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令和４年６月 伊那中央行政組合議会臨時会会議録  

 

 

１ 招 集  令和４年６月 20 日 告示 

 

２ 開 会  令和４年６月 27 日 午後３時 30 分 

 

３ 会議場    伊那市議場 

 

４ 出席議員の氏名（議員 15 名） 

１番 荻原 省三 ２番 池上 謙 ３番 伊藤のり子 ４番 小池  隆 

５番 篠塚みどり ６番 髙橋 明星 ７番 小林眞由美 ８番 寺平 秀行 

９番 原  一馬 10 番 山﨑 文直 11 番  宮原 英幸 12 番 唐澤 千明 

13 番 柳川 広美 14 番 百瀬 輝和 15 番  小出嶋文雄  

 

５ 説明のために出席した者の氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合長 白鳥  孝  

副組合長 白鳥 政徳 

副組合長 藤城 栄文 

助役 林  俊宏 

会計管理者 河上 千鶴子 

監査委員 北原 藤重 

院長 本郷 一博 

薬剤部長 六波羅 孝 

診療技術部長 廣瀬 佳子 

看護部長 小池 松美 

事務局長 宮原 文彰 

総務課長 中島 住敏 

経営企画課長 金子 勝勇 

施設管理課長 福與 智寿 

診療情報管理室長 松澤  健 

地域医療連携室長 中山 ゆかり 

衛生センター所長 廣瀬 一男 
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６ 職務のため出席した事務局職員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 職務のため出席した組織市町村職員  

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 議事日程 

 

日程第 １ 仮議席の指定について  

日程第 ２ 議長の選挙について 

日程第 ３ 議席の指定について 

日程第 ４ 会議録署名議員の指名について  

日程第 ５ 会期の決定について 

日程第 ６ 議案第１号 公平委員会委員の選任について  

日程第 ７ 議案第２号 伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例  

日程第 ８ 議案第３号 令和４年度伊那中央行政組合一般会計第１回補正予算  

             について 

 

９ 閉  会    令和４年６月 27 日 午後４時３分 

 

  

 

 

 

行政組合事務局長 

伊那中央病院事務部長 
宮原 文彰  

庶務課長 伊藤 美千代 

庶務係長 

衛生センター所長補佐 

      兼管理係長 

経営企画課長補佐 

兼経理係長 

経営企画課企画係長 

西堀 英幸 

守谷 太志 

 

原  隆行 

 

下平 朋彦 

伊那市  市民生活部長 城倉   良 

保健福祉部長 松澤 浩一 

箕輪町  住民環境課長 川合  昭 

健康推進課長 柴宮まゆみ 

南箕輪村 住民環境課長 

     健康福祉課長 

清水 恵子 

伊藤千登世 
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議事の経過 

 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

 ご起立願います。礼。ご着席願います。 

 

【副議長あいさつ】 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 それぞれ市町村議会が終了し、皆様お忙しいところお集まりいただき、ありがとう

ございます。 

本日の会議は、本議会の議長でありました前田久子議員が伊那市議会議員の改選に

伴い、議長の職を失っており、現在、議長が欠員となっておりますので、地方自治法

第 106 条の規定によりまして、議長が決まるまでの間、副議長の小出嶋文雄が議長の

職務を行いますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。  

 

【新議員自己紹介】 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

それでは引き続きまして、今回、伊那市で議会議員の改選が行われ、本議会の議員

に新たに就任、または再任されました方々をお 1 人ずつ指名し、ご紹介申し上げます

ので、自席で自己紹介をお願いいたします。  

 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 池上 謙議員。 

○２番議員（池上 謙 君） 

 池上 謙です。よろしくお願いいたします。  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

伊藤 のり子議員。 

○３番議員（伊藤 のり子 君） 

 伊藤 のり子です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

小池 隆議員。 

○４番議員（小池 隆 君） 

 はい。小池 隆です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

篠塚 みどり議員。 

○５番議員（篠塚 みどり 君）  

 はい。篠塚 みどりです。よろしくお願いいたします。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

髙橋 明星議員。 

○６番議員（髙橋 明星 君） 
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 はい。髙橋 明星です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

小林 眞由美議員。 

○７番議員（小林 眞由美 君） 

 はい。小林 眞由美でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

原 一馬議員。 

○９番議員（原 一馬 君） 

 はい。原 一馬です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

宮原 英幸議員。 

○11 番議員（宮原 英幸 君） 

 はい。宮原 英幸です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

唐澤 千明議員。 

○12 番議員（唐澤 千明 君） 

 はい。唐澤 千明です。よろしくお願いします。  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

柳川 広美議員。 

○13 番議員（柳川 広美 君） 

 はい。柳川 広美です。よろしくお願いします。  

 

