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議事日程 

       第１  仮議席の指定 

       第２  議長の選挙 

追加日程    

    第１  議席の指定 

       第２  会議録署名議員の指名 

       第３  会期の決定 

       第４  副議長の選挙 

       第５  発議第１号から発議第３号  

（滋賀県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の制定について他

２件） 

       第６  議案第１号から議案第１８号 

           （専決処分につき承認を求めることについて（滋賀県後期高齢者

医療広域連合公告式条例）他１７件） 

       第７  議案第１９号から議案第３３号 

           （滋賀県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数を定める条

例の制定について他１７件） 

       第８  滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員及び同補充員

の選挙 

第９  滋賀県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについて 

第１０ 滋賀県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任につき議会の

同意を求めることについて 

第１１ 滋賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につき議会の同意

を求めることについて 

 

会議に付した事件 

     日程第１  仮議席の指定 

     日程第２  議長の選挙 

追加日程第１  議席の指定 
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   追加日程第２  会議録署名議員の指名 

   追加日程第３  会期の決定 

   追加日程第４  副議長の選挙 

   追加日程第５  発議第１号から発議第３号  

（滋賀県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の制定について他

２件） 

   追加日程第６  議案第１号から議案第１８号  

           （専決処分につき承認を求めることについて（滋賀県後期高齢者

医療広域連合公告式条例）他１７件） 

   追加日程第７  議案第１９号から議案第３３号 

           （滋賀県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数を定める条

例の制定について他１７件） 

   追加日程第８  滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員及び同補充員

の選挙 

追加日程第９  滋賀県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任につき議会

の同意を求めることについて 

追加日程第１０ 滋賀県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任につき議会の

同意を求めることについて 

追加日程第１１ 滋賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につき議会の同意

を求めることについて 

 

 

開議       午後２時３５分 

議事の経過 

（開会） 

○事務局長（苗村藏光君） （午後２時３５分） 失礼いたします。 

本臨時会は、広域連合設立後、最初の議会でありますので議長が選出されるまでの

間、地方自治法第１０７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

職務を行うことになっております。 

 出席議員中、夏原覚議員が年長の議員でございますので、夏原覚議員に臨時議長を
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お願いいたします。 

 夏原議員、議長席へひとつよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（夏原 覚君） ただいま、ご指名をいただきました夏原覚でございます。 

 しばらくの間、議長をつとめさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

本日、招集されました平成１９年第１回滋賀県後期高齢者医療広域連合議会臨時会の開

会に当たり、地方自治法第１０７条の規定により、私が臨時の議長の職務を行うことにな

りました。もとより議長選出までの限られた時間ではありますが、議員各位のご協力によ

り、無事任務を果たしたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、ただいまから平成１９年第１回滋賀県後期高齢者医療広域連合議会を開会い

たします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち諸般の報告をいたします。 

 本日の出席議員は、２４名、欠席議員は、２名。 

欠席議員は、川島信也君、伊庭嘉兵衞君であります。 

 次に、本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程のとおりであります。 

なお、議事の進行につきましては、関係規則がまだ公布されておりませんので、それま

では、関係規則に準じて進行したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（夏原 覚君） ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

よって、これより議事進行は、関係規則により行います。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○臨時議長（夏原 覚君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいまご着席の議席とします。 

 （日程第２） 

○臨時議長（夏原 覚君） 日程第２、これより議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方

法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（夏原 覚君） ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

よって、議長の選挙方法は、指名推選とす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、臨時議長において指名することにいたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（夏原 覚君） ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

よって、臨時議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは、指名いたします。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議長に、山﨑甚右衞門君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

 ただいま、指名いたしました、山﨑甚右衞門君を滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議

長の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長（夏原 覚君） ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

