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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 80 号 

平成 25年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）（教育民生委員会関係分）」「議案第 81号 平

成 25 年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第１号）」「議案第 83 号 平成 25 年度伊勢市

病院事業会計補正予算（第３号）」「議案第 85 号 伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞

納処分に関する条例等の一部改正について（教育民生委員会関係分）」及び「議案第 87 号 伊

勢市保健福祉会館の指定管理者の指定について」、以上５件を順次議題とし、いずれも全会

一致をもって可決すべしと決定した。 

次に、「平成 25 年請願第５号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請

願」「平成 25 年請願第６号 『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡充を求める

請願」「平成 25 年請願第７号 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求

める請願」「平成 25 年請願第８号 防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対

策の充実を求める請願」及び継続審査中の「平成 25 年請願第４号 ＴＰＰ（環太平洋戦略

的経済連携協定）への参加に反対する請願中教育民生委員会関係部分」、以上５件を順次議

題とし、「請願５号」「請願６号」「請願７号」については賛成多数をもって、「請願８号」

については全会一致をもって、「請願４号」は可否同数となり委員長裁決をもって、採択す

べしと決定した。また、委員長報告文については、正副委員長に一任することと決定した。 

次に、採択された請願に係る意見書案について、「義務教育費国庫負担制度の存続と更

なる充実を求める意見書（案）」「『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡充を

求める意見書（案）」「保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意

見書（案）」については賛成多数をもって、「防災対策の見直しをはじめとした総合的な学

校安全対策の充実を求める意見書（案）」については全会一致をもって、「ＴＰＰ（環太平

洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する意見書（案）」については可否同数となり委員

長裁決をもって意見書案のとおりと決定し、委員会を閉会した。 

 

開会 午後０時 59 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をいたします。 

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ます。 

本日御審査いただきます案件は、去る９月２日及び９月９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件及び継続審査になっております１件であります。 

案件名につきましては、御手元に配付の一覧表のとおりであります。 

お諮りをいたします。 

審査の方法につきましては、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。 
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〔「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。 

そのように決定をいたしました。 

また、委員間の自由討議につきましては、申し出がございましたら随時行いたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 
【議案第80号 平成25年度伊勢市一般会計補正予算(第３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80号平成25年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）」教育民生委員会

関係分を御審査願います。 

補正予算書12ページをお開きをいただきたいと思います。 

款３民生費を一括で御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「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３民生費を終わります。 

次に、補正予算書14ページ、14ページをお開きください。 

款４衛生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 

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。 

次に、補正予算書24ページ、24ページをお開きをいただきたいと思います。 

款11教育費を款一括で御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、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80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。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎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80号平成25年度伊勢市一般会計補正予算（第３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。 

そのように決定をいたしました。 

 
【議案第81号 平成25年度伊勢市介護保険特別会計補正予算(第１号)】 
◎中山裕司委員長 

次に、補正予算書33ページをお開きいただきたいと思います。 

「議案第81号 平成25年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第１号）」を御審査願いま

す。 

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。 

 

〔「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。 

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81号 平成25年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（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。 

そのように決定いたしました。 
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【議案第83号 平成25年度伊勢市病院事業会計補正予算(第３号)】 
◎中山裕司委員長 

次に、補正予算書57ページをお開きください。57ページでございます。 

よろしゅうございますか。 

「議案第83号 平成25年度伊勢市病院事業会計補正予算（第３号）」を御審査願います。 

本件につきましては一括審査といたします。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、御発言もないようですので、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 

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83号 平成25年度伊勢市病院事業会計補正予算（第３号）」につきまして、原案

どおり可決すべしと決定して、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。 

そのように決定いたしました。 

 
【議案第85号 伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改正に

ついて（教育民生委員会関係分）】 
◎中山裕司委員長 

次に、条例等議案書25ページをお開きください。 

25ページでございます。 

「議案第85号 伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改

正について」教育民生委員会関係分を御審査願います。 

当委員会関係分は、伊勢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正、26ページから27ペ

ージ、伊勢市国民健康保険条例の一部改正、27ページから28ページ、伊勢市介護保険条例

の一部改正、28ページに関する部分であります。 

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が、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、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85号 伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改

正」のうち、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 

はい、御異議なしと認め、そのように決定をいたしました。 

 

【議案第87号 伊勢市保健福祉会館の指定管理者の指定について】 

◎中山裕司委員長 

次に、条例等議案書45ページ。45ページをお開きください。 

「議案第87号 伊勢市保健福祉会館の指定管理者の指定について」を御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、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 

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87号 伊勢市保健福祉会館の指定管理者の指定」につきまして、原案どおり可
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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。  
そのように決定いたしました。  
 

