
教 育 民 生 委 員 会 記 録 

開 会 年 月 日 平成 26年 12月 12日 

開 会 時 刻 午前 10時 00分 

閉 会 時 刻 午前 10時 43分  

出 席 委 員 名 

 

◎中村豊治  ○上田修一  楠木宏彦  鈴木豊司  

吉井詩子   福井輝夫  藤原清史  工村一三 

中山裕司 

 小山 敏 議長 

欠 席 委 員 名   なし 

署 名 者   楠木宏彦  鈴木豊司 

担 当 書 記   中川浩良 

審 議 議 案 

議案第 84号 
平成 26年度伊勢市一般会計補正予算（第４号） 
（教育民生委員会関係分） 

議案第 85号 
平成 26年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算 
（第１号） 

議案第 86号 
平成 26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算 
（第１号） 

議案第 87号 
平成 26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算 
（第２号） 

議案第 92号 山田奉行所記念館条例の一部改正について 

議案第 93号 
伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部改
正について 

議案第 94号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について 

議案第 95号 伊勢市離宮の湯条例の一部改正について 

議案第 100号 
伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する
条例及び伊勢市認知症対応型共同生活介護事業に地方公
営企業法の一部を適用する条例の廃止について 

議案第 111号 平成 26年度伊勢市一般会計補正予算（第５号） 
（教育民生委員会関係分） 

議案第 112号 
平成 26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 113号 
平成 26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 114号 
平成 26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算 
（第３号） 

議案第 115号 平成 26年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号） 

議案第 118号 
伊勢市職員給与条例等の一部改正について 
（教育民生委員会関係分） 

 

説  明  員 

病院事業管理者 教育長 健康福祉部長 健康福祉部次長  

高齢・障がい福祉課長 介護保険課長 環境生活部長 清掃課長  

教育部長 教育次長 教育総務課長 教育総務課副参事 文化振興課長 

ほか関係参与 
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審査結果並びに経過 

中村委員長開会を宣言し、会議録署名者に楠木委員、鈴木委員を指名した。 

直ちに会議に入り、「議案第 84 号 平成 26 年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）（教育民生委

員会関係分）」、「議案第 85 号 平成 26 年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」、「議

案第 86号 平成 26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」、「議案第 87号 平成 26

年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第２号）」、「議案第 92 号 山田奉行所記念館条例の一部改

正について」、「議案第 93号 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部改正について」、

「議案第 94号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について」、「議案第 95号 伊勢市離宮の湯条例

の一部改正について」、「議案第 100 号 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条

例及び伊勢市認知症対応型共同生活介護事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の廃止につ

いて」、「議案第 111号 平成 26年度伊勢市一般会計補正予算（第５号）（教育民生委員会関係分）」、

「議案第 112号 平成 26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 113号 平

成 26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 114号 平成 26年度伊勢市

介護保険特別会計補正予算（第３号）」、「議案第 115 号 平成 26 年度伊勢市病院事業会計補正予算

（第１号）」、及び「議案第 118 号 伊勢市職員給与条例等の一部改正について」、以上 15 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。 

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、委員会を閉会した。 

 

  

開会 午前10時00分 

 

◎中村豊治委員長 

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、委員長において楠木委員、鈴木委員の御両名にお願いいたします。 

本日、御審査願います案件は、去る12月８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15件であります。 

案件名につきましては、御手元に配付のとおりであります。 

お諮りいたします。 

審査の方法につきましては、委員長に御一任を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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御異議なしと認め、そのように決定をいたします。 

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

よろしくお願いをいたします。 
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【議案第84号 平成26年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）教育民生委員会関係分】 

◎中村豊治委員長 

それでは、「議案第84号 平成26年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）」中、教育民生委員会関

係分の御審査をお願いいたします。 

補正予算書の30ページを開いてください。 

款３民生費のうち、項１社会福祉費、項２老人福祉費、項３児童福祉費、項４生活保護費、及び

項６国民年金事務費を一括で御審査をお願いいたします。 

御発言ありましたらお願いいたします。 

御発言ありますか。 

はい、鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

障害福祉費いいですよね。 

 

