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令和元年第２回宮崎県後期高齢者医療広域連合議会定例会議決結果 

議案番号 件名 議決年月日 結果 

第８号 
宮崎県後期高齢者医療広域連合監査委員

の選任について 
令和元年８月９日 同意 

第９号 

「宮崎県後期高齢者医療広域連合職員の

給与に関する条例の一部を改正する条

例」の専決処分ついて 

令和元年８月９日 承認 

第１０号 

平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域

連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

令和元年８月９日 認定 

第１１号 

平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

令和元年８月９日 認定 

第１２号 
令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連

合一般会計補正予算（第１号）案 
令和元年８月９日 原案可決 

第１３号 

令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）案 

令和元年８月９日 原案可決 

○人事

監査委員 永友 繁喜 
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令和元年８月９日、第２回定例会がひまわり荘１階大会議室に招集されたので、

会議を開いた。 

○ 議事日程

令和元年８月９日（金曜日） 午後１時３０分開議

日程第 １ 仮議席の指定 

日程第 ２  議長の選挙 

日程第 ３  副議長の選挙 

日程第 ４  議席の指定 

日程第 ５ 会議録署名議員の指名 

日程第 ６  会期の決定 

日程第 ７ 報告第１号    債権放棄について 

日程第 ８  議案第８号 宮崎県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任に

ついて 

日程第 ９  議案第９号   「宮崎県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例」の専決処分について 

日程第 １０ 議案第１０号    平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般 

会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 １１ 議案第１１号    平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 １２ 議案第１２号    令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般 

会計補正予算（第１号）案 

日程第 １３ 議案第１３号    令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）案 

○ 出席議員（１２名）

１番 嶋 田 喜代子 

２番 福 島 勝 郎 

４番 濱 中 武 紀 

５番 髙 野 良 文 

６番 黒 木 高 広 

９番 西 原 義 文 

１０番 重 久 邦 仁 

１１番 渡 辺 靜 男 

１２番 永 友 繁 喜 

１３番 半 渡 英 俊 

１４番 西 川  健 

１５番 原 田 俊 平 

令和元年第２回 

宮崎県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 
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○ 欠席議員（３名）

３番 読谷山 洋 司 

７番 島 田 俊 光 

８番 押 川 修一郎 

○ 説明のため出席した者

広域連合長 戸 敷 正 

副広域連合長 黒 木 定 藏 

副広域連合長  宮 原 義 久 

事務局長    下大園 浄 司 

事務局次長    大 村 勇 一 

出納室長 戸 髙 智 穂 

総務課長 川 瀬 雄 市 

業務課長補佐  井料田 祐 子 

業務第１係長 古 川 久 師 

業務第２係長 長 友 済 

○ 議会事務担当職員出席者

書記次長 松 石 博 

書記 甲 佐 香織里

書記 西   俊 光

書記 繁 村 俊 輔 

（午後１時３０分開会） 

【松石博書記次長】 

本日の進行につきまして、現在、議長及び副議長が空席となっております

ので、地方自治法第１０７条の規定に基づき、年長の議員が臨時に議長の職

務を行うことになります。 

従いまして、出席議員中、濱中武紀議員が年長の議員でありますので濱中

議員に臨時議長をお願いいたします。 

濱中議員、議長席へ御着席お願いいたします。 

【濱中武紀臨時議長】 

ただいま御紹介いただきました濱中でございます。 

地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。御協

力よろしくお願いいたします。 

ただいまから、令和元年第２回宮崎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。 

本日は、読谷山洋司議員、島田俊光議員及び押川修一郎議員から欠席の報

告を受けております。 

従いまして、本日の出席議員は１２名となり、地方自治法第１１３条の規

定による定足数に達しておりますことを御報告いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

議案説明のため、地方自治法第１２１条の規定により、広域連合長以下関

係職員の出席を求めましたので御報告をいたします。 
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なお、池田宜永代表監査委員から欠席の報告を受けておりますことを申し