【平成25年請願第５号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願】 
◎中山裕司委員長 

次に、「平成25年請願第５号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請

願」を御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「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が、討論ございませんか。 

はい、野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

平成25年の請願第５号、義務教育費の国庫負担の制度の存続と更なる充実を求める請願

に対して反対の立場で討論に参加をさせていただきます。 

毎年申し上げておりますが、この義務教育費の国庫負担制度に関しては、過去、地方６

団体全てそろってですね、この国庫負担制度に関しては、一般財源化を進めるようにとい

うような主旨での決議がなされております。 

また、現場でのきめ細やかな教育の運営ということ、また国と地方の関係のこれからの

構築ということにおいても、国庫負担制度の存続というよりは一般財源化を進めるべきで

あるというような立場で、今回、反対という形で討論をさせていただきます。皆様におか

れましてもぜひ御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ほかにございませんか。 

 

〔「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。 
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「平成25年請願第５号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願」に

つきまして、採択することに賛成の方の御起立を願います。 

 

 〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長 

はい、ありがとうございます。 

起立多数、よって、「平成25年請願第５号」は採択すべしと決定をいたしました。 

 
【平成25年請願第６号 「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算拡充を求める請願】 
◎中山裕司委員長 

次に、「平成25年請願第６号 『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡充を求

める請願」を御審査願います。 

御発言ございませんか。ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、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が、討論ございませんか。 

はい、野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

平成25年請願第６号、教職員定数改善計画の着実な実施と教育予算の拡充を求める請願

に対して、反対の立場で討論に参加をさせていただきます。 

こちらの請願に関しましても、例年、反対という立場での意見を表明をさせていただい

ておりますが、ＯＥＣＤ諸国における比較等が毎年なされておりますが、これに関しても、

国の予算内におけるですね、教職員の給料配分等を見ますと、決して教職員の定数の改善

であったりとか、給料もとにした教育予算の拡充というものは、必ずしも正しいものでは

ないというような認識を私はしております。 

そういった形ではない、違う形での教育予算の拡充を求めることもあわせて表明をいた

しまして、反対とさせていただきます。 

 

◎中山裕司委員長 

ほかに何か、ございませんか討論。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎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。 
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お諮りをいたします。 

「平成25年請願第６号 『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡充を求める

請願」につきまして採択することに賛成の方は御起立願います。 

 

 〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長 

はい、ありがとうございます。 

起立多数であります。 

よって、「平成25年請願第６号」は採択すべしと決定をいたしました。 

 
【平成25年請願第７号 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願】 
◎中山裕司委員長 

次に、「平成25年請願第７号 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を

求める請願」を御審査願います。 

御発言ございませんか。 

はい、野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

紹介議員の方に１点だけ御質問させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

この今回の請願の文面の中にですね、現行の高校無償化の制度の堅持というような言葉

がございます。 

現在国におかれましては、所得制限という形で年収が800万円になるのか1,000万になる

のかというようなラインで、上の方を切った形で、それ以下の方を対象にというような形

での議論がなされております。 

このあたりも含めて、このまま現行の制度を維持すべきと考えているのか、それともや

はり所得制限をつけるべきと考えているのか、この点だけもしよければお聞かせをいただ

けますでしょうか。 

 

◎中山裕司委員長 

請願者、はい、中川議員おられますか。 

 

●中川幸久議員 

ただいまの御質問ですが、これは国会の中でですね、議論をされておる問題でして、当

然、申し出がでとるところはみんなが無償で行けるという形が一番いいんじゃないかなと、

こういうふうに思っております。 

 

（「けっこうです」と呼ぶ者あり） 
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◎中山裕司委員長 

よろしい。 

はい、ほかに御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、ないようでございますので、以上で討論を終わります。 

討論じゃないな、すいません。 

続いて討論を行います。 

討論はございませんか。 

はい、野崎委員。 

 

○野崎隆太委員 

この平成25年度請願第７号 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を

求める請願に対して、反対の立場で討論に参加をさせていただきます。 

先ほど質問させていただきました、この高校の無償化に関しては、現在国のほうで所得

制限というような議論がなされております。 

やはりその、こういった保護者負担の軽減というのは、広く、いろんな形で実施がされ

ていくべきかとは思われますが、ただそれはやはり、富の再配分ということも考えても、

いろんな形で、制度自体を見直していくことが必要ではないかと思っております。 

本来の保護者負担の軽減と就学支援というのは、全ての人を対象にするわけでもなく、

やはり、それぞれの所得に応じた違う形の制度を確立をしていくべきだというような立場

を表明しまして、反対とさせていただきます。 

 

