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砺波地方介護保険組合議会平成 25 年 10 月臨時会会議録 

 

１ 開会の日時     平成25年10月28日 午前10時８分 開会 

２ 閉会の日時     平成25年10月28日 午前10時26分 閉会 

３ 開議及び閉議の日時 平成25年10月28日 午前10時12分 開議 

            平成25年10月28日 午前10時24分 閉議 

４ 出席議員の氏名 

    １番  義浦 英昭        ２番  藤本 雅明 

    ３番  川辺 一彦        ４番  島崎 清孝 

    ５番  長井 久美子       ６番  嶋田 幸恵 

    ７番  向川 静孝        ８番  浅田 裕二 

    10番  片岸  博        11番  江守 俊光 

    12番  宮西 佐作 

     以上11名 

５ 欠席議員の氏名 

    ９番  稲垣  修 

６ 説明のため議場に出席した者の職・氏名 

理事長   夏野  修     副理事長   桜井 森夫 

理 事   田中 幹夫 

   代表監査委員 福江 清徳    会計管理者  黒河 修光 

事務局長   野村 健次    業務課長   宮北 一晴 
兼総務課長    

   楽寿荘施設長 塚八 栄治 

７ 職務のため議場に出席した事務局等職員 

   総務課主幹  今井 保晴     総務課主査 肥田 啓生 

８ 議事日程 

第１     議席の指定について 

第２     会議録署名議員の指名について 

第３     会期の決定について 

第４     議案第15号 砺波地方介護保険組合監査委員の選任について 

       （提案理由説明・採決） 

第５     閉会中の継続審査について 

９ 本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 

10 会議の要旨 

［午前10時８分 開会］ 

○ 議長（浅田 裕二 君） 

 本日、砺波地方介護保険組合10月臨時会を開催いたしましたところ、各位には何かとご

多用のところご出席を賜り深く感謝申し上げます。 

会議に入るに先立ち、議会閉会中に欠員となっておりました議会運営委員２名について、

小矢部市の宮西 佐作議員及び義浦 英昭議員が選出され議会運営委員会条例第３条の規

定により、これを指名し選任しておりますことをご報告させていただきます。 

次に、本臨時会に際して、議会運営委員会が開催され、本日の日程等について協議され

ております。 

協議結果について、委員長より報告があります。 

議会運営委員長 宮西 佐作 君 
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 【宮西佐作議会運営委員長 登壇】 

 

○ 議会運営委員長（宮西 佐作 君） 

本臨時会の議事運営を協議するため、さきほど議会運営委員会を開催し、本日の議事日程等

について協議したところであります。 

日程につきましては、お手元に配布のとおりでございますが、簡単に協議の結果についてご

報告を申し上げます。 

本臨時会は、このあと本会議を開催し、議席の指定を行い、次に、会議録署名議員の指名を

議長において行います。 

 次に、本臨時会の会期を、本日１日と決定いたします。 

次に、理事長から議案第15号について提案理由の説明があります。 

続いて、ただちに採決を行います。 

次に、閉会中の継続審査についての協議を行った後、本日の全日程を終了し、閉会すること

になっております。 

 以上、議会運営委員会の報告といたします。 

 

【宮西佐作議会運営委員長 降壇】 

  

○ 議長（浅田 裕二 君） 

ただ今の報告の件につきまして、質疑はございませんか。 

 

  （「異議なし」と発言する者あり） 

 

質疑が無いようですので、報告の件について終了いたします。 

 

［午前10時12分 開議］ 

○ 議長（浅田 裕二 君） 

 ただいまの出席議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成25年10月砺波地方介護保険組合議会臨時会を開

会し、ただちに本日の会議を開きます。 

本日の日程に入る前に、諸般の報告をいたします。 

 地方自治法第121条の規定に基づき、夏野理事長ほか関係の皆様の出席を求めてあります。 

 閉会中の議員の辞職について申し上げます。議会閉会中に砂田喜昭君、石田義弘君から一身

上の都合により議員を辞職したい旨の願い出があり、これを許可いたしましたので報告をいた

します。また、新たに宮西佐作君、義浦英昭君が砺波地方介護保険組合議会議員として、小矢

部市議会で選挙されていますことを報告します。 

これで諸般の報告を終わります。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしてありますので、朗読を省略させていただきます。 

 それでは、本日の日程に入ります。 

 「日程第１ 議席の指定」を行います。 

 議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長において指定いたします。議席は、お手

元に配布してあります議員名簿の議席番号のとおり指定いたします。議席札を改め願います。 

 「日程第２ 会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第105条の規定により、議長において指名いたします。 