添えます。 

また監査委員より平成３０年度宮広域監第２９号、及び３１号、並びに平成３１

年度宮広域監第２号、４号、８号及び１１号にて、例月現金出納検査の結果につい

て、報告を受けましたので、お手元にその写しを配布しております。御確認をお願

いいたします。 

また、報道関係者による今定例会中における写真等撮影及び録音については、広

域連合議会傍聴規則第９条の規定により、これを許可いたしますので、御了承のほ

どお願いいたします。 

【濱中武紀臨時議長】 

それでは、日程第１「仮議席の指定」を行います。 

仮議席は臨時議長において指定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

御異議なしと認めます。 

各議員の仮議席は、ただいま御着席の議席を指定いたします。 

ここで、広域連合長から発言の申出がございますので、これを許可します。 

【戸敷広域連合長】 

 議長。 

【濱中武紀臨時議長】 

 広域連合長。 

【戸敷広域連合長】 

令和元年第２回広域連合議会定例会の開会にあたり、一言、御挨拶申し上げます。 

はじめに、先に行われました統一地方選挙後の広域連合議会議員選挙におきまし

ては、市長会、町村会、市議会議長会及び町村議会議長会より、皆様の御推薦をい

ただき、初めての議会でございますが、参加をいただきましたことに、厚くお礼申

し上げます。 

さて、「後期高齢者医療制度」につきましては、平成２０年度の制度発足から、

１０年以上が経過し、令和の時代を迎えることとなりました。令和の時代、我が国

は、本格的な人生１００年時代を迎えようとしており、このような中、当広域連合

といたしましては、被保険者が安心して医療機関を受診できるよう、制度の安定的

な運営に努めるとともに、被保険者の健康寿命の延伸を図るため、各種保健事業を

積極的に推進してまいる所存でございます。 

議員の皆様におかれましては、県内２６市町村とともに、当広域連合に対しまし

て、御指導、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

本日の定例会におきましては、後ほど提案いたします議案につきまして、御審議

いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきま

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

【濱中武紀臨時議長】 

次に、日程第２「議長の選挙」を議題といたします。 
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 選挙の方法といたしましては、地方自治法第１１８条の規定により、「投

票による方法」と「指名推選の方法」がございますが、いかがいたしましょ

うか。 

（「指名推選」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀臨時議長】 

指名推選との声がございますが、指名推選の方法でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀臨時議長】 

御異議なしと認めます。 

よって、議長の選挙の方法は、指名推選と決定いたしました。 

それでは、お諮りいたします。 

指名推選の方法につきましては、臨時議長において被指名者を指名する議

員を指名することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀臨時議長】 

御異議なしと認めます。 

 よって、臨時議長が被指名者を指名する議員を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。 

被指名者を指名する議員に、嶋田喜代子議員を指名いたします。 

【嶋田喜代子議員】 

それでは、私の方から指名を申し上げます。議長に、濱中武紀議員を指名

いたします。 

【濱中武紀臨時議長】 

 ありがとうございました。ただいま指名されました、私、濱中武紀を議長

の当選人と定めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀臨時議長】 

御異議なしと認めます。 

 よって、私、濱中武紀が議長に当選となりましたので、会議規則第３２条

第２項の規定により、当選の告知をいたします。ここで、当選承諾もかねて、

私から御挨拶をさせていただきます。 

【濱中武紀議長】 

このたびは、議長に御推選いただき、責任の重さを痛感しているところでござい

ます。後期高齢者医療制度を安定的に運営していくことは、非常に重要であり、当

局はもちろん、私たち議会の責務でもあると考えています。このことを十分認識し

ながら、議会運営に努めてまいりたいと存じますので、議員各位の御指導、御鞭撻

を、切にお願い申し上げます。簡単ではございますが、議長就任のあいさつといた

します。ありがとうございました。 
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【濱中武紀議長】 

それではここからは、私が議長として引き続き議事を進行したいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

【濱中武紀議長】 

次に、日程第３「副議長の選挙」を議題といたします。 

 選挙の方法といたしましては、地方自治法第１１８条の規定により、「投

票による方法」と「指名推選による方法」がございますが、いかがいたしま

しょうか。 

（「指名推選」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

指名推選との声がございましたが、選挙の方法は、指名推選とすることに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

よって、副議長の選挙の方法は、指名推選と決定いたしました。 

それでは、お諮りいたします。 

副議長につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御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。 

それでは、指名をいたします。 

宮崎県後期高齢者医療広域連合議会副議長に、半渡英俊議員を指名いたし

ます。 

ただいま指名いたしました半渡英俊議員を宮崎県後期高齢者医療広域連

合議会副議長の当選人として定めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

 よって、半渡英俊議員が宮崎県後期高齢者医療広域連合議会副議長に当選

されましたので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選の告知をいた

します。これより副議長の当選承諾の御挨拶を求めます。 

【半渡英俊副議長】 

副議長に推薦いただきました半渡でございます。広域連合議会が円滑に運営でき

ますように、議長を補佐し、その努力をしてまいりたいと存じますので、議員の皆

様方の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。簡単ではございますが、副

議長就任のあいさつといたします。ありがとうございました。 

【濱中武紀議長】 

ただいまの御挨拶をもって、当選の御承諾をいただいたものといたします。 
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【濱中武紀議長】 

