定は、ご存じの率でございましたけれども、平成２４年

度は次期の診療報酬改定の時期にも当たるわけでございます。この上に医療費の伸び

がいくらになってくるかと。ここら辺を考えましたときに、あと１０億円とか３５億

円とかいう議論では、とても賄い切れないのではないかという、むしろ私ども、これ

からの心配の材料でございます。少なくとも今回８８億円を取り崩しさせていただい

た、２１億円と６７億円、合わせて８８億円を入れていただくということでございま

すが、今、ご説明申し上げました２４年度の上昇する可能性のある要因を一切無視い

たしましても、２年で８８億円でございますから、単年度で４４億円要るわけです。

その上に今縷々申し上げました上昇要因をどうとらえて、最終年度、被保険者の方の

急激な負担増をどう抑制するのかが、一番大きな案件になろうと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  ２３番、藤原議員。 

○２３番（藤原敏憲）  考え方の基本的な違いがあるんですけれども、私がこれま

でから申し上げておりますように、この制度については問題があると。早く廃止して

ほしいというのが願いです。ところが、現在のところこの制度がある以上運営しなけ

ればならない。そのために、保険料を少しでも低く抑えていくのが加入者のためにな
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っていくということで、これまで申し上げてまいりました。 

 今言われましたように、２５年の４月で新しい制度がもし発足をしたとしましたら、

確かに２４年度で３年後、また保険料の改定をしなければならない。局長言われまし

たように、単純に計算しますと１年に４４億円、今の加入者数と保険給付費が同じよ

うな率でのびるとしたら、１年に４４億円なければ、保険料をまた大幅に上げなけれ

ばならないから、財政安定化基金をあまり多く取り崩さないとおっしゃっているわけ

で、計算上はそうなりますけれども、連合議会として、全国都道府県でつくられてい

るわけですから、これは廃止の方向で持っていって、そして制度が存続している間は

国が支援をせよということを申していくべきではないんでしょうか。 

 そうしないと、今のままでいいますと、２４年度、財政安定化基金全額使ったとし

てもかなりの保険料を増額しなければならない。今のままでいきますとですよ、いう

見込みなんでしょう。だから、安定化基金を少しでも多く残しておきたい。だから、

２２、２３年度の保険料については、多少アップするけども辛抱してくれと。これが

結論になったわけですか、広域連合として。 

 ですから、私は兵庫県の方があと１０億円取り崩すのを渋っているのかなというふ

うに思ってたんですけども、今のご答弁では、２４年度の料金改定のことがあるから、

財政安定化基金を極力残していこうと。だから、２１億円の取り崩しにとどめたとい

うのは、広域連合の方から申し上げたと、県の方にということなんですか。 

 県の方は１０億円、もし広域連合として２４年度のことも確かにありますけれども、

２２、２３の保険料を何とか据え置いていきたいということで要請をすれば、県は受

けるというふうに判断しておられるのですか。確かに、２４年度のことを、２２、２

３で廃止になればいいですけれども、今の国の方針では２４年度も続くということに

なっておりますから、事務局としたら何とか保険料は減らないようにということで今

のご答弁になったと思いますけれども、２２、２３の保険料をどうするのか。少しで

も保険料を下げていくという考え方はなかったのでしょうか、伺います。 
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 また、一般質問で申し上げておりますので、連合長にもお聞きしたいと思いますが、

今の質疑の中では、２１億円の取り崩しは、もう一度聞きますよ。２４年度の料金改

定のことを考えて、広域連合の方が要請したと。例えば、あと１０億円県の方に要請

したら、県の方はそれを受け入れる余地はあるということで理解しておいてよろしい

ですか。それとも、県が１０億円の取り崩しは抵抗しているということで、この料金

改定になったのか、この点について伺いたいと思います。 

○議長（西田正則）  事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  何度も申し上げておりますように、私どもの方で案を策

定し、県の同意をいただいたということでございます。 

 それから、将来的なことを云々ということでございましたけれども、私どもたとえ

制度が廃止するまでの短い期間でございましても、将来をにらんで、できるだけ被保

険者の方の負担を抑制するとともに、安定した財政運営に当たるということが責務だ

ろうと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  質疑は終わりました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、これを許可します。 

 １６番、三木市、大眉議員。登壇のうえ、ご発言願います。 

○１６番（大眉 均）  三木市で選ばれました、大眉でございます。 

 議案第４号、後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定と、議案第７

号、平成２２年度後期高齢者医療特別会計の２件について、反対討論を行います。 

 後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、平成２２年度と２３年度の

被保険者の保険料について改定しようとするものであります。改正案では、均等割額

を現行の４万３，９２４円に据え置き、所得割率を８．０７％から８．２３％に０．

１６ポイント引き上げようとするものであります。これにより、被保険者の約４割の
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所得割のかかる人たちは、引き上げになるのであります。被保険者の平均で１，０５

４円、１．５０％の負担増になるものであります。 

 後期高齢者の保険料は、医療費と被保険者の増加により、２年ごとの見直しで保険

料の負担が増加する仕組みになっております。このたびの保険料算定に当たり、今年

度の剰余金見込み額６７億円を全額繰り入れるとともに、兵庫県の財政安定化基金２

１億円を取り崩し、保険料の負担を抑えようとされていることは評価できるものであ

ります。 

 しかし、５６億円の財政安定化基金を取り崩しても、なお３５億円の基金が残され

ておりますので、あと１０億円程度で保険料の引き上げは抑えることができると考え

られます。 

 先ほど、２４年度の保険料を抑えるためにある程度の財政安定化基金を残しておか

なければならないとのお答えでございましたけれども、県と国や、そういうところで

後期高齢者の医療制度の廃止を見越して、その負担増を抑えていくということ、その

ための支援を求めるということが必要ではないかと考えるものであります。 

 高齢者は、この間の税金や保険料の負担増でその生活はますます困難になっており

ます。低所得者及び被用者保険の被扶養者の保険料の軽減措置が継続されることには

なっておりますが、年金から天引きされる保険料の負担は変わりません。 

 以上のことから、条例案には反対するものであります。 

 平成２２年度後期高齢者医療特別会計についてであります。 

 先ほども申し上げましたが、保険料の引き上げで後期高齢者の負担増になる予算と

なっております。また、滞納者に対する短期保険証が交付されておりますが、普通徴

収の場合は低所得者が多く、軽減措置が行われても保険料が払えない人があるのでは

ないかと思います。滞納者に対するきめの細かい対策が求められておりますが、医療

が受けられなくなるようなことのないように、保険証の発行を求めるものであります。 

 また、健康診査費用が計上されておりますが、高齢者が健康診査を受けやすくして、
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受診率が向上するよう求めるものであります。後期高齢者医療制度は、医療費が際限

なく上がっていく痛みを後期高齢者が自分の感覚で感じ取っていただくことにしたと、

制度導入時に厚生労働省の担当者が述べたことにも見られますように、７５歳以上の

高齢者をこれまで加入していた医療保険から切り離され、個人として保険料負担を強

いるものであります。保険料は、年金から天引きされるとともに、２年ごとに見直し

がされ、医療費と被保険者の増加に伴い、値上げされる仕組みになっています。 

 また、保険料を滞納すると、制度導入前は７５歳以上の人からの保険証取り上げは

禁止されておりましたけれど、保険証を取り上げて資格証明書を発行することが法律

で明記されました。 

 さらに、本格導入されておりませんけれども、後期高齢者は受ける医療も差別、制

限されています。 

 このように、後期高齢者の医療制度は廃止して、もとの制度に戻すことを求めまし

て、私の討論といたします。 

○議長（西田正則）  討論は終わりました。 

 本件について、他に発言の通告もありませんので、これより順次お諮りいたします。 

 議案第４号を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（西田正則）  起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号及び議案第６号を原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西田正則）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号について、起立の方法をもって採決いたします。 
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 本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（西田正則）  起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、請願第１号から、日程第１２、請願第３号までを一括議題とい