 よって、山﨑甚右衞門君が、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議長に当選されました。 

 山﨑甚右衞門君が議場におられますので、本席から会議規則（案）第３３条第２項の規

定により当選の告知をいたします。 

 以上で臨時議長の職責は全部終了いたしました。長らくのご協力ありがとうございまし

た。 

 （議長交代） 

○議長（山﨑甚右衞門君）それでは一言ごあいさつ申し上げます。 

 ただいま議員各位のご推挙をいただきまして、広域連合議会の議長という重責をお預か

りさせていただくこととなりました、山﨑でございます。 

 もとより微力ではございますが、この広域連合議会の円滑な運営を行い、住民の負託に

応えられるよう専心努力いたす所存でございますので、皆様方の絶大なるご支援、ご協力

を賜りますようお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。 

 それではお諮りいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております追加議事日程その１のとおり日程を
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追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、日程に追加することに決定

いたしました。 

 次に、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職氏名は、お手元に配布して

おります文書のとおりでございます。 

 （追加日程第１） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は、ただいま着席の仮議席を本議席と指定します。 

 （追加日程第２） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

第１番、佐藤賢君、第２番、松田一義君を指名いたします。 

 （追加日程第３） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご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。 

 （追加日程第４） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第４、これより副議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方

法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。 

よって、副議長の選挙方法は、指名推選とす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、議長において指名することといたしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 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。 

 それでは、指名いたします。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会副議長に、山口喜代治君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

 ただいま、指名いたしました、山口喜代治君を滋賀県後期高齢者医療広域連合議会副議

長の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。 

 よって、山口喜代治君が、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会副議長に当選されました。 

 山口喜代治君が議場におられますので、本席から会議規則（案）第３３条第２項の規定

により当選の告知をいたします。 

 （追加日程第５） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第５、発議第１号から発議第３号までを一括議題と

いたします。 

 提案者である８番 中嶋武嗣君から提案理由の説明を求めます。 

○提出者（中嶋武嗣君） それでは、まず、発議第１号、滋賀県後期高齢者医療広域連合

議会会議規則の制定について、ご説明させていただきます。 

 本件は、地方自治法第１２０条の規定に基づき定めるものでございます。 

この規則は、当広域連合議会の運営上、基本となるものであり、会議その他の手続き及

び議会内部の規律を中心とした事項等を定めるものでございます。 

 議事の運営をスムーズにするため、第３６条におきましては、２件以上の事件を一括し

て議題とすることができることとなっております。 

また、議員の発言に関する事項については、第４３条において規定しており、第１項で

は、会議において発言をしようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなけれ

ばならないとなっており、事前通告制となっております。 

 この発言通告書には、質疑については、その要旨を、討論については、反対・賛成の別

及びその趣旨を記載していただくことになっております。 

 特に、議案に対する質疑の通告制につきましては、議員皆様からの質問に対し、明確な
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答弁を求めることができるものと考えております。 

 なお、一般質問につきましても同様に文書で通告しなければならないと定めており、事

前通告制となっておりますのでご理解をよろしくお願い申し上げます。 

 なお、附則といたしましては、この規則は公布の日から施行するものでございます。 

続きまして、発議第２号、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則の制定について、

ご説明させていただきます。 

 本件は、地方自治法第１３０条第３項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を

定めるものであります。傍聴人の定数、傍聴の手続き、入場の制限、傍聴人の守るべき事

項等について定めております。 

 なお、附則といたしまして、この規則は公布の日から施行するものでございます。 

 続きまして、発議第３号、地方自治法第１８０条議会の委任による専決処分事項の指定

について、ご説明させていただきます。 

 本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、広域連合議会の権限に属する軽

易な事項で、広域連合長において専決処分することができる事項について指定するもので

あります。広域連合職員に対する訴訟について、賠償を命ずる判決が確定した場合、５万

円以下の賠償責任を免除する規定等となっております。 

 以上で、発議第１号から第３号までの提案理由の説明といたします。よろしくご審議の

上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。以上であります。 

○議長（山﨑甚右衞門君） 次に、発議第１号から発議第３号に対する通告による質疑・

討論はございません。よって、質疑・討論を終了いたします。 

 これより順次採決いたします。 

 採決の方法につきましては、会議規則（案）第６８条の規定により簡易採決により行い

ます。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の制定については、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。 

