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審査結果並びに経過 

 

中山委員長開会を宣言し、会議録署名者に野崎委員、世古委員を指名し、「議案第 42 号 平成 24

年度伊勢市一般会計補正予算(第 10 号)（教育民生委員会関係分）」「議案第 43 号 平成 25 年度伊

勢市一般会計補正予算(第１号)（教育民生委員会関係分）」「議案第 44 号 平成 25 年度伊勢市病院

事業会計補正予算（第１号）」、及び「議案第 45 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について」

の４件について、順次議題とし、いずれも全会一致をもって可決すべしと決定し、委員会を閉会し

た。 

 

開会 午後１時 10 分 

 

◎中山裕司委員長 

それでは、ただいまから教育民生委員会を開会いたします。 

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立をいたしております。 

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指名いたします。野崎委員、世古委員の御両名にお願いをいたし

たいと思います。 

本日御審査いただきます案件は、休憩前の本会議において審査付託を受けました「議案第 42 号 平

成 24 年度伊勢市一般会計補正予算（第 10 号）」中、教育民生委員会関係分について、「議案第 43 号 平

成 25 年度伊勢市一般会計補正予算（第１号）」中、教育民生委員会関係分について、「議案第 44 号 平

成 25 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号）」について、及び「議案第 45 号 伊勢市国民健康保

険条例の一部改正について」の以上４件であります。 

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、御異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしました。 

また、委員間の自由討議につきましては、自由討議に参加をいたしたい方は、事前に申し出をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

【議案第 42 号 平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算（第 10 号）中 教育民生委員会関係分】 

◎中山裕司委員長 

それでは、「議案第 42 号 平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算（第 10 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 14 ページをお開きください。14 ページ、款３民生費を一括で御審査願います。 

御発言はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようですので、款３民生費を終わります。 

次に、補正予算書 28 ページ、28 ページをお開きください。款 11 教育費を款一括で御審査願います。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、世古委員。 

 

○世古明委員 

ここの倉田山公園野球場の改修事業で財源の変更だと思うのですけれども、これ 12 月のときにも財

源変更で、これは逆で、社会資本整備事業交付金が受けられなかったので、市債の方でということのや

つがまた元に戻った形になるという解釈でよろしいのですか。 

 

◎中山裕司委員長 

生涯学習スポーツ課長。 

 

●世古口幸喜生涯学習・スポーツ課長 

委員仰せのとおり、12 月補正の段階では交付金の該当にならないということの中で御返事をいただい

ておりましたが、今回の国の補正の中でですね、一般会計の中での公金の取り扱いということで御承認

をいただいたということで、今回、改めて財源の変更させていただいたということでございます。以上

です。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、世古委員。 

 

○世古明委員 

そうするとですね、12 月の時には市の負担額が増えたと思うのですけれども、今回の補正によって市

の負担額はどれぐらいになるのですか。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、課長。 

 

●世古口幸喜生涯学習・スポーツ課長 

この今回の補正によりまして、約ですけれども一般財源の負担は２億程度というふうに想定をしてお

ります。以上です。 
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◎中山裕司委員長 

はい、世古委員。 

 

○世古明委員。 

それともう１点、財源の変更なので事業内容、規模等については変更なしということでよろしいです

か。 

 

◎中山裕司委員長 

課長。 

 

●世古口幸喜生涯学習・スポーツ課長 

おっしゃられるとおり事業の内容については変更はございません。以上です。 

 

◎中山裕司委員長 

他に御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、款 11 教育費を終わります。 

以上で「議案第 42 号 平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算（第 10 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。討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

ないようですので以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

「議案第 42 号 平成 24 年度伊勢市一般会計補正予算（第 10 号）」中、教育民生委員会関係分につき

まして、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

異議なしと認めます。よって「議案第 42 号」中、教育民生委員会関係分は原案どおり可決すべしと

決定をいたしました。 
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【議案第 43 号 平成 25 年度伊勢市一般会計補正予算（第１号）中 教育民生委員会関係分】 

◎中山裕司委員長 

次に「議案第 43 号 平成 25 年度伊勢市一般会計補正予算（第１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 10 ページをお開きください。 

よろしゅうございますか、款４衛生費を一括で御審査願います。 

御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、黒木委員。 

 

○黒木騎代春委員 

このことでですね、病院のほうの地質調査のことだというふうに説明がされていますけれども、まだ

その今度の建設の対象になる土地がですね、伊勢市のものでないのですけれども、そういう段階でこう

いう決定をしてですね、地権者の方との関係でいいのかどうなのかということだけちょっと確認をさせ

ておいてもらいたいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、推進課長。 

 

●成川誠新病院建設推進課長 

はい、地権者との関係でございますけれども、建設基本計画（案）、これを公表させていただいた段

階でですね、写真入りで現地の場所がはっきりわかる形で公表させていただいておりましたので、地権

者の方にも御挨拶にお伺いさせていただいてですね、そのときにはまだ計画案ではありますけれども、

その計画を進めていくことになった場合には、また御協力をお願いしたいというようなお話を今までさ

せていただいております。以上です。 

 

（「結構です」と呼ぶ者あり） 

 

◎中山裕司委員長 

よろしゅうございますか。 

他に御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、款４衛生費を終わります。 

以上で「議案第 43 号 平成 25 年度伊勢市一般会計補正予算（第１号）」中、教育民生委員会関係分

の審査を終わります。 
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続いて討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

討論はないようでございますので、以上で討論を終わります。 

お諮りをいたします。 

「議案第 43 号 平成 25 年度伊勢市一般会計補正予算（第１号）」中、教育民生委員会関係分につき

まして、原案どおり可決すべしと決定いたしまして、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御異議なしと認めます。よって「議案第 43 号」は、原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 44 号 平成 25 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号）】 