たします。 

 請願について、紹介議員の趣旨説明を求めます。 

 ２３番、養父市、藤原議員。登壇のうえ、ご発言願います。 

○２３番（藤原敏憲）  失礼いたします。 

 請願第１号「被保険者の負担軽減を求める請願」、並びに請願第２号「滞納者に対

する支援対策と保険証交付を求める請願」、請願第３号「後期高齢者医療制度を直ち

に廃止する意見書採択を求める請願」、以上の３件につきまして、紹介議員となって

おりますので、説明をさせていただきます。 

 まず、請願第１号「被保険者の負担軽減を求める請願」でございますが、先ほど、

原案可決されてしまったわけでありますけれども、平成２２、２３年度の保険料の改

定が行われる年となっております。兵庫県では、普通徴収の徴収率は約９７％であり、

３％の加入者が滞納となっております。 

 滞納の要因については、さまざまございますが、所得が少なく払えないといった実

態が多くあることも報告をされています。その中にあって、今回、平成２２、２３年

度の保険料は、兵庫県連合議会で改定されまして、平均１，０５４円の保険料の引き

上げとなります。 

 剰余金と財政安定化基金を使うことで、保険料の引き上げを抑制したことは、評価

をするわけでありますけれども、このままでは滞納者と滞納額が増えるおそれが極め

て高いと考えております。 

 新しい政府は、当初、国が負担して保険料の引き上げを抑えると言明していました
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が、約束を守ろうとはしていません。約束どおり、国の負担を増やし、保険料の引き

上げの抑制政策をとるべきであるというのが、この請願の趣旨でございます。 

 何とぞご理解をお願いいたします。 

 続きまして、請願第２号「滞納者に対する支援制度と保険証交付を求める請願」の

説明を行います。 

 兵庫県は、短期保険証の交付数は、去年の１２月時点で３，８９５件と極めて多く

なっています。去年１０月の朝日新聞の全国調査によります報道によりますと、５，

４００件という数字が兵庫県の短期証の交付数になっており、全国で断トツで短期交

付証の数でいきますと多くなっている。あまり好ましくない第１位となっているとい

うことが報道されていましたが、昨年の１２月時点では、当局の資料によりますと、

３，８９５件と、若干減ってきております。 

 しかしながら、このままでいきますと、保険料が引き上げになることで、さらに滞

納者が増えるおそれがあります。そして、それに伴い、３カ月、６カ月という保険証

の短期証が発行されるおそれがあります。 

 現行の制度では、滞納者に対して資格証明書の交付ができる仕組みになっています。

これまでの老人保健法では、高齢者に対する資格証明書は発行できませんでした。安

易に資格証明書を発行するなという強い声と運動の中で、厚生労働省も滞納している

からといって安易に資格証明書は交付しないで、高齢者の生活実態などを十分に調査

すべき、こういう通達とか、それからＱ＆Ａを出している現状にあります。 

 これらのこともありまして、兵庫県では現在のところ、資格証明書の発行はゼロと

なっております。しかし、制度としては資格証明書が交付できる仕組みは変わってい

ません。このまま続きますと、資格証明書が交付されるおそれは十分にあります。 

 普通徴収の高齢者は、所得の低い方であり、もし資格証明書が交付されますと、命

にかかわる重大な問題であります。中学生までの子どもの医療受診については、資格

証明書の交付はできないと法制化されました。高校生にも保険証が交付される仕組み
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になってきています。 

 したがいまして、滞納者の生活実態などを十分調査をした上で、滞納しているから

短期証交付、資格証明書交付というのではなく、戸別訪問も行うなどの相談業務を重

視し、生活支援をする対応を十分とっていただきたいということでございます。 

 また、高齢者から保険証を取り上げ、資格証明書は絶対に交付しないようにしてほ

しい、こういう切なる願いのこもった請願書でございます。 

 議員の皆様のご理解をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、請願第３号「後期高齢者医療制度を直ちに廃止する意見書採択を求め

る請願」の趣旨説明を行います。 

 後期高齢者医療制度を廃止する請願につきましては、以前の議会でも紹介議員とし

て趣旨説明をさせていただいたことがございます。今回の請願の趣旨は、ご承知のよ

うに７５歳という年齢で高齢者を区別する、世界的にも例のない保険制度であり、こ

れまで保険料を支払っていない高齢者から保険料を徴収する、年金から天引きする、

医療費の制限を行う、２年ごとに必ず保険料の見直しを行うなど、多くの問題があり

ます。 

 この制度の廃止については、多くの高齢者や医師会など、各種団体が強い要請をし

ていました。２００８年６月には、参議院で後期高齢者医療制度の廃止法案も可決さ

れています。また、昨年の総選挙において、後期高齢者医療制度の廃止を求める野党

が大きく議席を伸ばし、新たな政権が生まれ、直ちに廃止になるものと考えられてい

ました。 

 ところが、廃止は見送られ、先送りされ、このままでは平成２５年４月までこの制

度が続くことになります。多くの高齢者は落胆し、怒りすら出ている現状にあります。

選挙公約を守らせることとあわせて、高齢者の命と暮らしを守るために、一日も早く

この制度の廃止を求めているというのが、この請願の趣旨でございます。 

 以上、この３件の請願の趣旨に賛同いたしまして紹介議員となりましたので、どう
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か議員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（西田正則）  次に、請願に対する執行機関の説明を求めます。 

 寺田事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  請願第１号から第３号までについてご説明申し上げます。 

 まず、請願第１号「被保険者の負担軽減を求める請願」についてご説明申し上げま

す。 

 本件は、被保険者の負担を軽減し、国に対して国庫補助の追加を求めるものでござ

います。 

 議案第４号でご説明いたしましたとおり、このたびの保険料率改定に当たり、大幅

な上昇が予想されたため、国が軽減措置を継続することといたしました。広域連合で

は、さらに平成２１年度末の剰余金見込み額６７億円全額と、県に設置されている財

政安定化基金から２１億円を取り崩し、合計８８億円を活用して、被保険者の負担を

抑制することとしております。 

 今回、これ以上の繰り入れは、次期保険料率改定時に被保険者の相当の負担増につ

ながるおそれがあると考えております。 

 また、国に対しましては、すべての広域連合が加入する全国後期高齢者医療広域連

合協議会が、「被保険者の負担増を最大限軽減すべく、国において十分な財源を確保

し、抑制措置を行うこと」との要望を行ってまいりました。 

 しかしながら、当初、厚労省は、国庫補助案を示しておりましたが、それが基金取

り崩しに変更となっております。これについて、全国協議会から確認いたしましたと

ころ、追加的に国費を投入することは困難であるとの回答がございました。 

 今後も全国協議会で必要な要望は行ってまいりますが、今回これまでの国とのやり

とりからしまして、これ以上の国の支援は困難であると考えております。 

 次に、請願第２号「滞納者に対する支援対策と保険証交付を求める請願」について
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ご説明申し上げます。 