よって、発議第１号、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の制定については、

原案のとおり可決されました。 
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 次に、発議第２号、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則の制定については、原

案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、発議第２号、滋賀県後期高

齢者医療広域連合議会傍聴規則の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議第３号、地方自治法第１８０条議会の委任による専決処分事項の指定につい

ては、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、発議第３号、地方自治法第

１８０条議会の委任による専決処分事項の指定については、原案のとおり可決されました。 

 （追加日程第６） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第６、議案第１号から議案第１８号までを一括議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○局長（苗村藏光君） 本日は広域連合長が不在のため、滋賀県後期高齢者医療広域連合

長の職務を代理する吏員を定める規則の規定によりまして、提出いたしました議案につき

まして、事務局長のほうからご説明をさせていただきます。 

 議案第１号から議案第１８号までは、本年２月１日の滋賀県後期高齢者医療広域連合の

設立に伴い必要となる条例の制定、平成１８年度の広域連合一般会計予算等について専決

処分を行いましたので、これを議会に報告し、その承認を求めようとするものでございま

す。 

 議案第１号から８号までは、広域連合の組織、職員の服務等についての条例を定めるも

のであります。議案第１号は、後期連合の条例等の公布について必要な事項を定めること

について、議案第２号は広域連合の休日を定めることについて、議案第３号は広域連合に

事務局を置き、事務局に総務企画課を置くことについて、議案第４号は、設立当初の広域

連合の事務局職員定数を９人とすることについて、議案第５号は、新たに地方公務員とな

った広域連合職員に服務の宣誓をさせる手続きについて、議案第６号は、広域連合職員の

職務に専念する義務の特例について、議案第７号は、広域連合職員の勤務時間、休日等を

定めることについて、議案第８号は、広域連合の非常勤の職員の公務災害補償等を定める

ことについてそれぞれ条例を制定したものであります。 
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 議案第９号は、広域連合長他の職員の非常勤職員の報酬を定めることについて、議案第

１０号は、広域連合職員の旅費を定めることについて、議案第１１号は、長期継続契約を

締結することができる契約についてそれぞれ条例を制定したものでございます。 

議案第１２号は、２月１日の広域連合の設立から３月末までの間における平成１８年度

の広域連合一般会計予算について専決処分を行ったものでございます。議案第１３号は、

広域連合の公金の収納及び支払いを取り扱う金融機関として、株式会社滋賀銀行を指定す

ることについて、議案第１４号は、滋賀県市町村退職手当組合に加入することについて専

決処分を行ったものであり、議案第１５号及び議案第１６号は広域連合職員の分限及び懲

戒に関する手続き及び公開について滋賀県職員の例により取り扱うことについてそれぞれ

条例を制定したものでございます。 

次に、議案第１７号は、広域連合議会の議決を要する契約、財産の取得等について条例

を制定したのであります。議案第１８号は、広域連合事務処理機器の賃貸借について平成

１８年度から２３年度までのリース契約を締結するため、その債務負担を求めるため専決

処分を行ったものでございます。 

以上専決処分に関する議案１８件につきまして議会の承認を求めるものであります。何

とぞ適切なる議決を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 

○議長（山﨑甚右衞門君） 次に、議案第１号から議案第１８号に対する通告による質疑・

討論はございません。 

 よって、質疑・討論を終了いたします。 

 これより順次採決いたします。 

 採決の方法につきましては、会議規則第６８条の規定により簡易採決により行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第２号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第３号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第4号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認する

ことにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第５号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第６号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第７号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第８号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第９号 専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９号、専決処分につ

き承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１０号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１１号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１２号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１３号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１３号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１４号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１４号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１５号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１５号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１６号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１６号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１７号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１７号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第１８号、専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認

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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１８号、専決処分に

つき承認を求めることについては、原案のとおり承認されました。 

 （追加日程第７） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第７、議案第１９号から議案第３３号までを一括議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○局長（苗村藏光君） ただいま提出いたしました議案につきまして、説明をさせていた

