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審 査 案 件 

 

 

 

 

議案第 12 号 
令和元年度伊勢市一般会計補正予算（第７号） 

（教育民生委員会関係分） 

議案第 13 号 
令和元年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

議案第 14 号 
令和元年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第 15 号 
令和元年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第４

号） 

議案第 19 号 令和元年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号） 

議案第 34 号 伊勢市立保育所条例の一部改正について 

議案第 35 号 
伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例の

廃止について 

議案第 36 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について 

議案第 42 号 
おおぞら児童園新築工事（建築工事）の請負契約に

ついて 

 行政視察について 

  

  

 

 

説 明 員 

 

教育長、事務部長、学校教育部長、学校教育課長、 

学校教育課副参事 

 

 

 

          ほか関係参与 

 伊 勢 市 議 会 
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審査経過 

福井委員長が開会を宣告し、会議成立宣言の後、会議録署名者に中村委員、上村委員を

指名した。その後、直ちに議事に入り、去る３月２日の本会議において審査付託を受けた

「議案第 12 号 令和元年度伊勢市一般会計補正予算（第７号）中、教育民生委員会関係

分」外８件を審査し、委員長報告文の作成については正副委員長に一任することで決定し

た。 

次に「行政視察について」を議題とし、来年度の行政視察については新型コロナウイ

ルス感染症の今後の動向も注視し、状況によっては中止や延期も検討しつつ、例年どおり

実施していくこととした。視察先及び視察項目については委員長からの提案のとおりとし、

継続調査事項以外の項目である視察項目の「学校教育に関する事項」については継続調査

の申し出をすることと決定し、委員会を閉会した。 

なお、詳細は以下のとおり。 

 

開会 午前９時57分 

 

◎福井輝夫委員長 

ただいまから教育民生委員会を開会いたします。 

本日の出席者は７名でありますので、会議は成立しております。 

これより会議に入ります。 

会議録署名者２名を委員長において中村委員、上村委員の御両名を指名いたします。 

本日、御審査いただきます案件は、去る３月２日の本会議におきまして教育民生委員

会に審査付託を受けました９件と「行政視察について」の合わせて 10 件であります。 

案件名については審査案件一覧のとおりであります。 

お諮りいたします。審査の方法については委員長に御一任願いたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

 御異議なしと認めます。そのように取り計らいをさせていただきます。 

また、委員間の自由討議については、申し出がありましたら随時行いたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

【議案第 12 号 令和元年度伊勢市一般会計補正予算（第７号）（教育民生委員会関係分）】 

 

◎福井輝夫委員長 

それでは、「議案第 12 号 令和元年度伊勢市一般会計補正予算（第７号）中、教育民

生委員会関係分」を御審査願います。 

補正予算書の 58 ページをお開きください。58 ページから 73 ページの款３民生費を款

一括で御審査願います。なお、民生費のうち当委員会の審査から除かれるのは 70 ページ、

項５人権政策費です。 

御発言はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、款３民生費の当委員会関係分の審査を終わります。 

次に 74 ページをお開きください。74 ページから 79 ページの款４衛生費を款一括で御

審査願います。なお、衛生費のうち当委員会の審査から除かれるのは 74 ページ、項１保

健衛生費、目１保健衛生総務費のうち、大事業６水道事業出資金です。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、款４衛生費の当委員会関係分の審査を終わります。 

次に 110 ページをお開きください。110 ページから 125 ページの款 11 教育費を款一括

で御審査願います。なお、教育費のうち当委員会の審査から除かれるのは 123 ページ、項

６保健体育費、目４体育振興費のうち、大事業３国民体育大会開催事業です。 

御発言はありませんか。 

上村委員。 

 

〇上村和生委員 

ここで１点だけ聞かせください。項１の教育総務費のうちですね、目３教育振興費に

ついてちょっと聞かせてください。 

その中の大事業３奨学金育英事業についてでありますけれども、当初予算が 596 万

6,000 円に対してですね、今回補正ということでマイナスの 111 万 2,000 円ということで

少し減っておりますけども、この辺の部分でですね、実績に合わせての補正ということだ

と思うんですけれども、まだすべてなかなかですね、満の数字にいってないように思いま

すけども、教育の格差を貧富の格差につながらないようにしていかなければならないとい

うふうに思いますんで、その辺の部分でですね、この辺どのように分析したのかちょっと

お聞かせをいただきたいなと思います。 

 

◎福井輝夫委員長 

 学校教育課副参事。 

 

●大島学校教育課副参事 

はい、委員の質問にお答えします。これは希望者数の見込み数との差での執行残でご

ざいます。以上でございます。 

 

◎福井輝夫委員長 

上村委員。 

 

〇上村和生委員 

特にですね、大学・高校生それぞれだと思うんですけども、この辺はやっぱり大学の

ほうが少ないような状況になっとるんですか、その辺ちょっと教えてください。 
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◎福井輝夫委員長 

 学校教育課副参事。 

 

●大島学校教育課副参事 

委員の質問にお答えします。奨学金の希望者数等につきましては、大学生の希望者と

して 30 名分、高校生として 38 名分を計上しておったところです。そこの計上に合わせて

平成 31 年度実績としまして、53 名の応募でございました。特に、県外の大学に行かれて

いる方の希望数が 16 名、県内の大学に行かれている方の希望数が９名ということでござ

いまして、30 名の見込み数には 11 名ほど差があったというところでございます。高校生

につきましても 10 名ほどの差があったところから、この金額の執行残ということになっ

ております。以上でございます。 

 