 本件は、滞納者に対しては特段の配慮を行い、文書送付だけでなく戸別訪問などを

行い、生活全般を支援するよう対応を求めるとともに、高齢者からの保険証を取り上

げないよう求めるものでございます。 

 保険料を滞納した方につきましては、徴収権限のある市町より、まずは文書による

督促、催告を行い、それでもなお滞納を解消しない方につきましては、状況に応じて

電話や訪問等による納付相談を実施しております。 

 資格証明書の適用に当たっては、相当な収入があるにもかかわらず、保険料を納め

ない悪質な者に限って適用するとされており、この趣旨を踏まえ、慎重に対応してま

いります。 

 次に、請願第３号「後期高齢者医療制度を直ちに廃止する意見書採択を求める請願」

についてご説明申し上げます。 

 本件は、後期高齢者医療制度を直ちに廃止するよう求める意見書を国に提出するよ

う求めるものでございます。 

 国では既に、平成２４年度末をもって本制度を廃止するとの方針を明らかにしてお

り、高齢者医療制度改革会議を設置して検討に入っております。 

 また、全国後期高齢者医療広域連合協議会からは、国に対して、本制度の性急な廃

止が被保険者や医療現場に混乱を招くことのないよう十分配慮し、新制度の導入に当

たっては国民の同意を得られるよう、被保険者や関係機関と十分な議論を行うよう求

める趣旨の要望を行っているところでございます。 

 以上、請願第１号から第３号までご説明申し上げました。 

○議長（西田正則）  紹介議員の趣旨説明、及び執行機関の説明は終わりました。 

 本件について質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。 

 ３番、尼崎市、白井議員。自席でご発言願います。 

○３番（白井 文）  それでは、請願第１号から第３号に関しまして、質疑を行い
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ます。 

 まず、先ほど可決されました議案第４号から議案第７号の審議の中でも説明があり

ましたが、今回の保険料改定につきましては、国費による軽減措置の継続に加え、兵

庫県後期高齢者医療広域連合としては、特別会計剰余金及び県に設置する財政安定化

基金から総額８８億円を活用することにより、均等割額の据え置きや所得割率の上昇

抑制を図り、軽減適用後の一人当たり保険料額の上昇を約１，０００円にすることが

できたとのことでございました。 

 これによりまして、平成２２年度及び２３年度の新たな保険料率適用期間において、

６割に達する被保険者の方の保険料が据え置かれるものとなり、一定の抑止効果が発

揮されました。 

 さて、この後期高齢者医療制度は、今の政権のもとで、平成２４年度末をもって廃

止する方向性が出されており、既に新制度構築に向けた検討が厚生労働大臣主宰の高

齢者医療制度改革会議において行われているとのことでありますが、当然のことなが

ら新制度が開始されるまでの間、すべての高齢者の方に安全で安心の医療を提供して

いくことが、この制度の運営者としての最大の責務であります。 

 さて、被保険者の負担軽減は、だれしも望むところでございますが、どのようにし

て実現するのかが問われます。 

 まず、第１に、請願第１号の願意にございます被保険者の負担を引き下げるための

各種施策について、具体的にどのようなことをお考えになっているのでしょうか、改

めて藤原紹介議員にお尋ねしたいと思います。 

 高齢者医療に係る給付と負担の均衡を図る中で、県内各市町の厳しい財政状況や医

療のニーズ、また、医療資源は、地域差があること、それらを勘案いたしますと、税

の投入には慎重を求める意見もあるのではないでしょうか。 

 請願では、高齢者の命と暮らしを守るのが、国・自治体の本来の姿と述べられまし

たが、私も自治体の長として、限られた財源とマンパワーの中で、市民の暮らしを守
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るために最大限の努力をしています。 

 しかし、自治体としては、高齢者だけでなく、子どもを含むすべての人たちを守っ

ていかなければなりません。また、税金を投入するに当たっては、負担の公平性や効

率性も問われます。昨今の厳しい財政状況から、税の投入に当たっては、さまざまな

意見があり、その説明責任が求められているところでございます。 

 国に新たに求める国庫補助負担金の財源として、どのようなものを考えていらっし

ゃるのか、藤原議員にお尋ねしたいと思います。多額の税金が必要になり、財源が明

確にできなければ、増税を要求することにもなりかねないと懸念しますことから、お

考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、請願第２号についてでございます。 

 本請願の趣旨を拝見いたしますと、滞納される方は普通徴収の被保険者の方で、無

年金、低年金の方々であり、もし無保険の状態にされれば、命の危機になりますとの

ことでございます。 

 厚生労働省保険局長は、資格証明書の運用に関して、平成２１年１０月２６日に、

現内閣においては、高齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれることがないよう、

原則として交付しないこととすることを基本的な方針としていると通知し、その中で、

先ほど広域連合事務局長からも説明がございましたように、保険料の納付については、

相当な収入があるにもかかわらず、保険料を納付しない悪質な場合であって、資格証

明書を交付しても必要な医療を受ける機会が損なわれないと認められるときに限って、

資格証明書が交付されることとなるよう、厳格な運用の徹底をとのことでございます。 

 この趣旨に従いますと、低所得者の方で必要な医療を受ける機会が損なわれるよう

な方に、資格証明書が交付されることはないように思うのでございますけれども、改

めて広域連合としてのお考えをお聞かせください。 

 また、保険料の徴収に関しましては、市町の役割であり、本市においても滞納され

ている方に対して、督促、催告をし、それでも解消されない場合には、随時電話や来
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庁による相談を行っており、時に相手の状況によっては、訪問による納付相談なども

行っています。 

 もちろん、十分とはいえない面もあるかと思いますけれども、被保険者の方が７５

歳以上であるということを踏まえまして、職員は誠実に対応していると思っておりま

す。人口規模によって被保険者数には大小がありまして、違いもあるでしょうが、他

の市町においても同じように、また、それ以上の対応をされていることと思っており

ます。 

 そこで、紹介議員にお尋ねいたします。 

 各市町の滞納者への対応の状況をどのように把握され、分析し、このような要望と

されているのかお教え願います。 

 次に、請願第３号についてでございます。 

 本請願は、現行制度を直ちに廃止する意見書を広域連合議会から国に提出するよう

にとのことで、廃止するに当たっては、自治体関係者の意見では、もとの老健制度に

戻すのであれば、時間はかからない、また、新しい制度に移すとしても、１年はかか

らないと言われていると述べられました。 

 つまり、一たんは国保や被用者保険に再加入し、各市町によるもとの老人保健制度

を復活させ、従来の拠出金によって老人医療制度を運営しようというお考えというふ

うに理解をいたしました。 

 そこでお尋ねいたします。老健制度については、国保や被用者保険の保険料の一部

を市町村に拠出し、市町村が高齢者の医療費を支払うという仕組みであったため、財

政運営責任が明確でなく、保険者機能が発揮できないという運営主体に係る問題点、

また、老健拠出金は、現役世代及び高齢者の保険料から構成されており、高齢化が進

む中で、高齢者と現役世代の負担割合が明確でないという問題点、さらには、市町村

国保、国保組合や被用者保険等、高齢者がそれぞれの医療保険に加入しているため、

同じ所得額であっても保険料負担が異なるという、保険料負担の公平性の確保に係る
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問題点など山積しておりました。これらの問題点及び課題を解決していくために、お

おむね１０年をかけて高齢者医療制度の検討が重ねられ、後期高齢者医療制度が誕生

したという経過がございます。 

 そこで、紹介議員、藤原議員にお尋ねいたします。 

 請願者の望む老健制度への戻しでございますけれども、もとの老健制度にはさまざ

まな課題がありましたが、この制度のどこをどのように評価されているのか、端的に

お示しいただきたいと思います。 

 また、老健制度時代に浮かび上がってきたさまざまな問題点、すなわち世代間の負

担のバランスをどうとるのか。公費と拠出金との割合をどのように定義するのか。ま

た、その財源をどうするのか。健保や共済など、他の医療保険者との調整をどう進め

るのか、お考えをお示しください。 

 これらの議論なしに、直ちに現制度を廃止し、もとの老健制度に戻すことはできな

いのではないかと私は考えますので、お願いするところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  質疑に対する答弁を求めます。 

 まず、寺田事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  私からお答えいたします。 

 資格証明書につきましては、厚生労働省通知の趣旨を踏まえまして、慎重に対応し

てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  ２３番、養父市、藤原議員。登壇のうえ、ご発言願います。 