だきます。 

 議案第１９号は、広域連合議会の定例会の回数を年２回とすることについて。議案第２

０号は、監査委員が行う業務等を定めることについて。議案第２１号は、広域連合に公平
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委員会を設置することについてそれぞれ条例を制定するものであります。議案第２２号か

ら議案第２５号までは、広域連合が行う行政手続、情報公開及び個人情報保護を適正に実

施するための手続き等を定め、また、情報公開、個人情報保護審査会を設置するためそれ

ぞれ条例を制定するものであります。 

 議案第２６号から議案第２８号までは、副広域連合長、広域連合議会の議員、出頭人等

の報酬や費用弁償の額を定めることについてそれぞれ条例を制定するものであります。議

案第２９号は、財政事情の公表についてその手続等に関する条例を制定するものでありま

す。議案第３０号から議案第３２号までは、先ほど専決処分のご承認をいただきました条

例について、本年４月１日からの広域連合の組織拡充に伴います事務分掌や職員の定数に

ついて、また、本日ご提案いたします監査委員等の行政委員の報酬を定めるため、それぞ

れ条例の一部を改正するものであります。議案第３３号は、平成１９年度の広域連合の一

般会計予算を定めるものであります。平成１９年度一般会計予算においては、平成２０年

４月から施行されます広域高齢者医療制度の準備業務を円滑に実施するための経費を見込

んでおりまして、予算規模としては３億６千万円を計上しております。その主な内容とし

ましては、平成１９年４月の事務局体制の拡充を含む広域連合職員の人件費、後期高齢者

医療制度施行に向けた工法のための経費ならびに電算システム関連経費を計上したもので

ございます。以上何とぞ適切なる議決を賜りますようお願いを申し上げ提案の説明といた

します。よろしくお願いいたします。 

○議長（山﨑甚右衞門君） 次に、議案第１９号から議案第３３号に対する通告による質

疑・討論はございません。よって、質疑・討論を終了いたします。 

 これより順次採決を行います。 

 採決の方法につきましては、会議規則第６８条の規定により簡易採決により行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１９号、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数を定める条例の制定

については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１９号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合議会の定例会の回数を定める条例の制定については、原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第２０号、滋賀県後期高齢者医療広域連合監査委員条例の制定については、
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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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２０号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合監査委員条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号、滋賀県後期高齢者医療広域連合公平委員会条例の制定については、

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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２１号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合公平委員会条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号、滋賀県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の制定については、

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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２２号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合行政手続条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号、滋賀県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の制定については、

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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２３号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合情報公開条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号、滋賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の制定について

は、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２４号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合個人情報保護条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号、滋賀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条

例の制定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 
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 次に、議案第２６号、滋賀県後期高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費

用弁償に関する条例の制定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２６号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合長及び副広域連合長の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関

する条例の制定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２７号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第２８号、滋賀県後期高齢者医療広域連合出頭人の実費弁償に関する条例の

制定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２８号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合出頭人の実費弁償に関する条例の制定については、原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第２９号、滋賀県後期高齢者医療広域連合財政事情の公表に関する条例の制

定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２９号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合財政事情の公表に関する条例の制定については、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第３０号、滋賀県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例の一部を改正する条

例の制定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３０号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合事務分掌条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり

 －16－ 



可決されました。 

 次に、議案第３１号、滋賀県後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条

例の制定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３１号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第３２号、滋賀県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３２号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号、平成１９年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につい

ては、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」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３３号、平成１９年

度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 （追加日程第８） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 次に、追加日程第８、滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管

理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議題といたします。 

 地方自治法第１８２条第１項及び第２項の規定に基づき選挙を行います。 

 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、指名推選の方法

により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、選挙方法は、指名推選とす

ることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 
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 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 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。 

 それでは、指名いたします。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員に、川﨑隆嗣氏、望月義久氏、森田

良一氏、髙村一良氏、以上４名を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま、指名いたしました方を滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員の

当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 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、