 

【組合長あいさつ】 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

ここで４月の伊那市長選挙におきまして、白鳥孝さんが再選され、本組合規約第 7

条第 2 項の規定による組織市町村長の互選により、５月 16 日付けで、本組合の組合長

に就任されましたので、ご紹介を申し上げるとともに、就任のご挨拶をいただきたい

と思います。 

組合長白鳥孝さん、演壇にてお願いいたします。  

 

○組合長（白鳥 孝 君） 

 伊那中央行政組合、組合長として４期目を務めることになりました白鳥でございま

す。 

当組合の伊那中央病院と伊那中央衛生センターの事業につきましては、日頃からご

理解、ご協力をいただきまして感謝申し上げる次第であります。  

伊那中央病院では３次救急を担う地域の中核病院としての役割を果たしながら、引

き続いて新型コロナウイルス感染症の対応、また伊那中央衛生センターにつきまして

は、施設の整備を控えまして、課題は山積しているところでありますが、事業の運営
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につきましては、各関係者の協力の中、健全な運営に努めて参りたいと存じます。 

今回は多くの議員の改選によりまして、新たな体制となりますが、議員各位におか

れましても、伊那中央行政組合の事業運営にご理解とご協力を賜りたいと存じます。  

副組合長の箕輪町長、南箕輪村長と手を合わせて３市町村の発展、広域の発展を目

指し、職務を全うして参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

【異動職員自己紹介】  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

引き続きまして本日の議会は、今年度最初の議会になりますので、４月１日付けで

人事異動のあった職員の自己紹介を行います。  

該当の職員は順次、それぞれの席で自己紹介をお願いいたします。  

○会計管理者（河上 千鶴子 君） 

 会計管理者の河上千鶴子です。よろしくお願いいたします。  

○伊那中央病院施設管理課長（福與 智寿 君） 

 伊那中央病院施設管理課長の福與智寿です。よろしくお願いします。 

○伊那中央病院医事課長（有賀 博 君） 

 伊那中央病院医事課長の有賀博と申します。よろしくお願いいたします。 

○伊那中央病院診療情報管理室長（松澤 健 君） 

 伊那中央病院診療情報管理室長の松澤健と申します。よろしくお願いいたします。 

 

 

【議会の成立宣言】 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

本日、議員の全員が出席されておりますので議会は成立いたしました。  

 

【開会宣言】 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

これより令和４年６月伊那中央行政組合議会臨時会を開会いたします。  

これより、本日の会議を開きます。  

 

【議事日程】 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 本日の議事日程は、お配りしてあります議事日程表によって議事を進めてまいりま

す。ご異議ございませんか。  

（異議なしの声） 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 ご異議なしと認めます。  
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【仮議席の指定について】  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

日程第１「仮議席の指定について」を議題といたします。今回、伊那市で議会議員 

の改選が行われ、10 名が本組合議会議員に就任されました。  

ただいま申し上げました 10 名の議席を含め、全議席につきまして、あらかじめご

着席願っている議席を仮議席に指定いたします。  

 

【議長の選挙について】  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 日程第２、これより議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法は、規定によりますと、投票による方法と指名推選による方法とがあり

ますが、いかがいたしますか、ご意見をお伺いしたいと思います。  

○14 番議員（百瀬 輝和 君） 

 はい。 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 百瀬議員。 

○14 番議員（百瀬 輝和 君） 

 はい、14 番百瀬です。副議長による指名推薦がよろしいかと思います。  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 お諮りいたします。ただ今指名推選というご意見がございましたので、選挙の方法

につきましては、地方自治法第 118 条第２項の規定により指名推選により行いたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。  

 （異議なしの声） 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。お

諮りいたします。指名の方法につきましては、副議長において指名することにいたし

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） 

○副議長（小出嶋 文雄 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と決しました。  

議長に唐澤千明議員を指名いたします。  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

お諮りいたします。 

ただ今指名いたしました唐澤千明議員を議長の当選人と定めることにご異議ござ

いませんか。 

（異議なしの声） 

○副議長（小出嶋 文雄 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唐澤千明議員が議長に当
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選されました。 

議長に当選されました唐澤千明議員が議場におられますので、本席から告知いたし

ます。当選の承諾をいただき、就任のごあいさつをお願いいたします。  

唐澤議長、演壇までお願いいたします。  

 