○２３番（藤原敏憲）  今、白井議員の方から、それぞれ請願につきましてのご質

問がございましたので、お答えを申し上げたいというふうに思います。 

 まず、ご理解いただきたいのは、請願といったら一体何なのかということでござい

ます。請願は、国民に認められた権利でございます。ですから、請願者が自分たちの
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要求を議会に要請をする。例えば、国や県に対して、こういうふうな要請をしてほし

い、こういうものが国民の認められた権利で、それを議会がどう受けとめるのか。そ

の請願の趣旨を理解して、紹介議員に私はなっているわけであります。 

 ですから、事細かいことにつきまして、意見の相違というのは当然、白井議員とも

違う点が今お聞きしておりましたらあろうかと思いますが、私は３件の請願の趣旨を

お聞きして、これは広域連合議会として、この請願を採択していただいて、国に対し

て強く要請すべきだという立場で賛同いたしまして、紹介議員になりました。こうい

う立場で答弁をいたしたいと思います。 

 まず、１点目の被保険者の負担軽減を求める請願でございますけれども、後期高齢

者医療制度につきましては、これまでからも質疑や一般質問、また請願の趣旨説明で

申し上げておりますが、根本的には見直す、一日も早く廃止するというのが、本来の

姿ではないか。そのために、参議院でも廃止法案が可決され、せんだっての総選挙で

もそのような国民の審判が、選挙結果としてあらわれたものというふうに考えており

ます。 

 この請願につきまして、財政をどうするのかということがございました。全国的に

見ますと、かなりのお金がかかってくるだろう、保険料引き上げ抑制の費用としては。

しかしながら、本来、請願という、それから意見書といいますのは、国や県に対して

要請するものが多くございます。例えば、保険とか医療の関係でいきましたら、保険

適用してよい入れ歯を入れれるようにしてほしいとか、介護保険の保険料や利用料を

引き下げるために国の支援を求めた意見書も多数可決をされております。 

 さらには、この後期高齢者、兵庫県の広域連合でも、一昨年でしたか国に対して、

この制度の運用をするために大変多額のお金がかかるから、そのために国として財政

を拠出して支援をしてほしい、こういうふうな広域連合議会としての意見書も採択さ

れておりますし、昨年、お隣の京都府でも、この制度を運営するために、やっぱり保

険料も値上げになってしまうということで、国に対して財政の支援を求めております。 



―４１― 

 そして、白井議員の地元といいますか、議会でもそうだと思いますけれども、例え

ば災害対策について、国や県の支援を求める、道路整備についても、国に支援を求め

ていく、こういう請願が多く出されたり、また、議会が自発的に意見書も採択されて

いることも往々にしてあろうと思いますけれども、これらについては、その請願や意

見の趣旨を踏まえて、国や県に要請していく。そして、財政的なものについては、国

や県が独自で判断をして、拠出するべきというのが、請願の趣旨でございます。 

 我々議会といたしましても、私も市議会の一員でありますけれども、いろんな請願

や意見書を採択いたしましたけれども、当然経費がかかるものがたくさんございます

が、これらは殊さら、財源はここにあるから、国のむだな予算をここを削って、その

分をこちらに回すというふうな請願や意見書を採択したことはございません。その趣

旨が妥当ならば、議会としてその請願なり意見書を採択していく、そういうのが請願

の本来のあり方であろうと。議会として、財源の裏づけまでする必要はないというふ

うに、私は考えております。 

 それから、二つ目の滞納者に対する支援対策と保険証交付を求める請願でございま

すが、滞納状況をどう見ているのかと。確かに、短期証の交付は、それぞれの自治体

で行っております。兵庫県の実態を見てみますと、先ほど質疑の中で申し上げました

けれども３，８００、去年の１２月で短期証の交付がされております。去年の１０月

の朝日新聞では５，４００という、全国で一番多かったわけですけれども、去年の１

２月では３，８００と、若干減っておりますが、全国で１番目になるのか２番目にな

るのか、１０月時点はわかりますけれども、１２月時点ではわかりません。恐らく、

かなり兵庫県は短期証の交付は、かなり多いのではないかというふうに見られており

ます。 

 そこで、兵庫県の短期証の実態を請願者の人と一緒になって調べてみました。極め

て単純な比較で申しわけございませんが、３，８００の短期証の交付の数で単純計算

してみました。加入者数は６０万１，０００という当局の数字で当てはめてみたわけ
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ですけれども、兵庫県全体では、加入者の０．６５％の方に短期証が交付されていま

す。一番多く交付されているのが尼崎市で、加入者の１．１８％と、非常に高くなっ

ています。その次に高いのが、神戸市の１．０％、加古川市で０．９４％というふう

になっています。 

 私が住んでいる養父市では、短期証の交付は１人で、０．０１％、但馬では大体０．

１％を切っております。この数字は単純比較ですので、普通徴収の徴収率は一体幾ら

あるのか。滞納件数が多ければ、短期証の交付は多いのではないかというふうに見て

いたわけですけれども、ところが、これは２００８年度の事務局から提出されました

普通徴収の方の収納率です。こんな言い方したら非常に申しわけないですけれども、

一番収納率の悪いのが相生市です。それから、その次に悪いのが尼崎市、その次、稲

美町、それから淡路市ということになっております。これは、当局の数字で言ってお

りますので、うちの市がということで勘弁願いたいんですけれども。 

 ところが、本来でしたら、先ほど言いましたように、普通徴収の滞納者が多ければ、

短期証の交付は多いのかというふうに思ってたんですけども、そうではございません。

短期証の交付率を調べてみますと、相生市、収納率が一番低いんですけども、短期証

の交付率は０．６％と非常に低いわけです。そして、尼崎市は、収納率が悪い、それ

から短期証の交付も１．１％と高いということになっております。それから、先ほど

申し上げました稲美町さんも徴収率が悪いという資料が出ておりますけれども、短期

証の交付は０．３８％で、非常に低くなっています。 

 私は、この短期証の交付は、各自治体でどのように行われるかというのは、我が町

や知り合いの町しか聞いておりません。実態は、どういうふうな内容によって短期証

を交付しているのかというのは、先ほど白井議員の方から、実態をどう見ているのか

と、きっちり調べているかとおっしゃいましたけれども、調べておりません、残念な

がら。ちょっとわかりませんでした。 

 しかしながら、先ほど言いましたように、滞納率が高いから、短期証の交付が多い
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というものではございません。そこの自治体によって、高齢者の生活状況などを十分

見ながら、短期証が交付されているのかなと。これも滞納者の方の実態というのは一々

わかりませんから、短期証の交付されている実態が。しかしながら、率だけで見ます

と、そういうふうになっています。ですから、この請願の趣旨に書かれておりますよ

うに、十分滞納者の方の生活実態を調べてほしい。そして、安易に短期証を交付しな

いでほしいというものでございます。 

 それから、先ほど事務局が答弁いたしましたように、資格証明書の交付は、ありが

たいことにされていません。しかしながら、政府の通達では、安易に資格証明書を発

行しないようにというのが言われているわけですけども、後期高齢者医療制度が続く

限り、資格証明書の発行はできるという仕組みになっています。 

 以前の老人保健法では、高齢者に対して保険証の取り上げというのは禁止されてい

ました。先ほどの趣旨説明で申し上げましたように、子どもさんたちには、幾ら滞納

されていても保険証を発行していこうということになっておりますので、ぜひ高齢者

の方から、今のところ資格証明書、いわゆる保険証を取り上げて資格証明書の発行は

ないわけですので、これを何とか続けていただきたいというのが、この請願の第２点

目の趣旨でございます。 

 ぜひ、ご理解をお願いしたいと思います。 

 それから、３点目の廃止せよという請願でございますけれども、先ほど質問の中で、

老人保健法にもいろいろと問題があるとおっしゃいました。確かに、老人保健法にも

いろいろと問題があります。ですが、この請願の一番最初に申し上げました、請願の

なぜ紹介議員になったのかということでございますけれども、請願の趣旨は、今の後

期高齢者医療制度は、趣旨説明で申し上げましたので繰り返しませんけれども、多く

の問題を抱えている。一日も早く廃止してほしいという願いがこもった請願でありま

す。 

 ですから、もしこの後期高齢者医療制度がなくなりますと、７５歳以上の高齢者の
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保険がなくなってしまいます。ですから、今一番やりやすいといいますか、方法とい

