
 
令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ６ 日 
東京都後期高齢者医療広域連合  

 
令和３年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会の開催について 

 
令和３年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会を下記のとおり開催します。 
この臨時会においては、正副議長の選挙等のほか、「東京都後期高齢者医療広域連合副広域連 
合長の選任の同意」等について審議する予定です。 

記 
１ 日 時 
令和３年７月３０日（金） 午後２時開会（予定） 

 
２ 場 所 
東京区政会館２０階 
東京都千代田区飯田橋３－５－１ （電話）０３―３２２２－４４７４ 

 
３ 主な議事日程 
（１）東京都後期高齢者医療広域連合議会議長の選挙 

（２）東京都後期高齢者医療広域連合議会副議長の選挙 

（３）東京都後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意について 

（４）東京都後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意について 

（５）東京都後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意について 

（６）地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分した東京都後期高齢者医療広域連 

合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について 

（７）東京都後期高齢者医療広域連合選挙管理委員の選挙 

（８）東京都後期高齢者医療広域連合選挙管理委員補充員の選挙 

 
４ 配布資料 
（１）令和３年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会議案一覧 
（２）令和３年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会提出予定案件概要 
 
５ 会議の傍聴 
東京都後期高齢者医療広域連合議会の会議は、だれでも傍聴することができます。 
受付開始は当日午後１時からです。ただし、傍聴席には限りがあるため（一般１５席、記者１

０席）、午後１時３０分の時点で希望者が席数を超える場合には、抽選とさせていただきます。 
 
６ 問い合わせ先 
総務部総務課長 西谷 （電話）０３－３２２２－４４７２ 

報 道 資 料 



東京区政会館　アクセス案内

〒１０２－００７２　東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号

駅名 路線名 所要時間出口

Ａ２出口

駅名

東口

徒歩 約２分

徒歩 約５分

飯田橋駅

東京メトロ　東西線

東京メトロ　有楽町線

東京メトロ　南北線

都営地下鉄　大江戸線

ＪＲ　中央・総武線

路線名 所要時間

すぐ

出口

Ａ５出口

大神宮会館

東京大神宮

大和ハウス

東京ビル

日中友好会館

後楽園国際ビル

小石川後楽園

小石川運動場

トヨタ

自動車
下水道局

ポンプ場

東京区政会館

飯田橋

合同庁舎

外堀通り
南北線

日本歯科大学

附属病院

首都高速５号池袋線

飯田橋

飯田橋駅東口

東西線

A-5出口

飯田橋３

飯田橋２

小石川運動場前

小石川後楽園入口

小石川橋

セントラル

プラザ

東京都

飯田橋職安前

N ⊗

有楽町線・南北線

大江戸線 A-2出口

JR東口

ホテル

メトロポリタン

エドモント

東京しごと

センター

アイガーデン

テラス

ガーデン

エア タワー

警視庁

飯田橋庁舎



令和3年7月2日

番号 氏名 ふりがな 所属 備考

1 池田　とものり いけだ　とものり 千代田区

2 木村　克一 きむら　かついち 中央区

3 鵜飼　雅彦 うかい　まさひこ 港区

4 田中　としかね たなか　としかね 文京区

5 水島　道徳 みずしま　みちのり 台東区

6 木内　清 きうち　きよし 墨田区

7 榎本　雄一 えのもと　ゆういち 江東区

8 石田　秀男 いしだ　ひでお 品川区

9 田島　けんじ たじま　けんじ 目黒区

10 湯本　良太郎 ゆもと　りょうたろう 大田区

11 斎藤　竜一 さいとう　りゅういち 渋谷区

12 大熊　昌巳 おおくま　まさみ 杉並区

13 磯　一昭 いそ　かずあき 豊島区

14 菅谷　元昭 すがや　もとあき 荒川区

15 かしわざき　強 かしわざき　つよし 練馬区

16 古性　重則 ふるしょう　しげのり 足立区

17 福本　光浩 ふくもと　みつひろ 江戸川区

18 篠原　有加 しのはら　ゆか 昭島市

19 内藤　美貴子 ないとう　みきこ 調布市

20 いわせ　和子 いわせ　かずこ 町田市

21 五十嵐　京子 いがらし　きょうこ 小金井市

22 吉本　ゆうすけ よしもと　ゆうすけ 小平市

23 鈴木　洋子 すずき　ようこ 日野市

24 清水　あづさ しみず　あづさ 東村山市

25 佐野　久美子 さの　くみこ 国分寺市

26 髙柳　貴美代 たかやなぎ　きみよ 国立市

27 武藤　政義 むとう　まさよし 福生市

28 しの　浩司 しの　こうじ 狛江市

29 中村　庄一郎 なかむら　しょういちろう 東大和市

30 原島　幸次 はらしま　ゆきつぐ 奥多摩町

31 坂上　長一 さかうえ　ちょういち 大島町

東京都後期高齢者医療広域連合議会議員名簿

 



 

令和３年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会 

議 案 一 覧  

 

 

 

議案番号 件    名 

同意第２号 
東京都後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の 

同意について 

同意第３号 
東京都後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の 

同意について 

同意第４号 
東京都後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意 

について 

承認第１号 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分した 

東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する 

条例の一部を改正する条例の報告及び承認について 



 

令和３年第１回東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会 

提出予定案件概要 

 

１ 人事案件 

議案番号 件名 概要 

同意第２号 

東京都後期高齢者医療広域

連合副広域連合長の選任の

同意について 

市の長から選任している副広域連合長が、 

令和３年４月３０日に退職したため、後任の選任

の同意を求める。 

同意第３号 

東京都後期高齢者医療広域

連合副広域連合長の選任の

同意について 

町及び村の長から選任している副広域連合長

が、令和３年５月１５日に町長の任期が満了した

ため、後任の選任の同意を求める。 

同意第４号 

東京都後期高齢者医療広域

連合監査委員の選任の同意

について 

広域連合議会議員のうちから選任している監査

委員が、令和３年７月１日に任期満了したため、

後任の選任の同意を求める。 

 

 

２ 専決の報告及び承認 

議案番号 件名 概要 

承認第１号 

地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき専決処分した東

京都後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例の

報告及び承認について 

令和３年２月３日に新型インフルエンザ等対策

特別措置法等の一部を改正する法律が公布さ

れ、公布の日から起算して１０日を経過した日で

ある令和３年２月１３日から施行することとされ

た。 

条例改正（新型コロナウイルス感染症の定義を

規定する文言への改正）を速やかに行う必要が

あり、特に緊急を要するため議会を招集する時

間的余裕がないことが明らかであると認められ

るため、令和３年２月１２日に専決処分をしたの

で、地方自治法第１７９条第３項の規定に基づ

き報告し、承認を求める。 
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