それでは、日程第４「議席の指定」を行います。 

議員の議席の指定については、会議規則第４条第１項の規定により、議長

において指定することにいたします。 

先ほど、臨時議長として指定した仮議席のとおり、ただいま御着席の仮議

席を議席に指定いたします。 

暫時休憩いたします。 

【濱中武紀議長】 

再開いたします。 

次に、日程第５「会議録署名議員の指名」を議題といたします。 

会議録署名議員の指名については、会議規則第７２条の規定により、議長

において指名することにいたします。 

会議録署名議員に、９番西原義文議員及び、１５番原田俊平議員を指名い

たします。 

【濱中武紀議長】 

次に、日程第６「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手

元に配布のとおりとすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

【濱中武紀議長】 

次に、日程第７報告第１号「債権放棄について」を議題といたします。 

報告の内容説明を求めます。 

【戸敷広域連合長】 

議長。 

【濱中武紀議長】 

広域連合長。 

【戸敷広域連合長】 

ただいま上程になりました報告第１号につきましては、宮崎県後期高齢者医療広

域連合債権管理条例第１２条第１項第３号及び第５号の規定により、債権を放棄い

たしましたので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

今回報告いたします債権放棄につきましては、２件ございます。 

１件目は、平成２５年７月から平成２６年６月該当分までの高額療養費につきま

して、消滅時効に係る 時効期間が満了したことにより、当該債権を放棄したもの

であります。 

２件目は、修正申告等により一部自己負担割合相違による返還金が生じたもので、

自主納付が見込めないとの判断で、債権の徴収停止を行いましたが、徴収停止後１
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年を経過してもなお状況に変化がなく、弁済する見込がないため、当該債権を放棄

したものであります。 

以上で、説明を終わります。 

【濱中武紀議長】 

それでは、本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

なければ、以上で報告第１号を終わります。 

【濱中武紀議長】 

次に、日程第８「議案第８号宮崎県後期高齢者医療広域連合監査委員の選

任について」を議題といたします。 

永友繁喜議員は、地方自治法１１７条の規定により除斥の対象となります

ので、御退席をお願いいたします。 

（永友繁喜議員退席） 

【濱中武紀議長】 

 提案理由の説明を求めます。 

【戸敷広域連合長】 

議長。 

【濱中武紀議長】 

広域連合長。 

【戸敷広域連合長】 

ただいま上程になりました議案第８号「宮崎県後期高齢者医療広域連合監査委員

の選任について」御説明申し上げます。 

 本案は、永友繁喜氏を宮崎県後期高齢者医療広域連合監査委員に選任いたしたい

と存じ、宮崎県後期高齢者医療広域連合規約第１６条第２項の規定により議会の同

意を求めるものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

【濱中武紀議長】 

それでは、議案第８号に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

なければ、これをもって議案第８号に対する質疑を終結し、討論に入りま

す。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。 

「議案第８号宮崎県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について」を

採決いたします。 

お諮りいたします。 
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本件は原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は原案のとおり同意することに決定しました。 

 永友繁喜議員の除斥を解きます。 

 （永友繁喜議員着席） 

【濱中武紀議長】 

次に、日程第９「議案第９号『宮崎県後期高齢者医療広域連合職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例』の専決処分について」を議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

【戸敷広域連合長】 

議長。 

【濱中武紀議長】 

広域連合長。 

【戸敷広域連合長】 

ただいま上程になりました議案第９号「宮崎県後期高齢者医療広域連合職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について」は、地方自治法第２９

２条の規定により準用する同法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分した件

を報告し、承認を求めるものでございます。 

本件は、準用している宮崎市職員の給与に関する条例に規定する通勤手当が改正

されたことに伴い、宮崎県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部

を改正し、通勤手当の改定を行ったものであります。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

【濱中武紀議長】 

それでは、議案第９号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

なければ、これをもって、議案第９号に対する質疑を終結し、討論に入り

ます。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。 

本件は、これを承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 
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【濱中武紀議長】 

次に、日程第１０「議案第１０号 平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広

域連合一般会計歳入歳出決算の認定について」、日程第１１「議案第１１号

平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について」は、関連がございますので、一括議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