たしましては、もとの老人保健法に戻すのがいいのではないかという趣旨でございま

すので、私はそれに賛同したわけであります。 

 ですから、これまでの平成２０年以前の老人保健法にいろいろと問題があったと、

それをどうするのかと。確かに、ご指摘の点も多々ございます。それらにつきまして

は、後期高齢者医療制度を廃止して、当面一番やりやすいといいますか、よりましな

と言ったら語弊がありますけれども、よりいい制度として老人保健法を、その点は評

価をしておりますので、一日も早く廃止して、老人保健法に戻してほしい、そして、

老人保健法の問題点は解決していっていただきたいというのが、この請願の趣旨で、

賛同いたしました。 

 老人保健法につきましては、私が申し上げるまでもなく、白井議員よくご承知のよ

うに、高齢者の疾病とかの予防、治療、そしてこれらを総合的に実施して、高齢者の

老人福祉の増進を図っていくということでつくられました。私は、ある一定の成果が

あったんだというふうに思っています。高齢者の医療をみんなで支えていくという制

度でありました。白井議員も市長をされておりまして、老人保健法に基づく特別会計

を議会に提案されてきております。私の議会でも当然提案をされ、問題点は私も指摘

をしてきたことがございます。 

 先ほど言いました問題点ございますし、また、以前の老人保健法では、公費と保険

者の負担割合が７対３であったのが５対５になってしまったとか、それから老人医療

の窓口負担が増えてしまったとかいうふうな問題点は多々ございますけれども、今の

段階で後期高齢者医療制度を、問題のある制度を廃止することによって制度がなくな

る。まだましな、よりいい制度として老人保健法があったではないかということでそ

れに戻して、繰り返しますけれども、今、白井議員が指摘されたような、老人保健法

の問題点は今後解決していくべきではないかというふうに考えておりますので、ぜひ

そうなった場合には、白井議員のご支援もお願いしたいというふうに考えております。
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以上でございます。 

○議長（西田正則）  ３番、尼崎市、白井議員。 

○３番（白井 文）  ただいま、藤原議員から縷々ご説明をいただきました。私自

身、請願という制度を否定しているものでは全くございませんので、ご理解ください

ますようお願いいたします。 

 また、広域連合の議員の皆様方は、各市町の町長さん、市長さんたちが議員になら

れている場合が多うございますので、ある意味、国の財政についても、国の財源につ

いても考えていかなければいけない立場にあるのも事実でございまして、そういった

意味から私はお尋ねをした次第でございます。 

 ともすれば、国費導入ということで、その額が多大になればなるほど、増税や地方

財政、私たちの方に返ってくるということを踏まえますと、しっかりとした議論をさ

せていただかなくては判断できないということで質疑をさせていただきました。 

 さて、老人保健制度の医療事業は、当初、対象が７０歳以上で、公費３０％と老人

医療拠出金７０％で制度が設計されていました。もう皆様ご存じのとおりでございま

す。この老人医療拠出金は、老人保健制度特有のものであり、各医療保険者は、実際

に加入する高齢者の割合ではなく、全体平均を、みなしとして算定された拠出金を支

出し、これを老人医療費の負担に充てるという、各医療保険者による老人医療費の共

同負担という形で成り立っていました。 

 そのため、７０歳以上の加入割合が全体平均よりも低い保険者には、実際よりも高

い負担となり、現役世代が退職後に加入する高齢者の率が高い国保では、実際よりも

少ない負担となっていました。 

 しかし、医療保険者にとって拠出金の負担が年々重くなり、持ちこたえられない状

況を改善すべく、２００２年の法改正により、対象者が７５歳に引き上げられ、公費

負担も５０％に引き上げられました。 

 しかし、いずれの保険者も財政状況が悪化し、被保険者の一部負担や保険料の引き
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上げなど、老人保健制度の修正という手法では限界ということで、新制度の設計に取

り組んできたという経過がございます。 

 現行制度の財源比率は、各医療保険者の支援金の率は４０％でございますけど、老

健で見直すことになれば、拠出金として５０％となり、このことは各保険者の厳しい

財政状況からも、今までの経過からも納得が得られないのではないでしょうか。特に、

国保の財政状況は深刻であり、国保の財政問題を解決しなければ、この話は成り立つ

話ではありません。また、多くの市町の財政も危機的な状況にあることから、市町に

財源を求めることもできません。すると、国費投入ということになりますけれども、

その額が多大であれば多大であるほど、地方財政への影響、増税も危惧されます。７

５歳以上の人口は、２００５年で１，２１６万人、率にして９．５％、平均寿命は男

性が７９．２９年、女性が８６．０５年、超高齢社会が進展しています。これから２

０年間、高齢者の方の人口が増え続くといわれています。 

 経験豊かな人々が大勢いる社会を私は歓迎すべきと考えますが、高齢者が安心して

安全に暮らせる社会基盤の整備はおくれています。少し時間がかかっても、社会保障

制度全体の中で、高齢者も現役世代も納得できる医療制度を設計すべきだと考えます。

もちろん、国民から見える形で十分な議論をして、尽くしていってほしいと思ってい

ることを申し添えまして、私の質疑を終えます。 

○議長（西田正則）  質疑は終わりました。 

 それでは、これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、これを許可いたします。 

 １６番、三木市、大眉議員。登壇のうえ、ご発言願います。 

○１６番（大眉 均）  三木市の大眉でございます。 

 請願第１号、請願第２号、請願第３号の３件について、賛成討論を行います。 

 請願第１号「被保険者の負担軽減を求める請願」は、加入者の負担を軽減し、国庫

負担の引き上げを国に求めるものであります。このたびの被保険者の平成２２年、２
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３年度の保険料の所得割率を０．５％引き上げ、一人当たりの保険料を平均１，０５

４円引き上げようといたしております、もう済みましたけれども。兵庫県では普通徴

収の徴収率が９７％。そして、３％の加入者が滞納となっているわけであります。滞

納の要因については、いろいろあると思いますけれども、所得が少なくて払えないと

いった実態があることも報告を聞いております。 

 剰余金と財政安定化基金を使うことで保険料の引き上げを抑制したことは評価いた

しますけれども、このままでは滞納者と滞納額が増えるおそれがあります。政府は、

当初、国が負担して保険料の引き上げを抑えると言明しておりましたけれども、約束

を守ろうといたしておりません。長妻厚生労働相は、１１月９日の参議院予算委員会

で、保険料上昇の負担を少しでも抑制していく措置を概算要求に盛り込んだと答弁い

たしました。各都道府県の広域連合に対しても、１０月２６日付で国庫補助を行うと

事務連絡をしておりました。しかし、それが守られておりません。国の負担を増やし、

保険料の引き上げを抑制する政策をとるようにすべきであります。 

 次の請願第２号「滞納者に対する支援対策と保険証交付を求める請願」は、滞納者

に対して特段の配慮を行って、戸別訪問などの相談活動を含めて、生活全般を支援す

るような対応と、高齢者から保険証を取り上げないように求めるものであります。 

 短期保険証の交付は、昨年１２月時点で３，８９５件と極めて多くなっています。

このままでいくと、保険料が引き上げとなるので、さらに滞納者が増え、それに伴い

短期証も増えるおそれがあります。 

 現在の制度では、滞納者に対して資格証明書の交付ができる仕組みになっておりま

す。先ほどの議論の中では、厚生労働省はそれをやらないようにというふうになって、

通達があったとお聞きいたしましたけれども、制度としては資格証明書の交付ができ

るようになっております。 

 また、短期証は６カ月でございますので、その期限が切れて保険証がないという人

ができる可能性があります。これまでの老人保健法では、高齢者に対して資格証明書
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は交付できませんでした。厚生労働省も滞納しているからといって安易に交付せず、