【議長就任あいさつ】 

○議長（唐澤 千明 君） 

 ただ今は、副議長の指名推選により議長という大役を仰せつかりました唐澤千明で

ございます。 

伊那中央行政組合議会の議長として、理事者の皆さんを初めとして、職員の方々、

またいらっしゃる議員の皆様方のご支援、ご鞭撻賜ってですね、最後まで任務を全う

したいと思います。よろしくお願いいたします。  

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

皆様のご協力によりまして、新議長が決まりました。ありがとうございました。  

それでは唐澤議長、議長席にお着きいただきたいと思います。  

 

【議席の指定について】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第３「議席の指定について」を議題といたします。 

全議席につきまして、あらかじめご着席願っている議席を本議席に指定いたします。 

  

【会議録署名議員の指名について】  

○議長（唐澤 千明 君） 

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、１番荻原省三議員、２番池上謙議員を指名いたします。 

 

【会期の決定について】 

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第５「会期の決定について」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、これにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

○議長（唐澤 千明 君） 

ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日間と決定いたしました。  

 

【組合長あいさつ】 

○議長（唐澤 千明 君） 

ここで組合長からごあいさつをお願いいたします。白鳥組合長。  
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○組合長（白鳥 孝 君） 

令和４年６月、中央行政組合議会臨時会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

議員各位におかれましては、各市町村議会の定例会が閉会し、大変お疲れのところ、

また何かとご多忙の中、伊那中央行政組合６月議会臨時会にご出席を賜りましてあり

がとうございました。 

また今年度は、伊那市議会におきまして、本組合議会の議員が改選となり、新たな

議会構成でスタートいたしました。伊那中央行政組合の円滑な事業運営にご理解、ご

協力を賜りたいと存じます。  

さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、６月に入り、屋内外でのマスク

の着用の目安が示され、熱中症の対策を含めマスクを外して活動する場面も増えるか

と思います。 

新型コロナウイルス感染症が発生してから２年が経ち、生活がコロナ禍以前に少し

ずつ戻っていることを実感するところであります。  

今後は人また物の流動の活性化に伴いまして、経済状況の回復を期待するところで

ありますが、感染拡大に繋がらないように、引き続いて感染防止対策を続けていく必

要があると存じます。 

今までの経験を活かしながら工夫を行い、感染予防と活動のバランスを保っていく

ことで、より負担の少ない生活に繋がると感じております。  

現在の上伊那の状況ですが、重症化する患者もあまりなく対応ができているという

状況であります。 

なお、未だ面会等の制限につきましては、ご協力をいただいているところでござい

ますが、引き続き感染防止対策を継続しつつ、地域の医療の確保、安心安全な医療の

提供に努めて参りたいと思いますので、より一層のご支援とご協力をお願い申し上げ

ます。 

それでは伊那中央行政組合の各事業につきまして、その進捗状況についてご報告を

させていただきます。 

最初に伊那中央病院の経営状況でありますが、令和３年度の決算収支は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が依然残るものの、回復傾向に転じまして、入院収益および

外来収益ともに増加をいたしました。  

また、空床補償などを国県補助金が確保できたことによって、収益全体では前年比

7.8%の伸びとなっております。  

この後の議会全員協議会で決算見込みについて概要を説明させていただきますが、

ご理解いただきますようにお願いを申し上げます。  

続いて病院の運営状況でございますが、新型コロナウイルス感染症の発生前には及

びませんが、令和２年度と比べますと、入院、外来とも患者数は増加傾向であります。  

資本的収支につきましては、令和３年度も、老朽化の進む建物付帯設備や MRI 装

置などについて計画的な更新を進めるとともに、施設の充実のための手術室の増築に

つきまして、令和６年度の完成に向け、検討を重ねているところであります。  
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次に伊那中央衛生センターでございますが、今年度は改築の具体的な事業に着手を

いたします。 

旧サンライフ伊那の土地を令和４年３月 31 日に伊那中央行政組合で取得し、年内

を目途に解体工事を終了させる予定であります。  

また、整備する事業者を選定する作業に着手をし、今年度内には事業者を決定し契

約する予定で進めております。  

事業を進める過程におきましては、地元の皆様に丁寧に説明をし、ご理解を得た上

で事業を進めてまいる所存であります。  

現在の施設につきましては、今後４年程使用する必要がありまして、投入量の減少

に対応しながら経費の節減に努め、安全かつ安定的な運営に努めてまいりますので、

ご理解とご協力をお願いを申し上げます。  

さて、本日は人事案件が１件、条例案件が１件、補正予算が１件の計３件の議案を

提案させていただきます。  

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げ、開会にあたりましての挨拶とさせ

ていただきます。 

 