◎中山裕司委員長 

次に、「議案第 44 号 平成 25 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号）」を御審査願います。 

補正予算書 13 ページ、13 ページをお開きください。よろしゅうございますか。 

本件につきましては一括審査といたします。 

御発言はございませんか。 

中村委員。 

 

○中村豊治委員 

ここでちょっとお尋ねさせていただきたいと思います。 

今回この平成 25 年度の補正で 5,000 万等のですね、補正予算が出されておるわけでありますが、理

由はですね、新病院の早期建設を目指すと、こういうようなことで、説明があったわけであります。 

今までの予定であれば、平成 31 年の春が開院と、こういうことで、今から６年以上かかってしまう

と、こういうような計画なのですけれども、今回この補正を 5,000 万等のですね、補正が組まれておる

んですが、どの程度この工事が短縮できるのか、まずお聞かせいただきたいと、させていただきたいと

思います。 

 

◎中山裕司委員長 

推進課長。 

 

●成川誠新病院建設推進課長 

はい。今回、補正予算を上げさせていただいて、25 年度早々にこの業務に取り組んでいったといたし

ますと、約４カ月間短縮できるものと考えております。開院といたしましては平成 31 年１月まで早め

られると、そういうふうに考えております。 

以上です。 
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◎中山裕司委員長 

中村委員。 

 

○中村豊治委員 

特にですね、平成 31 年の春ということで、あのスケジュールを市民が、ほとんどの方がもう見てい

ると思うのですけれども、たいへん長い状況の中で、本当にこの職員の方を含めてモチベーションがず

っと維持できるのかどうかというようなことも含めて大変心配をしているわけであります。 

そういう意味で、今４カ月間の事業短縮と、こういうようなことなのですけれども、さらにこの事業

を短縮するためには何が必要なのか、少し考えられる点があったらちょっとお答えをいただきたいと思

います。 

 

◎中山裕司委員長 

推進課長。 

 

●成川誠新病院建設推進課長 

今回、その地質調査業務等を委託するわけでございますけれども、そこの中でいろんな工法が、業者

の側から専門的な見地から出されてくると思います。 

そこでどのぐらいの工期がかかるのか、事業費もですけれども、そういったものも出されてくると思

います。 

そこで、こちらが想定したよりも早くできるのかどうか、そういったことも見えてくると思います。 

また、その先の工程といたしまして、例えば建築工事、当然造成工事も必要になってくるわけでござ

いますけれども、発注方法のやり方によってですね、例えばそれぞれ、例えば提案型で入札を行った場

合、それぞれの参加者からですね、どのくらいの工期でやりますよとか、そういった提案も出されてく

ることもあり得ますので、そういったところで工期短縮ということを、一応ポイントにして、もし仮に

プロポーザル的なものを採用するとすればそういうところもポイントにしていきたい。 

そういうふうなことで短縮を目指していきたい、そのように考えております。 

 

（「終わります」と呼ぶ者あり） 

 

◎中山裕司委員長 

はい、野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

すいません、僕もこの項でちょっと簡単にお聞かせください。 

この中で、地質調査、それから軟弱地盤対策、造成と基本的に地面に関することが中心になっている

かなと思うのですけれども、パブリックコメント、それから説明会なんかでもやはりあの場所に関して

は、そこに関する意見が多かったかなと思います。 

その中で今回、調査されるということで、最終的に金額面も含めてこれで白黒はっきりするのかなと

思うのですけれども、これの結果の公表について、ちょっと今、全面的に数字も含めて僕は公開するべ

きだと思っているのですけれども、公表の方向性についてお聞かせいただきますでしょうか。 
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◎中山裕司委員長 

推進課長。 

 

●成川誠新病院建設推進課長 

はい、今回の業務でさまざまな検討の結果が出てまいりますので、それはきちんと本委員会でもお示

しをさせていただいて、公表していきたいとこのように考えております。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

もう１点だけお聞かせください。 

先ほどの話はもちろん、それで了とさせていただきたいのですが、専門的に聞いていただいた方もい

らっしゃるので、できれば数値等も細かく教えていただきたいと思います。 

それでもう１点、先ほど中村委員の質問の中で、最終的な事業費であるとか工期が、これでおそらく

出てくるだろうという話があったのですけれども、当然その、今想定されている金額よりも、もちろん

上がることもあれば下がることもあるとは思うのですけれども、そのあたりその金額的に大きな変更が

あったときは必ず１度、当委員会に相談をしていただけるということで理解してよかったですか。 

 

◎中山裕司委員長 

推進課長。 

 

●成川誠新病院建設推進課長 

はい、その点につきましても、きちんとお示しをさせていただきたいと考えております。 

 

（「はい、結構です」と呼ぶ者あり） 

 

◎中山裕司委員長 

他にございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中山裕司委員長 

はい、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 44 号 平成 25 年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号）」につきまして、原案どおり可

決すべしと決定いたしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい。御異議なしと認めます。 

よって、「議案第 44 号」は原案どおり可決すべしと決定をいたしました。 

 

【議案第 45 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について】 

◎中山裕司委員長 

次に「議案第 45 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。 

条例関係の議案書の１ページを開きください。御発言はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

御発言もないようでございますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、討論もないようでございますので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第 45 号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正」につきまして原案どおり可決すべしと決定い

たしまして御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御異議なしと認めます。 

よって、「議案第 45 号」は、原案どおり可決すべしと決定いたしました。 

以上で、当教育民生委員会に付託を受けた案件の審査は終わりましたが、委員長報告文の作成につい

ては正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御異議なしと認めます。 

そのように決定をいたしました。 

以上で御審査願います案件はすべて終わりました。 

それではこれをもちまして教育民生委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

 

閉会 午後１時 25 分 
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