高齢者の生活実態など十分調査すべきと通達を出しておるというのは、先ほどのご答

弁のとおりであります。 

 広域連合では、現在のところ資格証明書の交付はゼロとなっております。しかし、

資格証明書を交付できる仕組みは変わっていませんから、発行されることも考えられ

ます。中学生までの子どもの医療費、医療の受診については、資格証明書の交付はで

きないことが法律化されました。高校生にも保険証が交付されるようになりました。

被保険者のうち、普通徴収の方は所得の低い人が多く、もし資格証明書が交付される

と、窓口で医療費の全額を払わなければならず、命にかかわることになります。滞納

しているから、短期証や資格証明書を交付するというのではなく、丁寧な生活実態の

十分な把握、そして、相談業務を重視して、生活支援をする対応をしてほしい。高齢

者からの保険証の取り上げ、資格証明書の交付はしないようにしてほしいという当然

の願いであると考えます。 

 次に、請願第３号「後期高齢者医療制度を直ちに廃止する意見書採択を求める請願」

は、国に対して意見書採択を求めるものであります。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳という年齢で高齢者を区別し、これまでの負担のな

かった高齢者から保険料を負担させ、年金から天引きする別立て診療報酬を設け、受

けられる医療を制限する、差別される、保険料を払えない人から保険証を取り上げる

などの多くの問題点がございます。医療関係者や多くの国民は、後期高齢者医療制度

廃止を求めて声を上げてまいりました。 

 昨年８月の衆議院選挙で廃止を公約した野党が議席を伸ばし、新たな政権のもとで

直ちに廃止されるものと考えられていました。しかし、新しく政権についた鳩山内閣

は、選挙の公約を無視して、新たな保険制度を検討するとして、平成２５年度まで廃

止を先送りしております。新しい制度の検討、法に準備が要るなどを理由としており

ますけれども、自治体関係者の意見では、もとの老健制度に戻すのであれば時間はか
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からない。また、新しい制度に移すとしても、１年はかからないと言われています。 

 後期高齢者医療制度は、一日でも長く続けば、それだけ被害が広がります。７５歳

の誕生日を迎えた高齢者は、新たに後期高齢者医療制度に入り、保険料を負担するこ

ととなります。低所得者を中心とする保険料滞納者からの保険証取り上げの問題も深

刻であります。厚労省は、医療費全額を病院で払わなければならない資格書は、原則

として発行しないとしております。しかし、有効期限を短くした短期保険証は、２万

８，０００人以上に発行されております。期限が切れて新たな保険証が出されなけれ

ば、無保険状態になります。医療を受ける権利の侵害であります。 

 新政権の言う、新しい制度の検討に当たっての六つの基本方針が示されております

けれども、地域保険としての一元的運用の第一段階や、市町村国保広域化につながる

見直しなどは異論もあり、４年でまとまるという保証がございません。新制度創設を

廃止の前提にすれば、廃止はずるずる先送りにされかねません。 

 老人保健制度は、高齢者が国保、健康保険など、それぞれの医療保険に加入したま

ま医療の給付が住んでいる市町村から受け、高齢者の医療費を公費と各保険からの拠

出金によって支え、高齢者の窓口負担を一般より低くするための仕組みでありました。

その後、国庫負担の削減が行われましたけれども、国の負担を増やすなどで高齢者の

負担を軽減することができるのであります。参議院での廃止法案が可決されたときの

説明では、そのような議論がありました。高齢者の安心できる医療制度にするために、

後期高齢者医療制度を直ちに廃止することが求められていると思います。 

 以上、三つの請願に賛成の意見を述べましたけれども、ご賛同いただき、これらの

請願を採択していただきますようお願い申し上げます。 

○議長（西田正則）  討論は終わりました。 

 本件について、他に発言の通告もありませんので、これより順次お諮りいたします。 

 まず、請願第１号について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立少数） 
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○議長（西田正則）  起立少数であります。 

 よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 次に、請願第２号について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立少数） 

○議長（西田正則）  起立少数であります。 

 よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 次に、請願第３号について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立少数） 

○議長（西田正則）  起立少数であります。 

 よって、本件は不採択と決定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 午後４時１０分から再開いたします。 

（１５時５５分 休憩） 

（１６時１０分 再開） 

○議長（西田正則）  休憩前に引き続いて、会議を再開いたします。 

 次に、日程第１３、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、これを許可いたします。 

 ２３番、養父市、藤原議員。自席でご発言願います。 

○２３番（藤原敏憲）  養父市の藤原でございます。 

 ２点について事務局と連合長にお尋ねしたいと思いますが、先ほど質疑、それから

請願の中でも申し上げましたけれども、２２年度、２３年度の保険料につきまして、

引き上げということが可決されてしまったわけでありますけれども、今後の課題とし

て、国の方は一日も早く廃止していきたいという方針が変わってきたということもご

ざいまして、平成２５年４月まで今の制度を存続するということになっておりますが、

この制度はいろんな問題も含んでおりますし、総選挙の結果についても、これらの問
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題について以前の議会でも連合長にもご質問申し上げた経緯がございますが、保険料

を引き上げないために、高齢者の負担を少しでも少なくするために、当初国が約束し

ていた負担金を増やしていく、そういう要請を広域連合として強めていくべきではな

いかなというふうに思いますが、この点についての連合長のご見解をお尋ねしたいの

とあわせまして、県の財政安定化基金の関係でございますが、これも質疑で申し上げ

まして、事務局の答弁もいただいたわけですけれども、確かに２４年度保険料を改定

しなければならない。このままでいきますと端的な言い方をしますと、お金がなくな

って保険料を大幅に値上げしなければならないといったことも、今の制度が続く限り

わからないことはないわけですけれども、今の現状を少しでも高齢者の負担を少なく

するという意味から、県の財政安定化基金を少し取り崩すという、そういうふうな県

との話し合いというのはされる気はございますでしょうか。この点について、連合長

のご意見をお聞かせください。 

 それから、２点目は、これも先ほど請願の中でも議論になっておりましたが、質疑

もございましたが、短期保険証の件でございますが、去年の１０月の朝日新聞では、

兵庫県が非常に短期証の交付が高いと、全国一だというふうなことになっておりまし

て、これはその都度、それぞれの自治体で保険料の徴収のために努力はされているこ

とというふうに理解をいたしますし、１０月の時点で５，４００であったのが、１２

月の時点で３，８００になってきたということになっておりますけれども、それでも

兵庫県は非常に短期証の交付は、交付率が高いといった現状がございますが、これら

につきまして、加入者の生活実態、調査などを慎重に調査をして交付すべきだろうと

いうふうに考えておりますが、これらの実態につきまして、広域連合として各市町の

状況というのは十分把握されているのかどうか、この点につきましてご答弁をお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  寺田事務局長。 
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○事務局長（寺田 裕）  短期証につきまして、私の方からお答えさせていただき

