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午前10時00分開会
○議長（井上 太一君）
おはようございます。ただいままでの出席議員は１９名で定足数に達しております。こ
れより平成２３回第１回中間市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。
なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。
────────────・────・────────────
日程第１．会期の決定
○議長（井上 太一君）
これより日程第１、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これ
にご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
ご異議なしと認めます。よって、今期臨時会の会期は１日間と決しました。
────────────・────・────────────
日程第２．第１号議案
○議長（井上 太一君）
次に、日程第２、第１号議案平成２２年度中間市一般会計補正予算（第４号）を議題と
いたします。提案理由の説明を求めます。松下市長。
○市長（松下 俊男君）
第１号議案平成２２年度中間市一般会計補正予算（第４号）について、提案理由を申し
上げます。
今回の補正予算は、子宮頸がん予防ワクチンの接種の助成に係るものでございます。
子宮頸がんは、唯一ワクチンを接種することで予防することができる「がん」であると
いうことは、議員の皆様も既にご承知のことと存じます。しかしながら、子宮頸がん予防
ワクチンは、通常３回の接種が必要であり、また接種に要する費用は１回当たり約１万
６,０００円で、３回接種いたしますと約５万円と高額となるため、なかなか接種が進ん
でいない状況でございます。
このような中、本市におきましては、平成２３年度の当初予算にて、この予防接種の助
成のための予算を計上する予定といたしておりますが、昨年末、国におきまして、子宮頸
がん等ワクチン接種緊急促進事業のための補正予算が成立し、今年度の事業に対して、子
宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金が交付されることとなりましたので、こ
の交付金を活用し、ワクチンの接種を実施いたしたく、予算の計上を行うものでございま
す。
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なお、今回の予防接種の対象者は、来年度以降に予防接種をした場合、公費助成の対象
外となってしまう現在高校１年生相当の方を想定いたしておりまして、今年度中に１回目
の予防接種を行っておけば、残り２回の接種が来年度以降となりましても、公費助成の対
象とすることができます。このことから、一刻も早く、一人でも多くの方に予防接種の機
会を持っていただきたく、今回、補正予算として計上した次第でございます。
補正予算の内容について申し上げますと、歳出といたしましては、予防費のうち委託料
を２８０万円増額をし、母子保健事業委託料を１４０万円減額いたしております。また、
歳入といたしましては、保健衛生費補助金を１４０万円増額いたしております。
以上によりまして、歳入歳出それぞれ１４０万円増額し、予算の総額を歳入歳出それぞ
れ１６３億８,９５０万円とするものでございます。ご審議のほどよろしくお願いを申し
上げます。
○議長（井上 太一君）
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
質疑なしと認めます。
ただいま議題となっております第１号議案は、会議規則第３７条第１項の規定により、
所管の保健福祉委員会に付託いたします。
この際、議事の都合により暫時休憩いたします。
なお、保健福祉委員会終了後に再開する予定であります。
保健福祉委員会の皆さんに申し上げます。直ちに保健福祉委員会を開催いたします。第
２委員会室に集合してください。
午前10時04分休憩
………………………………………………………………………………
午前10時20分再開
○議長（井上 太一君）
それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、次の日程に入ります前に、ただいまの休憩中に開催の保健福祉委員会で協議さ
れました第１号議案を議題とし、保健福祉委員長の報告を求めます。井上久雄保健福祉委
員長。
○保健福祉委員長（井上 久雄君）
ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１号議案につきまして、審査を
行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。
今回の補正予算は、子宮頸がん予防ワクチンの接種の助成にかかわるものです。本市で
は、平成２３年度の当初予算に予算計上される予定でしたが、昨年末に国の子宮頸がん等
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ワクチン接種緊急促進事業のための補正予算が成立いたしまして、今年度の事業に対しま
して、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進特例交付金が交付されることとなりましたので、
この交付金を活用し、ワクチンの接種を実施するものとなっています。
なお、今回の予防接種の対象者は、来年度以降に予防接種をした場合、公費助成の対象
外となってしまう現在高校１年生相当の方で、今年度中に１回目の予防接種を行っておけ
ば、残り２回の接種が来年度以降となっても公費助成の対象とすることができるものであ
ります。
補正予算の内容については、歳出では、予防費の子宮頸がん等ワクチン予防接種委託料
が２８０万円増額され、母子保健事業委託料が１４０万円減額されております。また、歳
入では、保健衛生費補助金が１４０万円増額されております。
以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。
最後に、採決いたしました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であ
ります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。
○議長（井上 太一君）
これより質疑に入ります。只今の委員長の報告に対し、質疑はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
討論なしと認めます。
これより第１号議案平成２２年度中間市一般会計補正予算（第４号）を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに
ご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
ご異議なしと認めます。よって、第１号議案は委員長の報告のとおり可決することに決
しました。
────────────・────・────────────
日程第３．第２号議案
○議長（井上 太一君）
次に、日程３、第２号議案平成２２年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第
２号）を議題といたします。提案理由の説明を求めます。松下市長。
○市長（松下 俊男君）
- 5 -

第２号議案平成２２年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、
提案理由を申し上げます。
今回の補正予算の概要についてでございますが、先の１２月議会におきまして議決をい
ただきました本会計補正予算第１号は、後期高齢者医療広域連合への納付金１,１００万
円を予算措置するための補正でございましたが、当該予算を計上する際に、端数処理を一
般会計からの繰入金により行っておりました。しかしながら、端数処理の予算計上科目が
不適切な処理であり、後期高齢者医療特別会計の中で処理をすべきことが判明いたしまし
たことから、その是正のための措置を今回、補正予算として計上するものでございます。
今回の不適切な予算措置につきまして、おわびを申し上げます。
具体的に申し上げますと、歳出につきまして、一般管理費の旅費を２,０００円減額を
し、後期高齢者広域連合納付金を２,０００円増額いたしております。また、歳入につき
ましては、一般会計繰入金を２,０００円減額をし、後期高齢者医療保険料を２,０００円
増額をいたしております。
以上によりまして、予算総額は変更なく、７億３,７０１万円といたしております。ご
審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長（井上 太一君）
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております第２号議案は、委員会の付託を省略
したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
討論なしと認めます。
これより第２号議案平成２２年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を
採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（井上 太一君）
ご異議なしと認めます。よって、第２号議案は原案のとおり可決することに決しました。
────────────・────・────────────
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日程第４．会議録署名議員の指名
○議長（井上 太一君）
これより日程第４、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は会議規則第７６条の規定により、議長において宮下寛君及び山
本慎悟君を指名いたします。
────────────・────・────────────
○議長（井上 太一君）
以上をもちまして、今期臨時会に付議された案件はすべて議了いたしました。よって、
平成２３年第１回中間市議会臨時会はこれにて閉会いたします。
午前10時27分閉会
──────────────────────────────
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