◎福井輝夫委員長 

上村委員。 

 

〇上村和生委員 

わかりました。ありがとうございます。先ほども言わさせていただきましたけども、

教育の格差か貧富の格差にならないようよう、ぜひとも努力いただきたいなというふうに

思います。よろしくお願いします。 

 

◎福井輝夫委員長 

他に御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

他に発言もないようですので、款 11 教育費の当委員会関係分の審査を終わります。 

以上で、議案第 12 号中、教育民生委員会関係分の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 12 号 令和元年度伊勢市一般会計補正予算（第７号）中、

教育民生委員会関係分」については、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

審議の途中でありますが、当局説明員交代のため暫時休憩いたします。 

10 分ほど休憩します。15 分まで。 
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休憩 午前10時５分 

再開 午前10時12分 

 

◎福井輝夫委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

先ほどの上村委員の質問に対しまして、当局のほうから訂正の申し出がありましたの

で許可します。 

学校教育課副参事。 

 

●大島学校教育課副参事 

はい、先ほど答弁させていただいた内容に数字の間違いがございましたので、ここで

訂正をさせていただきたいと思います。申しわけございません。 

平成 31 年度実績で高等学校への入学されるお子さんの奨学金の希望者としましては、

28 名、その希望者全員を採用させていただいております。大学生につきましては、25 名

の希望者がございまして全員を採用させていただいております。当初の見込み大学生 30

名分に比べますと５名の減、そして、当初の見込み高校生 38 名分を考えますと 10 名減と

いうことで、大学生・高校生合わせて 15 名分の見込みの差があったということからによ

る減額補正というふうになっております。 

今後も奨学金のＰＲをしながら、またたくさんの方に受けていただくように努めてま

いりたいと思います。申しわけございませんでした。 

 

◎福井輝夫委員長 

上村委員、よろしいですか。 

 

〇上村和生委員 

 はい。 

 

【議案第 13 号 令和元年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）】 

 

◎福井輝夫委員長 

それでは次に、「議案第 13 号 令和元年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）」を御審査願います。 

141 ページをお開きください。141 ページから 166 ページです。本件については一括で

御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 13 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 13 号 令和元年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）」については、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 14 号 令和元年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、「議案第 14 号 令和元年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

を御審査願います。 

169 ページをお開きください。169 ページから 186 ページです。本件についても一括で

御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 14 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 14 号 令和元年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）」については、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 15 号 令和元年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第４号）】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、「議案第 15 号 令和元年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第４号）」を御審

査願います。 

189 ページをお開きください。189 ページから 217 ページです。本件についても一括で

御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 15 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 15 号 令和元年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第

４号）」については、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 19 号 令和元年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、「議案第 19 号 令和元年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）」を御審査願

います。 

265 ページをお開きください。265 ページから 276 ページです。本件についても一括で

御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 19 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 19 号 令和元年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号）」

については、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 34 号 伊勢市立保育所条例の一部改正について】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、条例等議案書の 71 ページをお開きください。71 ページから 73 ページの「議案

第 34 号 伊勢市立保育所条例の一部改正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 34 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 34 号 伊勢市立保育所条例の一部改正について」は、原

案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 35 号 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例の廃止について】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、74 ページをお開きください。74 ページから 75 ページの「議案第 35 号 伊勢市

重度身体障害者デイサービスセンター条例の廃止について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 35 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 35 号 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例

の廃止について」は、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 36 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、76 ページをお開きください。76 ページから 79 ページの「議案第 36 号 伊勢市

国民健康保険条例の一部改正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 36 号の審査を終わります。 
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続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 36 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について」は、

原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第 42 号 おおぞら児童園新築工事（建築工事）の請負契約について】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、101 ページをお開きください。101 ページから 105 ページの「議案第 42 号 お

おぞら児童園新築工事（建築工事）の請負契約について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 42 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第 42 号 おおぞら児童園新築工事（建築工事）の請負契約

について」は、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

以上で付託案件の審査は終わりました。 

お諮りいたします。委員長報告分の作成については、正副委員長に御一任願いたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【行政視察について】 

 

◎福井輝夫委員長 

次に、「行政視察について」御協議願います。本件につきましては、２月12日の教育

民生委員協議会におきまして、６月定例会までの実施を決定し、日程、視察先及び視察項
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目については正副委員長に御一任いただいているものでありますが、新型コロナウイルス

感染症の今後の動向も注視し、状況によっては中止や延期も検討しつつ、例年どおり実施

していきたい、と考えています。 

今のところ、日程については５月20日水曜日から22日金曜日の３日間を予定しており、

視察先及び視察項目については、継続調査項目の「子ども子育て支援に関する事項」で埼

玉県戸田市、東京都調布市、この２カ所はすでに視察受け入れの内諾は得ているところで

あり、「学校教育に関する事項」で埼玉県熊谷市で調整中となっております。本件につい

て御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御発言もないようでありますので、お諮りいたします。視察項目の「学校教育に関す

る事項」については、議長に閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎福井輝夫委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしましたので、議長へ申し出をいたします。 

先ほど申し上げたとおり、今後の動向によっては視察の中止や延期も検討しますので、

今後は正副委員長に一任いただきたいと思います。 

詳細については決まり次第、委員の皆様に御連絡をさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

以上でご審査願います案件はすべて終わりましたので、これをもちまして教育民生委

員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

閉会 午前10時23分 

 

 上記署名する。 
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