ます。 

 国の通知によりますと、例えば収納対策を効果的にかつ効率的に行うためには、被

保険者との接触、納付相談等の機会を増やすことが重要であるということから、短期

証の交付を繰り返し行うこととされているところでございます。 

 当広域連合の短期証の交付は、資格証明書の交付に至りませんように、滞納の初期

段階から被保険者の個々の事情等において対応を行っていくために、直接、被保険者

との接触を図る手段の一つであると考えているところでございます。 

 徴収事務を担当していただいている各市町、徴収権限者でございますが、文書によ

る督促、催告等を行い、それでもなお滞納が解消しない方につきましては、状況に応

じまして、電話や訪問等により、納付相談を実施しておりますし、私どももその状況

について、必要に応じて教えていただくというふうにしておるつもりでございます。 

 それから、県との協議の関係につきましては、先ほどまでに申し上げたとおりでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  連合長。 

○広域連合長（山田 知）  まず、財政安定化基金の取り崩しの県との協議につい

ては、事務局長の説明のとおりでございまして、保険料率は、制度廃止までの間の被

保険者の急激な負担増を少しでも抑制しようということで、判断をいたしたわけでご

ざいます。 

 全国広域連合協議会では、本制度の早急な廃止が、被保険者や医療現場に混乱を招

くことのないように十分配慮をいたしまして、新制度の導入に当たっては、国民の同

意が得られるよう、被保険者や関係者と十分な議論を行う旨、要望を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則） ２３番、藤原議員。 
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○２３番（藤原敏憲）  そしたら、局長にちょっとお尋ねしますけども、短期証の

交付の件でございますが、先ほど、請願のときの議論と趣旨説明のときに申し上げま

したけれども、兵庫県の短期証の交付率は０．６％と、単純比較です、あくまでも。

滞納の実態というのがほぼわかりませんから、我々には。ところが、自治体によった

ら大きく短期証の交付率が変わってきているわけですね。これらについて、それぞれ

の自治体では確かに努力はされて、なるべく短期証を交付しないようにという努力は

されているというふうに思うんですね。その点は理解するわけで、我々の養父市の担

当者も非常に、回っていく限り、生活実態を見ながらというふうなことをなしていく

わけですけども、現実問題として、今後保険料が上がってくれば、低所得者は上がら

ないということになっておりますけれども、次の改定になって、また上がってきて、

また滞納が増えてしまうということも当然おそれがありますし、その辺につきまして、

実態はどうなっているのかという、数はわかっているんですけど、各自治体の。どう

も一律では行われていないような気がするわけなんですけども、それらについては十

分実態をつかんでおられるのかどうかということと、それと、短期証の交付について

は、資格証明書が幸い発行されておりませんので、このことについては高齢者にとっ

てはありがたいことなんですけれども、今後、この法が続く限り、資格証明書の発行

も懸念されるわけで、国からの通達もなるべく出さないようになっておりますし、資

格証明書の交付についてという厚労省のＱ＆Ａも出ておりましたし、それらを参考に

しながら、今のそれぞれの自治体で短期証の交付が行われている実態をつかんで、連

合議会として、自治体においてこれだけ交付率の差があるわけですから、指導をされ

るという立場にあるわけですけども、それらについては安易に短期証を交付しないよ

うに、厚生労働省が出しておりますマニュアルみたいなものを十分参考にしながら、

短期証の交付については、より慎重にあるべきだというふうな通達は出される考えは

ございませんでしょうか。 

 繰り返しますけども、あまりにも自治体によって差がありますので、この点を懸念
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しているわけでございますが、この件についてのご答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、連合長に、確かにこの制度が続けば、保険料の改定を極力抑えるために、

財政安定化基金を少しでも残しておきたいということは、わかることはわかるんです。

今、保険料を下げるためのお金というのは特定されているわけですから、そのために

国は約束を守ってほしいという、そういう要請を連合長として国に出されるお考え、

そして、県の方にも安定化基金を少しでも取り崩してほしいと、確かに２４年度のこ

とは懸念されるわけですけれども、今の現状を少しでも打破するために、高齢者の暮

らしを守るために考えるべきではないかなというふうに思いますけれども、再度、連

合長としてのご見解を伺いたいと思います。 

○議長（西田正則）  事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  短期証の関係でお答えいたします。 

 市町それぞれにおかれましては、徴収権限のある市町といたしまして、収納対策に

きめ細かな配慮を持って対応していただいていると考えているところでございます。

今後とも収納対策をよろしくお願いしたいと考えております。 

 当然、国の通知というのもございますけれど、それを踏まえた対応がなされるもの

と考えております。 

 なお、短期証の発行につきましては、一方では今現在、細かい数字を持っておりま

せんけど、非常に徴収率が高い徴収率でお納めいただいております。こういうお納め

いただいてる方との均衡、公平性の問題からも、しっかりした収納対策をきちんとや

らせていただく、これはもう一方で必要かと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西田正則）  連合長。 

○広域連合長（山田 知）  今回の保険料率でございますけれども、次期の改定も

視野に入れまして、被保険者の急激な負担増を少しでも抑制していこうというもので

ございます。県との再協議を行うということについては考えておりません。 
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 今回の改定に関する国の措置につきましては、全国協議会からも説明を求めまして、

これ以上の国費投入については、困難であるというようなことでありますけども、今

後も全国協議会で必要な要望は行ってまいりますが、これまでの国とのやりとりから、

今回これ以上の国の支援は困難であるというふうに今は考えてはおります。 

○議長（西田正則）  ２３番、藤原議員。 

○２３番（藤原敏憲）  事務局に言いますけれども、いろんな例がありまして、啓

発活動の経費なんかも予算化されていて、後期高齢者医療制度については十分周知を

させていくと言いながら、手続を怠っていたために滞納になってしまったとか、例え

ば障害者の方が、わけのわからないままに後期高齢者医療制度に入ってしまって、そ

して滞納になってしまったと、保険料が、といったような例が多々ありました。 

 個人的なことで申しわけございませんが、私も養父市民の方から、滞納の催促状が

来てびっくりしてしまったと。当然、年金から払われているものだと思っていたとい

うふうなことで、役所の方に行ってもなかなかわからないと、高齢者のひとり暮らし

の方でしたけれども。そういうふうな例が多々あらわれてきております。啓発活動が

十分に行われているとは言いがたいような状況もありますし、先ほどの資格証明書、

短期証の問題にいたしましても、本人知らぬままに滞納しておったというふうな例も

県内でもかなり聞いておるわけです、聞き取り調査の中でも。いかにこの制度が高齢

者に浸透していないかということもあらわれているというふうに思うわけですけれど

も、そのような中で短期証、言い方は悪いですけども、安易に交付されてしまうとい

うことではないかと。 

 繰り返しませんけれども、交付率を見てみますと、なぜ兵庫県がそんなに高いんだ

ろう。徴収率を見ましても、徴収率が悪い県が、短期証の交付率が高いといったこと

にはなっていないのですね。 

 こういうふうな点で、短期証の交付については、地方自治体が行っているわけです

けども、もう少し連合議会としてきめ細かな高齢者の立場に立って、生活実態を見な
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がら、なぜ滞納になっているのかということも聞き取り調査をしながら、もっと真剣