 

【議案第１号の上程】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第６、議案第 1 号公平委員会委員の選任についてを議題といたします。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 事務局をして件名のみ朗読いたさせます。伊藤課長。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

はい。議案書３ページをお願いいたします。  

議案第１号「公平委員会委員の選任について」令和４年６月 27 日提出、伊那中央

行政組合長白鳥孝。以上でございます。  

○議長（唐澤 千明 君） 

理事者から提案理由の説明を求めます。白鳥組合長。  

○組合長（白鳥 孝 君） 

議案第 1 号「公平委員会委員の選任について」をご説明いたしますので、議案書の

３ページをお願いいたします。 

 提案理由にございますように、伊藤俊規委員が、令和４年６月 26 日付で任期満了に

なったことに伴いまして、伊那中央行政組合公平委員会委員を選任するため、地方公

務員法第９条の２第２項の規定によりまして、議会の同意をお願いするものでありま

す。 

氏名は伊藤俊規さん。生年月日は昭和 23 年５月 15 日の 74 歳でございます。住所

は伊那市高遠町藤沢 6006 番地で再任でございます。任期は令和８年６月 26 日までの

４年間となります。 

４ページに伊藤さんの略歴がございますのでご覧をいただきたいと思います。 
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伊藤さんの職歴でございますが、昭和 42 年から高道町職員として勤務をされ、平成

12 年 12 月に高遠町の助役、伊那市の合併後の平成 20 年５月から 26 年５月まで、高

遠町地域自治区長を務められました。公職歴では平成 30 年５月から伊那市の公平委員

会委員を務められておりまして、先般５月に再任をされ現在２期目でございます。 

伊藤さんは豊富な知識と見識をお持ちであり、また、人格も高潔で公平委員会委員

として適任でございますので、議会の同意を賜りますようお願いを申し上げます。  

 

【議案に対する質疑】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもって質疑を終結します。 

 

【表決の宣告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

これより議案第１号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。  

（起立全員） 

○議長（唐澤 千明 君） 

 起立全員であります。よって議案第１号は原案のとおり同意されました。  

 

 

【議案第２号の上程】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第７、議案第２号「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」を議題とい

たします。 

○議長（唐澤 千明 君） 

 事務局をして件名のみ朗読いたさせます。伊藤課長。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

はい。それでは議案書５ページをお願いいたします。  

議案第２号「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」令和４年６月 27 日提

出、伊那中央行政組合長白鳥孝。以上でございます。  

○議長（唐澤 千明 君） 

理事者から提案理由の説明を求めます。宮原事務局長。 

○事務局長（宮原 文彰 君） 

 議案第２号「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」についてご説明いたし

ますので、議案書の５ページをお願いいたします。  

提案理由につきましては、おめくりいただき、６ページになりますが、美容外科の

新規施術を実施するための料金設定および令和４年４月１日からの診療報酬改定によ
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る保険外併用療養費の金額の変更に伴い、所要の改正を行うため提案するものであり

ます。 

それでは、改正内容をご説明いたしますので、関係資料の３ページをご覧ください。 

「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」の新旧対照表でございます。  

まず、美容外科診察料につきまして、フェイスリフトの部位の追加による料金の設

定で、あごの次に前額（眉毛）一件 40 万円を加えるもの、注射関連につきましては、

使用する薬剤および新しい手技の追加の料金設定をするもので、ヒアルロン酸注射ジ

ュビダームボルベラの次にヒアルロン酸注射ジュビダームボライト 1 件 35,000 円を 

ヒアルノニダーゼ１アンプルの次に水光注射(手技料除く薬剤費)1 件 20,000 円を加え

るもの。 

また、フェイシャル&ボディースキントリートメントについては、新しく施術の種

類を追加するもので、ボディ足部の次に、毛穴 エクストラクション基本手技 1 件 5,000

円を加えるものであります。  

おめくりをいただき４ページをお願いいたします。  

保険外併用療養費につきましては、本年４月の診療報酬改定に合わせ、保険医療機

関及び保険医療養担当規則が改正され、200 床以上の地域医療支援病院の初診時、再

診時に徴する金額の増額が定められたことから、初診時選定療養費、1 回 5,000 円を 1

回 7,000 円に、再診時選定療養費 1 回 2,500 円を 1 回 3,000 円に改めるものでありま

す。 

議案書の６ページにお戻りください。  

なお、附則でございますが、この条例は、７月１日より施行するとするものですが

保険外併用療養費の改正規定につきましては、療養担当規則の改定は４月からとなっ

ておりますが、公立病院については、令和４年９月 30 日までの経過措置があることか

ら施行を令和４年 10 月 1 日からとするものであります。  

説明は以上となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。  

 