【戸敷広域連合長】 

議長。 

【濱中武紀議長】 

広域連合長。 

【戸敷広域連合長】 

ただいま上程になりました議案第１０号及び、議案第１１号につきまして、一括

して御説明申し上げます。 

議案第１０号は、「平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳

出決算の認定について」であります。 

平成３０年度 宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会計の決算額は、歳入総額 

２億２３９万９，１７０円に対し、歳出総額 １億９，７７８万５，７６０円で、 

差し引き、４６１万３，４１０円の実質収支額でございます。 

 まず、歳入につきましては、主なものといたしまして、構成市町村からの負担金

が、１億９，２１３万８千円、財政調整基金からの繰入金が、５０６万４，１１７

円となっております。  

 歳出につきましては、主なものといたしまして、総務費のうち事務所等施設、事

務機器などの使用料及び賃借料が、２，１２９万９，４４７円、市町村からの派遣

職員の給与等に係る負担金が１億５，９００万８，７０３円、財政調整基金への積

立金が５０６万４，１１７円となっております。 

続きまして、議案第１１号は、「平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」であります。 

平成３０年度 宮崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計の決算額

は、歳入総額 １，５９６億４，４２４万２，９０９円に対し、歳出総額  

１，５４２億４，２３１万７，７７７円で、差し引き、５４億１９２万５，１３２

円の実質収支額でございます。 

 まず、歳入につきましては、主なものといたしまして、構成市町村からの支出金

が、２５７億１，５００万４，５３６円、国・県支出金及び支払基金交付金が、合

わせて１，２７６億７，４８２万３，０４０円、保険給付費等準備基金からの繰入

金が、５億２，９３５万６千円、第三者納付金等の諸収入が、 

２億３，７５６万８，０４２円となっております。 

 歳出につきましては、主なものといたしまして、後期高齢者医療制度の円滑な制

度運営のための事務的経費として、総務費が、６億３，８９２万３，５６６円、被

保険者の受診に係る療養給付費等の経費として、保険給付費が､ 
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１，４７３億１，２９１万４，７７１円、制度の財政安定化を図るための県財政安

定化基金への拠出金が、６，００７万８，３８７円、保険給付費等準備基金への積

立金が１４億８，９５８万５９２円、平成２９年度の実績に基づく国県等への療養

給付費等負担金の償還金が、４０億９，４７７万７，４７１円となっております。 

このほか、被保険者の健康寿命の延伸と医療費の適正化を図ることを目的に、健

康診査をはじめ、各種保健事業を実施しております。 

以上、平成３０年度の一般会計及び、後期高齢者医療特別会計の決算概要につい

て申し上げましたが、これらにつきましては、監査委員の審査に付し、その意見書

が提出されており、また、主要施策の成果等説明書を提出いたしております。 

よろしく御審議の上、御認定賜りますよう、お願い申し上げます。 

【濱中武紀議長】 

決算につきましては、お手元に意見書を配布しておりますので、御確認く

ださい。 

それでは、本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

ないようですので、これをもって、本件に対する質疑を終結し、討論に入

ります。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

討論なしと認めます。これをもって討論を終結し、採決いたします。 

採決は、議案ごとに行います。 

まず、議案第１０号「平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会

計歳入歳出決算の認定について」採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件は、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり認定しました。 

次に、議案第１１号「平成３０年度宮崎県後期高齢者医療広域連合特別会

計歳入歳出決算の認定について」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件は、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり認定しました。 

12



【濱中武紀議長】 

次に、日程第１２「議案第１２号 令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域

連合一般会計補正予算（第１号）案」、日程第１３「議案第１３号 令和元年

度宮崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）案」は、関連がございますので、一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

【戸敷広域連合長】 

議長。 

【濱中武紀議長】 

広域連合長。 

【戸敷広域連合長】 

ただいま上程になりました議案第１２号及び、議案第１３号につきまして一括し

て御説明申し上げます。 

議案第１２号は、「令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第１号）案」であります。 

今回の補正は、４６１万３千円を追加いたしまして、歳入歳出ともに 

２億１，３５４万８千円とするものでございます。 

補正の内容は、歳入として平成３０年度からの繰越金、４６１万３千円を計上し、

歳出として同額を財政調整基金への積立金に計上いたしております。 

この他、複合機入替えに伴う債務負担行為を計上いたしております。 

続きまして、議案第１３号は、「令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案」であります。 

今回の補正は、５３億７，９８６万４千円を追加いたしまして、歳入歳出ともに 

１，５７３億３４万７千円とするものでございます。 

補正の主なものといたしまして、歳入では、市町村共通経費負担金など市町村支

出金を８４万４千円減額するほか、平成３０年度からの繰越金５４億１９２万４千

円を計上いたしております。 

歳出では、平成３０年度療養給付費等の確定による、国・県・市町村及び支払基

金への償還金、４２億３，５６６万２千円、保険給付費等準備基金への積立金 

１１億４，２９５万５千円を計上しております。 

この他、レセプト点検業務及び各種保健業務委託に伴う債務負担行為を計上いた

しております。 

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御賛同賜りますよ

うお願い申し上げます。 

【濱中武紀議長】 

それでは、本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

なければ、これをもって、本件に対する質疑を終結し、討論に入ります。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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【濱中武紀議長】 

なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。 

採決は、議案ごとに行います。 

まず、「議案第１２号 令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号）案」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり決定しました。 

次に、「議案第１３号 令和元年度宮崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）案」を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【濱中武紀議長】 

御異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり決定しました。 

以上をもちまして、今定例会に付議されました案件はすべて終了いたしま

した。 

これにて閉会いたします。 

（午後２時５分閉会） 
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地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第１２３

条第２項の規定により、本会議の顛末を証するため、ここに

署名する。 
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