に努力すべきではないかというふうに、この数字を見る限りでは思えるわけですけれ

ども、これらについて広域連合としてどのように考えておられるのか。 

 徴収率を上げるために努力してもらおうと、それだけのものではないというふうに

思いますけれども、短期証の交付が多くなって、収納率が悪くなれば、この運営が厳

しくなってくるわけですから、これらについてもう一度お答えをいただきたいと思い

ますし、連合長にもう一度お尋ねしますが、国は確かにそう言っているのですね。で

すけど、やっぱり我々、現在の６０万人の高齢者と障害者の方の医療制度を守る一議

員として、一連合長として、国は金がないからと言っている、そうですかということ

ではなしに、兵庫県が全国の先頭をきって、ある意味この制度については、もっと国

がお金を出すべきだと、出すと言うとったではないかということぐらい言ってもいい

んじゃないですか。私はそのように思うのですけども。この件について、そういうそ

っけない答弁ではなしに、国はないと言っていますということではなしに、連合長と

して国に対してどう支援を求めていくのか、この点につきまして、再度、高齢者に対

して心ある答弁を求めまして、私の一般質問を終わります。 

 以上の２点について、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（西田正則）  事務局長。 

○事務局長（寺田 裕）  短期証についてお答えいたします。 

 徴収率が悪くなれば、財政が悪くなるというのは今、議員おっしゃったとおりでご

ざいます。できるだけ慎重に、きめ細やかに対応していただくということではござい

ますけれども、短期証を含めた接触の機会を確保していく必要もあろうかと思います。 

 また、兵庫県と他の広域連合との関係でございますけれども、これは他の広域連合

の状況というのは、国が発表した件数のほかは把握しておりません。ただ、保険料を

納付いただいている方との負担の公平性という点から、それを踏まえて、各広域連合

がご判断なさった実態だと考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（西田正則）  連合長。 

○広域連合長（山田 知）  今回の保険料率の改正は、現在の限られた財源の中で

最大限の努力を払った結果であるというふうに考えているところでございます。 

○議長（西田正則）  質問は終わりました。 

 ここで議事の都合により、副議長と交代いたします。 

○副議長（古谷 博）  議長を交代いたしました。副議長、古谷でございます。 

 それでは、日程第１４、議長の辞職を議題に供します。 

 本件は、西田議員から議長辞職願が提出されましたので、お諮りするものでござい

ます。 

 地方自治法第１１７条の規定によりまして、西田議員の退席を求めます。 

（西田正則議員 退席） 

○副議長（古谷 博）  お諮りいたします。 

 西田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」の声あり） 

○副議長（古谷 博）  ありがとうございます。 

 異議なしとの声がありますので、ご異議なしと認めます。 

 よって、西田議員の議長辞職は許可されました。 

 退席中の西田議員の入場を許可いたします。 

（西田正則議員 入場） 

○副議長（古谷 博）  西田議員から、ごあいさつがございます。 

○１２番（西田正則）  １年間でございましたが、議長としまして、議員の皆さん

方のご協力と、またいろいろご支援によりまして、終了させていただきました。 

 これをもちまして、辞任のあいさつと。誠にありがとうございました。（拍手） 

○副議長（古谷 博）  ごあいさつは終わりました。 
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 次に、日程第１５、議長の選挙を行いたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によりまして、指

名推選で行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（古谷 博）  ありがとうございます。 

 ご異議なしと認めますので、よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、副議長において指名することにいたしたいと存じます

が、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（古谷 博）  ありがとうございます。 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、副議長において、議長に１番、神戸市の中村議員を指名いたします。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（古谷 博）  ありがとうございます。 

 ご異議なしと認めますので、よって、中村議員が議長に当選されました。 

 本席から当選の告知をし、議長就任のごあいさつをお願いいたしたいと存じます。 

○議長（中村三郎）  ただいま、皆様方のご推挙をいただき、広域連合議会議長に

つくことになりました中村でございます。皆様方のご協力を得まして、広域連合議会

の円滑な運営に努めてまいりたいと存じます。 

 ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、就任のごあ

いさつとさせていただきます。（拍手） 
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○副議長（古谷 博）  ごあいさつは終わりました。この際、中村議長と交代いた

します。 

○議長（中村三郎）  次に、日程第１６、副議長の辞職を議題といたします。 

 本件は、古谷議員から、副議長辞職願が提出されましたのでお諮りするものであり

ます。 

 地方自治法第１１７条の規定により、古谷議員の退席を求めます。 

（古谷 博議員 退席） 

○議長（中村三郎）  お諮りいたします。 

 古谷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」の声あり） 

○議長（中村三郎）  ご異議なしと認めます。 

 よって、古谷議員の副議長辞職は許可されました。 

 退席中の古谷議員の入場を許可いたします。 

（古谷 博議員 入場） 

○議長（中村三郎）  古谷議員からごあいさつがございます。 

○３２番（古谷 博）  昨年２月２４日に副議長に、皆様のご推挙によりまして就

任いたしまして、この連合の円滑な発展に微力を尽くしてまいりました。 

 今日をもちまして退任することになりまして、本当に皆様方にはいろいろとご示唆、

ご協力賜りまして、ありがとうございました。 

 今後は、議員の一人として、連合の円満な推進、そして議会のますますの発展に微

力を尽くしたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○議長（中村三郎）  ごあいさつは終わりました。 

 次に、日程第１７、副議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 
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 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選で行いたいと

存じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村三郎）  ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することといたしたいと存じますが、ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村三郎）  ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において、副議長に３３番、播磨町の清水議員を指名いたします。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村三郎）  ご異議なしと認めます。 

 よって、清水議員が副議長に当選されました。 

 本席から当選の告知をし、副議長就任のごあいさつをお願いいたします。 

○副議長（清水ひろ子）  ただいま、皆様方のご推挙をいただき、広域連合議会副

議長の職につくことになりました、清水でございます。 

 中村議長を補佐し、広域連合議会の円滑な運営に努めてまいりたいと思っておりま

す。皆様方のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ごあ

いさつにかえさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（中村三郎）  ごあいさつは終わりました。 

 次に、日程第１８、同意第１号「兵庫県後期高齢者医療広域連合監査委員選任の件」

を議題といたします。 
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 地方自治法第１１７条の規定により、２３番、養父市、藤原議員の退席を求めます。 

（藤原敏憲議員 退席） 

○議長（中村三郎）  提案理由の説明を求めます。 

 山田広域連合長。 

○広域連合長（山田 知）  ただいま上程されました同意第１号「兵庫県後期高齢

者医療広域連合監査委員選任の件」についてご説明申し上げます。 

 定例会提出議案の２２ページをお開きください。 

 本件は、平成２１年第２回臨時会で選任しました來住議員が、監査委員の職を退任

されましたので、後任に広域連合議員のうちから選任する監査委員として、養父市の

藤原議員を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（中村三郎）  提案理由の説明は終わりました。 

 本件について、発言の通告もありませんので、これよりお諮りいたします。 

 本件に同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村三郎）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は同意することに決定いたしました。 

 退席中の藤原議員の入場を許可します。 

（藤原敏憲議員 入場） 

○議長（中村三郎）  次に、日程第１９、議会運営委員会委員の選任を議題といた

します。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第１条で任期は１年となっ

ておりますので、同条例第３条の規定により、議長において１７番、高砂市、登議員、

１８番、川西市、水田議員、２０番、三田市、吉岡議員、２６番、朝来市、多次議員、
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３９番、佐用町、庵逧議員、以上５名を指名いたしたいと存じますが、これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村三郎）  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５名の議員を議会運営委員会委員に選任するこ

とに決定いたしました。 

 以上で本定例会に上程されました案件は、すべて終了いたしました。 

 議員各位におかれましては、終始ご審議賜り、また、議事進行にご協力をいただき、

厚く御礼申し上げます。 

 広域連合長より、ごあいさつがございます。 

○広域連合長（山田 知）  本日の定例会におきまして、ご提案を申し上げました

各議案等につきまして、慎重なるご審議を賜り、いずれもご賛同をいただき、厚く御

礼を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、今後一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、

閉会のごあいさつとさせていただきます。 

 本日は、ありがとうございました。（拍手） 

○議長（中村三郎）  ごあいさつは終わりました。 

 これをもちまして、平成２２年第１回兵庫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。 

 長時間ご苦労さまでございました。 

  （午後４時４０分閉会） 
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地方自治法第１２３条第２項により署名する。 

 

議  長  西 田 正 則 
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