◎中山裕司委員長 

ほかに討論される方ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎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。 

お諮りをいたします。 

「平成25年請願第７号 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願」につきまして、採択することに賛成の方は御起立願います。 

 

 〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長 

はい、ありがとうございます。 
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起立多数であります。 

よって、「平成25年請願第７号」は採択すべしと決定いたしました。 

 
【平成25年請願第８号 防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める

請願】 
◎中山裕司委員長 

次に「平成25年請願第８号 防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の

充実を求める請願」を御審査願います。 

御発言ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中山裕司委員長 

はい、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が、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、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。 

「平成25年請願第８号 防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実

を求める請願」につきましては、採択することに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。 

そのように決定をいたしました。 

 
【平成25年請願第４号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する請願 中 

 教育民生委員会関係部分】 
◎中山裕司委員長 

次に継続審査となっております、「平成25年請願第４号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連

携協定）への参加に反対する請願」のうち、当委員会関係分について御審査願います。 

当委員会においては請願趣旨の17行目から19行目に記載のあります、医療問題部分を中

心に審査をお願いしたいと思いますが、その他の部分でも当委員会に関係すると思われる

部分につきましては、御発言があればお願いをいたしたいと思います。 

御発言ございませんか。 

はい、黒木委員。 
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○黒木騎代春委員 

前回の６月議会でも、皆さんで審議していただいたわけですが、継続審査となっており

ます。 

６月議会以降の動きとしては、日本は７月23日に12番目の国として交渉参加が決定して

おります。ＴＰＰ交渉は今後12月にインドネシアのバリ島で開かれるＴＰＰ首脳会合に向

け、今加速がされていると、こういうふうに認識してます。 

このＴＰＰ交渉なんですけど、非常に大事な問題なんですけど、国会にも国民にも秘密

に進められているのは全く異常なことだと思ってます。交渉内容が秘匿され明らかにされ

ず、日本政府が何を主張したかも、知らされておりません。 

報道によれば、米国政府は他国には守秘義務を課しながら、自国の与党議員や多国籍企

業には情報提供をしているとされています。守秘義務を盾にして意図的な情報操作のもと、

結論のみをこのまま国民に押しつけることは絶対に許せないことだと思います。 

日本は米国の早期妥結の提案に対し、どの国よりも従順に従う姿勢を示しています。 

ＴＰＰの異常さを徹底して国民に知らせ、ＴＰＰ交渉から直ちに撤退することこそ、国

益を守る真の道だと思います。 

ＴＰＰ交渉からの離脱を求め、ＴＰＰに参加しないこと求める意見書提出を求めるこの

請願を、やはり採択されることを、皆さんに心から呼びかけるものです。 

ぜひともよろしくお願いします。 

 

◎中山裕司委員長 

ほかに、何かございません。 

はい、西山委員。 

 

○西山則夫委員 

今、黒木委員からも少し、報告がされましたように、６月議会で継続審査ということに

なっておりますけども、やはりこの時期的に私どもに与えられた期間、議会の活動の期間、

限られておりますし、ＴＰＰ問題も、差し迫った問題ということで、ぜひやはり、この場

で、この委員会では採決をして、態度を明らかにすべし、というように私は思っておりま

すのでよろしくお願いします。 

 

◎中山裕司委員長 

はい、中村委員。 

 

○中村豊治委員 

このＴＰＰの参加に反対する請願につきましては、今あの黒木委員、西山委員のほうか

ら発言があったわけでありますが、12番目の国として参加をしたと。 

このような状況の中で、現在の動き、例えば請願項目といたしましては、ＴＰＰに参加

をしないこと、さらには２番目といたしましては、ＴＰＰ参加までに日米２国間の協議に

ついては中止するというような２つの請願項目があるわけであります。 
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現在の国の動向等々、現在もう他国とのですね、調整に入っておるというふうな状況の

中で、私はこの請願についてはですね、当然不採択というような形でですね、整理をして

いただきたい。 

こんなことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

◎中山裕司委員長 

ほかに御発言ございませんか。ございません。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後１時19分 

再開 午後１時20分 

 

◎中山裕司委員長 

はい、じゃあ休憩を閉じ会議を開きます。 

お諮りいたします。 

「平成25年請願第４号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する請

願」のうち、当委員会関係分につきまして、採択することに賛成の方の御起立を願います。 

 

 〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長 

４対４、はい、わかりました。 

ただいまの起立採決につきまして、可否同数でありますので、伊勢市議会委員会条例第

16条第１項の規定により、委員長が本案に可否を決裁いたしたいと思います。 

委員長は「請願第４号」につきまして、賛成、可といたします。 

よって、「請願第４号」は、当委員会におきましては、採択すべしと決定をいたしまし

た。 

以上で、付託案件の審査は全て終わりました。 

お諮りをいたします。 

委員長報告文の作成につきましては、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。 

〔「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。 

そのように決定いたしました。 

暫時休憩をいたします。 
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休憩 午後１時21分 

〔当局退席〕 

再開 午後１時24分 

 

◎中山裕司委員長 

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま採択すべしと決定いたしました請願につきましては、意見書の提出を求めたも

のであり、本請願が本会議で採択されました場合には、請願に係る意見書の提出が必要と

なってまいりますので、意見書案について御審査願いたいと思います。 

なお本会議で請願が採択された場合、意見書案は、委員会名または賛成者の連名で提出

をいたします。 

委員長におきまして文案を用意しておりますので、もう既に書記に配付をさせました。 

ちょっと暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後１時25分 

再開 午後１時26分 

 

【義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書（案）】 
◎中山裕司委員長  

休憩を閉じ会議を開きます。  
次に、「義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書案について」を御

審査願います。  
御発言ございませんか。  
 
〔「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。  
以上で審査を終わります。  
続いて討論を行います。  
討論ございませんか。  
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
 

◎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。  
お諮りをいたします。  
「義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書案」につきまして、文案

のとおり決定することに御異議ございませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  
（「あるんやろ」と呼ぶ者あり）  
 

◎中山裕司委員長  
あんの。  
 
（「はい」と呼ぶ者あり）  
（「じゃあ、起立採決で」と呼ぶ者あり）  
 

◎中山裕司委員長  
起立採決でいく、もうええやろ。起立採決でいくで。  
お諮りをいたし･･････、もうええやろ。  
 
（「意見はなしで」と呼ぶ者あり）  
 

◎中山裕司委員長  
意見はないやろ、もう。（「意見はないです」と呼ぶ者あり）  
だから、採決で自分の態度を表明するということで、ええな。  
お諮りいたします。  
「義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書案」につきまして、文案

どおり決定することに賛成の方の起立をお願いをいたします。  
 
〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長  
ありがとうございます。  
起立多数であります。  
よって、「義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書案について」そ

のように決定をいたしました。  
 

【「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算拡充を求める意見書（案）】 
◎中山裕司委員長  

次に「『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡充を求める意見書案について」

の御審査を願います。  
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、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。  
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続いて討論を行いますが、もう討論省略でよろしゅうございますね。  
はい、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。  
「『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡充を求める意見書案」につきまし

て、文案のとおり決定することに賛成の方の御起立を願います。  
 
〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長  
はい、どうもありがとうございます。  
起立多数であります。  
よって、「『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡充を求める意見書案」につ

きましては、そのように決定をいたしました。  
 

【保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書（案）】 
◎中山裕司委員長  

次に、「保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書案につ

いて」の御審査を願います。  
御発言ございませんか。  
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
 

◎中山裕司委員長  
はい、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が、もう討論省略されますね。  
はい、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。  
「保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書案」につきま

して、文案のとおり決定することに賛成の方は御起立を願います。  
 
〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長  
はい、ありがとうございます。  
起立多数であります。  
よって、「保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書案」

につきまして、そのように決定をいたしました。  
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【防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書（案）】 
◎中山裕司委員長  

次に、「防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書

案について」御審査を願います。  
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、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、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。  
「防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書案」に

つきまして、文案のとおり決定することに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。  
そのように決定をいたしました。  
 

【ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）の参加に反対する意見書（案）】 
◎中山裕司委員長  

それでは、「ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）の参加に反対する意見書案につい

て」当委員会関係分について、御審査願います。  
配付いたしました意見書案につきましては、他の常任委員会で「請願第４号」が採択さ

れた場合に、配付されるものと共通になっております。  
当委員会関係分につきまして、何か御発言ございませんか。  
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
 

◎中山裕司委員長  
はい、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。  
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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、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。 

「ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する意見書案」のうち、当委

員会関係分につきまして、文案のとおり決定することに賛成の方の御起立を願います。 

 

〔賛成者起立〕  

 

◎中山裕司委員長 

はい、ありがとうございます。 

可否同数でありますので、伊勢市議会委員会条例第16条第１項の規定により、委員長が

本案に対する可否を決裁をいたします。 

委員長は、「請願第４号」についての意見書につきましては、可決することに同意をい

たします。 

よって、「ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する意見書案」のう

ち当委員会関係分については、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全て終わりましたので、教育民生委員会を閉会をいたしま

す。 

どうも、ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後１時32分 
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