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令和２年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会１１月臨時会会議録 

 

午後１時 30分 開議 

 

議事日程 

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. 議長の選挙 

 

第５. 議会運営委員の選任 

 

第６. 議案第 12 号  新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例の一部改正につ

いて 

 

（提案理由説明  理事長） 

 質疑 

 

第７. 討論・表決 
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本日の出席議員（９人） 

 

 １番  辻󠄀  泰久 君            ２番  辻󠄀  靖雄 君 

 ３番  中村 裕一 君            ４番  柴沢 太郎 君 

 ５番  野島  浩 君            ６番  佐藤 一仁 君    

 ７番  井田 義孝 君            ８番  西岡 良則 君 

 ９番  寺西  泉 君             

 

説明のため出席した者 

 

理 事 長        笹島 春人  君   副理事長          大野 久芳  君 

副理事長        笹原 靖直   君   会計管理者        島瀬 佳子  君 

監査委員         八木 正則  君      事務局長         真岩 芳宣  君 

総務課長        越  雄一  君   主幹・庶務係長      本多  裕  君 

課長補佐・認定係長   木本 志津  君   課長補佐・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ係長 徳永 賢二  君 

管理係長        杉田 博道  君      給付係長          久野木 利佳 君 

 

職務のため出席した者 

 

黒部市福祉課長       平野 孝英  君  黒部市企画情報課長  藤田 信幸  君 

入善町保険福祉課課長代理  瀧本 優美子 君  入善町企画財政課参事 竹島 秀浩  君 

朝日町健康課長       岩村 耕二  君   朝日町総務政策課長  谷口 保則  君 
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○副議長（辻󠄀 泰久君）議長が不在により、副議長が議事を進めさせていただきます。 

 本日、11月臨時会が招集されましたところ、ただいまの出席議員は全員であります。定足数に 

達しましたので、これより令和２年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会 11月 

臨時会を開会いたします。 

それでは、本日の議事に入ります。会議規則第 19条の規定により作成しました議事日程は、お 

手元に配布したとおりであります。 

 

「議席の指定」 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）日程第１、議席の指定を行います。 

 お諮りいたします。議席については、会議規則第３条の規定により、副議長において指定いたし 

ます。新議員の議席は、ただいまご着席の議席といたします。 

 

「会議録署名議員の指名」 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）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 89条の規定により、「４番 柴沢 太郎君」、「６番 佐藤 一仁 

君」以上２名を指名いたします。 

 

「会期の決定」 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）日程第３、会期の決定を行います。 

 お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日 11月 30日の１日間とすることに、ご異議ございま 

せんか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）ご異議なしと認め、よって、会期は、「１日間」と決定いたしました。 

 

「議長の選挙」 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）日程第４、議長の選挙を行います。 

 ご報告申し上げます。議会閉会中に、議員の辞職により議長が欠けております。このため、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 180条第２項の規定により、指名

推薦によることに、ご異議ありませんか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦によることに決し
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ました。 

 さらにお諮りいたします。副議長において指名することといたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）ご異議なしと認めます。よって、副議長において指名することに決しまし

た。議長に「西岡 良則君」を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま、副議長において指名いたしました「西岡 良則君」を議長の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）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「西岡 良則

君」が議長に当選されました。「西岡 良則君」が議場におられますので、本席から当選の告知を

いたします。議長より挨拶があります。 

 

○議長（西岡 良則君）ただいま、組合議員の皆様方のご推挙によりまして、議長の要職に就くこ

とになりました。誠に身に余る光栄でありまして、厚く感謝を申し上げます。 

 私にとりましては、組合議長は初めての就任でありまして、介護保険事業、ケーブルテレビ事業、

それぞれが大切な本年度における、組合議長としての重責を痛感しておるところであります。 

 議員各位並びに理事の皆様方のより一層のご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、ご挨

拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○副議長（辻󠄀 泰久君）以上で私の職務が終わりましたので、議長と交代いたします。ご協力あり

がとうございました。 

 

「議会運営委員の選任」 

 

○議長（西岡 良則君）それでは、議事を継続いたします。日程第５、議会運営委員の選任を行い

ます。 

議会閉会中に、欠員となっております議会運営委員の選任については、委員会条例第３条の規定

により、議長において指名いたします。議会運営委員に「寺西 泉君」を指名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（西岡 良則君）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「寺西 泉君」

を議会運営委員会の委員に選任することに決定いたしました。 
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「議会運営委員の選任」 

 

○議長（西岡 良則君）日程第６、「議案第 12号」新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介

護保険条例の一部改正についてを議題といたします。 

 理事長より提案理由の説明を求めます。理事長「笹島 春人君」 

 

（提案理由説明） 

 