川﨑隆嗣氏、望月義久氏、森田良一氏、髙村一良氏、以上４名の方が滋賀県後期高齢者医

療広域連合選挙管理委員会委員に当選されました。 

 次に、滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員補充員には、次の方を指名い

たします。 

 第１順位 横井照光氏、第２順位 西脇眞了氏、第３順位 池田義一氏、第４順位 松

本満澄氏、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、指名いたしました方を滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員補

充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 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、

第１順位 横井照光氏、第２順位 西脇眞了氏、第３順位 池田義一氏、第４順位 松本

満澄氏が順序のとおり滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員補充員に当選さ

れました。 

 ただいま、滋賀県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員及び同補充員に当選され

ました方々に対しまして、会議規則第３３条第２項の規定により、本職において文書によ

り当選の告知をいたしておきます。 
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次に、お手元に配付いたしております追加議事日程その２のとおり日程を追加し、議題

といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、日程に追加することに決定

いたしました。 

 （追加日程第９） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第９、議案第３４号、滋賀県後期高齢者医療広域連

合公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めること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。 

○局長（苗村藏光君） 説明させていただきます。議案第３４号は、広域連合の公平委員

会委員として、長木昌一氏、濱野徹夫氏、大堀昌子氏の３人を選任することについて議会

の同意を求めるものでございます。どうぞひとつよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山﨑甚右衞門君）次に、議案第３４号に対する質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたし

ます。 

 次に、議案第３４号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたしま

す。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員に、長木昌一氏を選任することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。 

 次に、滋賀県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員に、濱野徹夫氏を選任することに

ご異議ございませんか。 

 －19－ 



（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。 

次に、滋賀県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員に、大堀昌子氏を選任することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３４号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについては、原

案のとおり同意することに決定いたしました。 

 （追加日程第１０） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第１０、議案第３５号、滋賀県後期高齢者医療広域

連合副広域連合長の選任につき議会の同意を求めることについてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、２０番 夏原覚君の退席を求めます。 

○議長（山﨑甚右衞門君） 提案理由の説明を求めます。 

○局長（苗村藏光君） ただいま提出いたしました議案につきまして、説明をいたします。 

議案第３５号は、広域連合の副広域連合長として夏原覚氏、井上正氏の２人を選任する

ことについて議会の同意を求めるものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山﨑甚右衞門君） 次に、議案第３５号に対する質疑を行います。 

ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたしま

す。 

 次に、議案第３５号に対する討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたしま

す。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合副広域連合長に、夏原覚氏を選任することにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。 

 次に、滋賀県後期高齢者医療広域連合副広域連合長に、井上正氏を選任することにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３５号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合副広域連合長の選任につき議会の同意を求めることについては、原案

のとおり同意することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時２３分 休憩） 

            （午後３時２４分 再開） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （追加日程第１１） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 追加日程第１１、議案第３６号、滋賀県後期高齢者医療広域

連合監査委員の選任につき議会の同意を求めること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。 

○局長（苗村藏光君） ただいま提出いたしました議案について説明をさせていただきま

す。議案第３６号は、広域連合の監査委員として識見を有する者から選任する監査委員と

して内堀喜代治氏を、議会の議員から選任する監査委員として伊庭嘉兵衞氏を選任するこ

とについて議会の同意を求めるものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山﨑甚右衞門君） それでは、議案第３６号に対する質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたし

ます。 

 次に、議案第３６号に対する討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたしま

す。これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 
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 滋賀県後期高齢者医療広域連合監査委員に、識見者として、内堀喜代治氏を選任するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。 

 次に、滋賀県後期高齢者医療広域連合監査委員に、議会選出として、伊庭嘉兵衞氏を選

任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（山﨑甚右衞門君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３６号、滋賀県後期

高齢者医療広域連合監査委員の選任につき議会の同意を求めることについては、原案のと

おり同意することに決定いたしました。 

 以上で、本臨時会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、平成１９年第１回滋賀県後期高齢者医療広域連合議会臨時会を閉会

いたします。たいへんご協力ありがとうございました。（午後３時２６分 閉会） 
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