 

5番 長 井 久美子 君 

6番 嶋 田 幸 恵 君 
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、以上２名を指名いたします。 

 次に、「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10月臨時会の会期は、本日１日といたします。 

 これに、ご異議ございませんか。 

 

  （「異議なし」と発言する者あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

次に、「日程第４ 議案第15号」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 理事長 夏野  修 君 

 

  【夏野 修理事長 登壇】 

 

○ 理事長（夏野 修 君） 

本日、ここに砺波地方介護保険組合の臨時会を開催いたしましたところ、議員各位には、ご

出席を賜り厚く感謝申し上げます。 

先月、総務省が発表した人口推計では、65歳以上の高齢者は前年に比べ112万人増え3,186万

人となり、総人口に占める割合は0.9ポイント増の25.0%となっており、いずれも過去最高を更

新いたしております。当組合管内におきましても高齢化が進展しており、９月末では、第１号

被保険者数は40,679人、高齢化率は29.9％であります。このような増加傾向は、「団塊の世代」

がすべて65歳以上となる平成26年度末まで続くと予想いたしております。 

 現在、政府の社会保障審議会介護保険部会におきましては、社会保障制度改革国民会議の報

告を受け、「高額所得者の自己負担割合の引き上げ」、「低所得者の１号保険料の軽減措置の

拡充」、「要支援者の市町村事業への段階的移行」、「特別養護老人ホームの入所基準の見直

し」等々、第６期介護保険事業計画に向けた具体的な検討がなされているところであり、当組

合としましては、その内容について充分に注視して参りたいと存じます。 

 今後、益々増加が予想されるサービス利用者等の意見にも配意しながら、健全な介護保険事

業を推進してまいりますので、議員各位のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 これより本日提出いたしました議案についてご説明申し上げます。 

 「議案第15号 砺波地方介護保険組合監査委員の選任について」につきましては、空席とな

っております議会選出の監査委員に、藤本雅明議員を選任いたしたく、議会の同意を求めるも

のであります。 

 以上をもちまして、本日提出いたしました議案の説明といたします。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、同意を賜りますようお願い申し上げます。 

 

  【夏野 修理事長 降壇】 

 

○ 議長（浅田 裕二 君） 

お諮りいたします。 

本議案については事情を充分にご承知のことと存じますので、直ちに採決いたしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

 

  （「異議なし」と発言する者あり） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、本議案は、直ちに採決することに決しました。 

 これより、議案第15号を採決いたします。 
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 お諮りいたします。 

議案第15号 「砺波地方介護保険組合 監査委員の選任について」原案のとおり同意すること

に賛成する諸君の起立を求めます。 

 

 （起立全員） 

 

全員起立であります。よって、議案第15号 「砺波地方介護保険組合 監査委員の選任につい

て」は、原案のとおり同意することに決しました。 

 

次に、「日程第５ 閉会中の継続審査について」を議題といたします。 

議会運営委員会から、会議規則第59条の規定により、お手元にお配りしてあるとおり閉会中

の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と発言する者あり） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査と

することに決しました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました諸案件の審議はすべて議了いたしました。 

［午前10時24分 閉議］ 

 

○ 議長（浅田 裕二 君） 

 ここで、田中理事からご挨拶がございます。田中 幹夫 君 

 

  【田中幹夫理事 登壇】 

 

○ 理事（田中 幹夫 君） 

10月議会臨時会の閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

砺波地方介護保険組合監査委員に欠員が生じ、急遽、臨時会を開催いたしたものでありまし

て、議員各位には何かとお忙しいところ、ご出席をいただき、提出いたしました議案につきま

して、同意を賜り、誠にありがとうございます。 

今後、社会保障制度改革に伴い、介護保険制度につきましても大幅に変わりつつありますが、

高齢者が住み慣れた地域の中で、安心して生活を継続していけるよう、介護保険サービス体制

の連携強化を図りながら、各種施策の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 議員各位には、今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 終わりになりますが、議員各位が健康にご留意され、益々のご活躍を祈念申し上げ、閉会に

あたりましてのご挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

 

  【田中幹夫理事 降壇】 

 

○ 議長（浅田 裕二 君） 

 これをもちまして、平成 25年 10月砺波地方介護保険組合議会臨時会を閉会します。 

 どうも、皆さんご苦労様でございました。 

［午前 10時 26分 閉会］ 
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地方自治法第 123条第２項の規定により、ここに署名する。 
 

平成 25年 10月 28日 

                  議  長     浅田 裕二 
 

                  署名議員     嶋田 幸恵 
 
                  署名議員     長井 久美子 


