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平成２２年第３回臨時会 会議録 

招集年月日       平成２２年３月２５日 

招 集 場 所       砥部町議会議事堂 

開 会       平成２２年３月２５日 午後３時 議長宣告 

応 招 議 員       

１ 番 佐々木隆雄  ２ 番 森永茂男   ３ 番 松﨑浩司 

４ 番 大平弘子   ５ 番 西岡利昌   ６ 番  山口元之  

７ 番 政岡洋三郎  ８ 番 栗林政伸   ９ 番 西村良彰    

10 番 土居英昭   11 番 宮内光久       12 番 井上洋一   

13 番 中村茂    14 番 中島博志       15 番 平岡文男     

16 番 三谷喜好   

不応招議員       なし 

出 席 議 員       出席議員は、応招議員の１６名 

欠 席 議 員          

地方自治法       
第１２１条の 
規定により       
説明のため       
会議に出席       
した者の職、 
氏名 

 
 
町  長   中村 剛志  副町長    佐川 秀紀   
教育長    佐野 弘明  総務課長   原田 公夫   
企画財政課長 松下 行吉  保険健康課長 日浦 昭次 

本会議に職務のため出席した者の職氏名                      議会事務局長 正岡 修平 

会議録署名       
 
議員の指名       

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 
 
１５番 平岡文男  １６番 三谷喜好 

傍聴者 ０人 
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平成２２年第３回砥部町議会臨時会 議事日程 

 

・開  会  

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

日程第２ 会期の決定  

 

日程第３ 諸般の報告  

 

日程第４ 議案第３９号 砥部町公告式条例の一部改正について  

 

日程第５ 議案第４０号 砥部町国民健康保険診療所条例の一部改正に  

ついて  

・閉  会  
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平成２２年第３回砥部町議会臨時会 

平成２２年３月２５日（金） 

午後３時開会 

 

○議長（土居英昭） ただ今の出席議員は１６人です。定足数に達していま

すので、平成２２年第３回砥部町議会臨時会を開会します。本日の会議を開

きます。町長より招集のあいさつがあります。中村町長。  
○町長（中村剛志） 臨時会の開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。

今年は、例年より桜の開花が早く、町内でも至る所で桜の花が咲き誇ってお

ります。桜といえば、昔から入学式を連想しておりましたが、最近の様子を

見ていると、認識を改める必要があるようにも思われます。やはり、地球温

暖化の影響でしょうか。それとも、今熱戦が繰り広げられております春の風

物詩、春の選抜高校野球のせいでしょうか。このところの長雨で今日も順延

となりましたが、愛媛県代表の今治西高校には、立派に戦っていただきたい

と思っております。検討を祈りたいと思います。  
さて、本日は３月の定例会が終了したばかりで、大変恐縮ではございます

が２件の条例改正についてご審議をお願い申し上げております。いずれも詳

細に説明をさせていただきますので、ご審議の上、ご議決賜りますようお願

いを申し上げ、開会のごあいさつ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。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名  
○議長（土居英昭） 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、会議規則第１１８条の規定により１５番平岡文男君、１６番三谷

喜好君を指名します。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（土居英昭） 日程第２会期の決定についてを議題とします。おはか

りします。今臨時会は、本日開催しました議会運営委員会において、本日１

日に決定しました。これにご異議ありませんか。  
[「異議なし」の声あり] 

○議長（土居英昭） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定
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しました。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（土居英昭） 日程第３諸般の報告を行います。  
地方自治法第１２１条の規定により、町長以下関係者の出席を求めました

のでご報告します。  
以上で、諸般の報告を終わります。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 議案第３９号 砥部町公告式条例の一部改正について  
（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（土居英昭） 日程第４議案第３９号砥部町公告式条例の一部改正に

ついてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。原田総務

課長。  
○総務課長（原田公夫） 議案第３９号砥部町公告式条例の一部改正につい

て。砥部町公告式条例の一部を改正する条例を次のように定める。平成２２

年３月２５日提出、砥部町長中村剛志。提案理由でございますが、条例公布

等の掲示について、広田支所前掲示場からひろた交流センターの掲示場に変

更するため提案するものでございます。資料で付けております新旧対照表を

ご覧ください。現在条例の公布場所については、別表というところで示して

おります。今回改正する内容としまして、その別表を削りまして、本庁舎及

び砥部町ひろた交流センターの２箇所を明記するものでございます。元へ返

っていただきまして、附則、この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

以上で説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願いいたしま

す。  
○議長（土居英昭） 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はあり

ませんか。  
「質疑なし」 

○議長（土居英昭） 質疑なしと認めます。  
討論を行います。討論はありませんか。  

［討論なし］ 

○議長（土居英昭） 討論なしと認めます。 

議案第３９号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異
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議ありませんか。  
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（土居英昭） 異議なしと認めます。よって、議案第３９号砥部町公

告式条例の一部改正については可決されました。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第４０号 砥部町国民健康保険診療所条例の一部改正  
について（第４号）  

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（土居英昭） 日程第５議案第４０号砥部町国民健康保険診療所条例

の一部改正についてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求め

ます。日浦保険健康課長。  
○保険健康課長（日浦昭次） 議案第４０号砥部町国民健康保険診療所条例

の一部改正について説明をさせていただきます。砥部町国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例を次のように定める。平成２２年３月２５日提出、

砥部町長中村剛志。提案理由でございますが、健康保険法及び高齢者の医療

の確保に関する法律による診療報酬の算定方法の改正が平成２２年３月５日

に告示され、同年４月１日から適用になること等により提案するものでござ

います。改正の内容でございますが、別紙新旧対照表で説明をさせていただ

きますので、別紙をご覧ください。第５条は、使用料及び手数料を定めてお

ります。第５条第１号は、医科及び歯科の診療報酬の算定でございますが、

その算定の基となります健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に

よる診療報酬の算定方法が新たに告示され、変更となるため改正するもので

ございます。なお、診療報酬の改正は、今後も見込まれるため告示番号や別

表名などを省略しまして、条文を、「健康保険法（大正１１年法律第７０号）

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定に

より厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算出する額」とするも

のでございます。第２号は、入院時の食事療養費の額を定めておりますが、

現在の職員体制では、入院患者を受け入れることは困難なため、現状に即し

まして削除するものでございます。第３号は、第２号を削除したことに伴い

まして、条文中前２号を前号に改め、第５条第２号とし、以下、第４号を第

３号に、第５号を第４号に繰り上げるものでございます。次のページ第１０

条でございますが、入院及び退院について定めております。現在の職員体制

では、入院患者を受け入れることは困難なため、削除するものでございます。
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なお、将来的に職員体制等が改善されまして、入院患者の受け入れが可能な

状態になりましたら、再び条例を改正することによって、入院患者の受け入

れは可能でございます。第１０条の削除によりまして、第１１条を第１０条

に、第１２条を第１１条に繰り上げるものでございます。議案に戻っていた

だきまして、附則で、この条例は、平成２２年４月１日から施行するもので

ございます。以上で議案第４０号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（土居英昭） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

「質疑なし」 

○議長（土居英昭） 質疑なしと認めます。  
討論を行います。討論はありませんか。  

［討論なし］ 

○議長（土居英昭） 討論なしと認めます。 

議案第４０号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。  
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（土居英昭） 異議なしと認めます。よって、議案第４０号砥部町国

民健康保険診療所条例の一部改正については可決されました。  
これで本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。町長あい

さつをお願いします。中村町長。  
○町長（中村剛志） 閉会に当たり一言お礼を申し上げます。議員の皆様に

は上程いたしました議案につきまして慎重にご審議いただき、すべてご議決

を賜りましたことに心からお礼を申し上げます。今年度も余すところ１週間

となりました。職員一同、新年度に向けて気持ちを新たにしているところで

ございますので、どうか議員の皆様のご指導・ご支援をよろしくお願い申し

上げます。最後に、天候不順な日が続いております。お体には十分気をつけ

られまして、お仕事にそして町政発展のためにご活躍されんことをご祈念申

し上げ、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。  
○議長（土居英昭） 以上をもって、平成２２年第３回砥部町議会臨時会を

閉会します。  
 

午後３時１０分 閉会 
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地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ない

ことを証明するためにここに署名する。 

 

砥部町議会議長  土居 英昭 

 

議員  平岡 文男 

 

議員  三谷 喜好 


