様式第４ 号（ 第 １ ５条 関 係）

会
１

議

録

附属機関等 の会議 の名称
平成２９年 第２ 回美里 町国民 健康保 険運 営協議 会

２

開催日時

平成２９年 ６月１ 日（ 木）午 後３時 から午 後３ 時２７ 分まで

３

開催場所

美里町役場 本庁舎 ３階 会議室

４

会議に出席 した者
（１）委員
木村宏委員、 大森俊 雄委員 、玉 手英一 委員、 木村和 男委 員、櫻 井道子 委員
髙橋清子委員
（２）事務局
町民生活課 長後 藤康博 、町民 生活課 長補 佐相澤 環、町 民生活 課主 査 堀田修一
税務課長及 川一 、税務 課長補 佐梯谷 巧志 、
（３）その他
なし

５

議題及び会 議の公 開・非 公開の 別
（１）議題

平成２９年度 美里町 国民 健康保 険税の あん分 率に ついて
平成２９年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

（２）会議の 公開・ 非公開 の別
６

公開

非公開の理 由
該当なし

７

傍聴人の人 数
０人

８

会議資料
・資料１

国保世帯数及び 被保険 者数 、療養 給付費 の推移 、決 算見込 等につ いて

・平成２９年 度美里 町国民 健康保 険税 試算結 果等に ついて

・美里町国民 健康保 険特別 会計補 正予 算につ いて
・資料２
９

国民健康保 険自己 負担限 度額 （月額 ）につ いて

会議の概要
（１）議題の 審議結 果又は 今後の 対応
平成 ２９ 年度 美里 町国 民健 康保 険 税の あん 分率 及び 、平 成２ ９年 度美 里町 国
民健 康保 険特 別会 計補 正 予算 （第 １号 ）に つい て 審議 、原 案の とお り承 認、
町長へ答申 。
（２）詳細な 意見（ 発言者 氏名及 び発 言内容 の記録 （全文 筆記 又は要 点筆記 ））
【

会議の概要

】

午後３時開会 。副町 長挨拶 。議長 を会 長の木 村宏委 員が行 う。
会議録署名 委員 は、玉 手英一 委員、 木村 和男委 員。町 長より 諮問 を受け た。
事務局か ら議 題（１）平成２ ９年度 美里 町国民 健康保 険税の あん 分率と、議題（ ２）
平成２ ９年 度美 里町 国民 健康保 険特 別会 計補 正予 算（ 第１ 号）の 審議 を行 い、 承認
を受けた。
○ 木村 会長 ： ただ いま 町長 より 諮問 を受 けま した 、平 成２ ９年 度美 里町 国民 健康 保
険税のあん 分率 につい て、審 議に入 りま す。事 務局よ り説明 願い ます。
○梯谷課長補佐：（資料 の訂正 を行い 、説 明）
○ 木村 会長 ： ただ いま 説明 のあ りま した 、平 成２ ９年 度美 里町 国民 健康 保険 税の あ
ん分率につ いて 、質問 ござい ません か。
（意見、質 問な し）
○木 村会 長： 意見 、 質問 がな いよ うで すの で、 平成 ２９ 年度 美里 町国 民健 康保 険税
のあん分率 につ いて、 承認し てよろ しい でしょ うか。
○委員一同：はい。
○ 木村 会長 ： 平成 ２９ 年度 美里 町国 民健 康保 険税 のあ ん分 率に つい て、 原案 のと お
り承 認す るこ とに 決し まし た。 次に 、 平成 ２９ 年度 美里 町国 民健 康保 険特 別 会計補
正予算（第 １号 ）につ いて、 審議に 入り ます。 事務局 より説 明願 います 。
○相澤補佐：（資料に 基づ き説明 ）
○ 木村 会長 ： ただ いま 説明 のあ りま した 、平 成２ ９年 度美 里町 国民 健康 保険 特別 会
計補正予算 （第 １号） につい て、質 問ご ざいま せんか 。
（意見、質 問な し）
○木 村会 長： 意見 、 質問 がな いよ うで すの で、 平成 ２９ 年度 美里 町国 民健 康保 険特
別会計補正 予算 （第１ 号）に ついて 、承 認して よろし いでし ょう か。
○委員一同：はい。
○木 村会 長： 平成 ２ ９年 度美 里町 国民 健康 保険 特別 会計 補正 予算 （第 １号 ）に つい
て、原案の とお り承認 するこ とに決 しま した。

○木村会長：諮問い ただき ました 案件 につい て、原 案どお り答 申いた します 。
○木村会長：これをもち まして 会議 を終了 いたし ます。