○理事長（笹島 春人君）一言ご挨拶を申し上げます。いよいよ明日から 12 月、日増しに寒さが

身に沁みるそしてまた冬の到来を感じさせる季節を迎えております。 

 先般、構成市町の議会において、組織変更が行われたところでありますが、新たに当組合議員と

して西岡朝日町議会議長、寺西朝日町議会議員が選出されました。本年度は、介護保険事業の根幹

となる第８期介護保険事業計画の策定と、長年の懸案事項でありましたケーブルテレビ事業のＦＴ

ＴＨ化整備がスタートする当組合におきましては大変重要な年でございます。このような時に、識

見豊かな議員の皆様をお迎えできたことは、大変心強く思っているところであります。議員各位に

おかれましては、それぞれの立場から活発なご意見を賜るとともに、格別なお力添えを賜りますよ

う改めてお願いを申し上げます。 

 また、今ほどは人格、識見ともに卓越された「西岡 良則」議長が就任されましたことに対し、

心からお祝いを申し上げます。今後とも円滑で、活発な議会運営が図られますようご期待申し上げ

ますとともに、格別のお力添えを賜りますようお願いを申し上げ、簡単ではありますがお祝いのご

挨拶とさせていただきます。 

 それでは、提案理由の説明を述べさせていただきます。 

 本日ここに、令和２年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 11 月臨時会を招集い

たしましたところ、議員各位のご参集を賜り、本組合の重要諸案件をご審議いただきますことに対

し、深く敬意を表するものでございます。 

 また、平素より当組合の運営と発展にご尽力を賜り、重ねて感謝を申し上げます。 

 それでは、議案の説明に先立ちまして、介護保険事業及びケーブルテレビ事業について概要を申

し上げます。 

 まず、介護保険事業についてでありますが、来年度からの向こう３ヵ年の第８期介護保険事業計

画につきましては、第３回目の構成市町の副市長、副町長及び福祉主管課長で構成される介護保険

事業計画推進委員会、保険・医療・福祉・介護の関係団体の代表、被保険者の代表などからなる介

護保険事業計画懇話会を経まして、次期計画の内容や給付費の概要について、各委員をはじめ、構

成市町や関係機関からのご意見を反映させ、現在精査しており、12 月定例会に向けての全員協議

会にて、その概要を説明できるものと考えております。 

 次に、ケーブルテレビ事業について申し上げます。 

 先般、国及び県の交付決定を受け、現在、ＦＴＴＨ化整備にかかる所要の工事費を積算するため

の作業にかかっており、大変限られた時間ではありますが、同じくＦＴＴＨ化整備費の補正予算を

審議いただくべく、その詳細についても、12 月定例会に向けての全員協議会にて、ご説明をさせ

ていただきたいと考えております。 

 それでは、本日提出しております議案についてご説明申し上げます。 
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 議案第 12 号は、介護保険条例の一部改正であり、地方税法の一部改正に伴い、延滞金の割合の

特例に係る用語が改められたことから、所要の改正を行うものであります。 

 施行日が、令和３年１月１日であることから、所要のシステム改修等の準備作業にかかる時間を

要するため、今回上程をさせていただいたものであります。 

 以上、本日提出いたしております案件について、概要をご説明申し上げました。 

 何卒、慎重ご審議の上、適切なる決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（西岡 良則君）それでは、これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

[「なし」の声あり] 

 

○議長（西岡 良則君）質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 

討論・表決「議案第 12号」 

 

○議長（西岡 良則君）次に、日程第７、「議案第 12号」新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業

組合介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。 

 はじめに討論を行います。討論はございませんか。 

 

[「なし」の声あり] 

 

○議長（西岡 良則君）討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決を行います。議題の内、「議案第 12号」新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組

合介護保険条例の一部改正について、起立により採決いたします。本件について、原案のとおり決

することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

 

（起立全員）起立全員であります。よって、「議案第 12号」新川地域介護保険・ケーブルテレ

ビ事業組合介護保険条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 

 

 以上で、本臨時会に付議された案件は、全て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和２年第３回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会 11月臨時

会を閉会いたします。最後に、理事長からご挨拶があります。 

 

○理事長（笹島 春人君）11月臨時会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 当組合から提案をいたしました議案につきまして、慎重ご審議を賜り、滞りなく議了いただきま

したことに心から感謝を申し上げる次第であります。 

今回、大きな内容ではなかったわけでありますけれども、皆様方には全員による賛同をいただき

ました。改めて感謝を申し上げる次第であります。 

 これから、各構成市町におかれましては、11月臨時会の開催や 12月定例会に向けて、大変気忙
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しい時期での急な開催ということになりました。議員の皆様方におかれましては、大変お疲れ様で

ございました。 

 次の定例会までわずか１ヶ月余りということでございますが、皆様方には、くれぐれも健康にご

留意いただき、良い年をお迎えいただきますように心からご祈念を申し上げ、閉会にあたっての挨

拶とさせていただきます。本日は、大変お疲れ様でございました。 

 

○議長（西岡 良則君）皆様、お疲れ様でした。 

 

 

午後１時 45分 閉会 

 

以上の会議の次第を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

   令和２年11月30日 

 

        新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会議長 

 

 

                  署名議員 

 

 

                 署名議員 