【議案に対する質疑】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 以上をもって質疑を終結します。  

 

【議案に対する討論】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより討論に入ります。ご意見ございませんか。  

○議長（小出嶋 文雄 君） 

以上をもって討論を終結いたします。 
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【表決の宣告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより議案第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賛成の議員の起立を求めます。  

（起立全員） 

○議長（唐澤 千明 君）  

 起立全員であります。よって議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

【議案第３号の上程】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第８、議案第３号「令和４年度伊那中央行政組合一般会計第 1 回補正予算につ

いて」を議題といたします。 

○議長（唐澤 千明 君） 

 事務局をして件名のみ朗読いたさせます。伊藤課長。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

 はい。議案書７ページをご覧ください。 

議案第３号「令和４年度伊那中央行政組合一般会計第 1 回補正予算について」令和

４年６月 27 日提出、伊那中央行政組合長白鳥孝。以上でございます。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 理事者から提案理由の説明を求めます。宮原事務局長。  

○事務局長（宮原 文彰 君） 

議案第３号「令和４年度伊那中央行政組合一般会計第 1 回補正予算について」をご

説明いたしますので、令和４年度伊那中央行政組合補正予算書の７ページをお願いい

たします。 

今回の補正は、年度途中において自己都合により職員が退職することに伴い、退職

手当を支給するための補正予算となってございます。  

第 1 条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,271 万 1 千円を

増額し、歳入歳出予算の総額を 20 億 6,192 万 8 千円としたいというものであります。 

おめくりをいただき、８ページをご覧ください。  

歳入では、８款繰入金につきまして 1,271 万 1 千円を増額する補正であります。  

歳出では、４款し尿処理費を、同じく 1,271 万 1 千円を増額する補正でありまして、

歳入歳出それぞれ 1,271 万 1 千円の増額補正としてございます。 

それでは、右側９ページより事項別明細書となりまして、詳細につきましてご説明

をいたします。10 ページ、11 ページの歳入をおめくりをいただき、12 ページ、13 ペ

ージの歳出につきましては、先ほどご説明いたしました内容と同様になりますので、

ご覧をいただき、14 ページをお願いいたします。  

歳入８款繰入金では１節職員退職手当基金繰入金を 1,271 万 1 千円の増額をさせて

いただくものでございます。  
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おめくりをいただき 16、17 ページをお願いいたします。  

歳出の４款し尿処理費の１目一般管理費、３節職員手当等は職員退職手当として

1,271 万 1 千円の増額をしてございます。  

説明は以上となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。  

 

【議案に対する質疑】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 はい 13 番、柳川広美議員。 

〇13 番（柳川 広美 君） 

 はい。 13 番、柳川広美です。何名の方が退職されるのかというのと、職員の補充

はいつごろ行うのでしょうか。 

○議長（唐澤 千明 君） 

 宮原事務局長。 

○事務局長（宮原 文彰 君） 

 はい。退職する職員は１名でございます。補充につきましては、年度途中というこ

とで急遽ということもありますが、来年採用するという予定で進めておりますのでご

承知おきください。以上です。  

○議長（唐澤 千明 君） 

他にございますか。以上をもって質疑を終結いたします。 

 

【議案に対する討論】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより討論に入ります。ご意見ございませんか。  

○議長（小出嶋 文雄 君） 

以上をもって討論を終結いたします。 

 

【表決の宣告】 

○副議長（小出嶋 文雄 君） 

 これより議案第３号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  

（起立全員） 

○議長（唐澤 千明 君） 

 起立全員であります。よって議案第３号は原案のとおり可決されました。  

 

 

 

 



 

 - 14 - 

【繰越計算書の報告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

 ここで組合長から伊那中央病院事業会計建設改良費の予算および継続費の繰越計算

書を配付してありますので、ご覧いただきたいと思います。  

 

【議事日程の終了宣言】  

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。これをもちまして令和４年６

月伊那中央行政組合議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

 ご起立願います。礼。お疲れ様でした。  
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