◎中村豊治委員長 

何ページ。（「30ページ」と呼ぶ者あり） 

目２ですね。 

 

（「目２です。いいですか。」と呼ぶ者あり） 

 

◎中村豊治委員長 

はい、どうぞ鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

おはようございます。 

障害福祉費で１点をお聞かせをいただきたいと思います。 

説明欄の、障害者介護給付等事業でございますが、頂戴してます補正予算の概要を見ますと、障

害福祉サービスの介護給付費の不足が生じたために、２億5,000万の追加ということで説明がなさ

れてます。その内容とですね、どういう項目で、不足が生じたのかということと、大変高額になっ

ておりまして、年度内に処置ができるかどうか、また財源も含めてですね、御説明いただきたいと

思います。 

 

◎中村豊治委員長 

高齢・障がい福祉課長。 

 

●中村高齢・障がい福祉課長 

ただいまの鈴木委員の御質問にお答えをいたします。 

障害者の介護給付費の今回増額をさせていただいた内容と、理由とそれから年度内にそれが可能

なのかというこの３点についてお答えをいたします。 

まず、その内容といたしましては、介護給付といいますのは、生活介護などの障害福祉サービス
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を利用した際に支払われます給付金のことで、こちらの本人負担が、非課税の方等を除きまして、

１割負担で、残り９割を国・県・市で負担するものでございまして、そのうちの市の負担分が支出

額となっております。 

今回、補正をさせていただきました理由といたしまして、昨年度末以降、就労支援型Ｂ型の就労

支援事業の作業所が３件ほどふえまして、それに伴いまして、利用者がふえているという現状でご

ざいます。 

このようなことから、給付費のほうも増額とさせていただきたいものでございます。 

また、今後の予算についてでございますけれども、今後につきましても、今年度末までの見込み

を、今回見込ませていただいたところでございますので、年度内にこちらの補正を計上させていた

だいた額で、不足は生じないものと考えておりますので、よろしく御理解を賜りますようにお願い

いたします。 

 

◎中村豊治委員長 

鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

ありがとうございます。 

何でこの質問をさせていただくかといいますとですね、この不足することによって、障害者の皆

様方に不便を感じたり、あるいはお困りになったというふうなことは一切ないということで理解さ

せていただいていいんですかね。 

 

◎中村豊治委員長 

課長。 

 

●中村高齢・障がい福祉課長 

委員仰せのとおり、利用者数の増に伴いまして増額をさせていただくものでございますので、御

理解を賜りますようにお願いをいたします。 

 

◎中村豊治委員長 

よろしいですか。 

他にございましたらお願いします。 

ございませんか、はい。 

御発言もないようでありますので、款３民生費を終わります。 

次に、補正予算書42ページを開いてください。 

款４衛生費の審査を一括でお願いをいたします。42ページから45ページでございます。 

御発言ありましたらお願いします。ありますか。 

鈴木委員。 

 

○鈴木豊司委員 

すいません、もう１点ですね、清掃総務費の中の廃棄物集積所設置補助金の部分で、お聞かせを



 4 

いただきたいと思います。 

120万の追加ということなんですが、この集積につきましてはですね、合併調整でも標的になっ

ておって、参入業者という部分で標的になっておったわけでございますが、その部分につきまして

は現在も解消もされて、当局方も随分努力をされておるということで理解をさせていただいてもら

っておるんですが、この集積化の現状とですね、それからこれからの見通しという部分で問題なけ

れば、地域も含めて教えていただきたいと思うんですが。 

 

◎中村豊治委員長 

清掃課長。 

 

●堀畑清掃課長 

鈴木議員の御質問のほうにお答えさせていただきます。 

現在、一部の地域以外の全て伊勢市内での集積化のほうは終了しております。 

一部の地域につきましては、120世帯程度、まだ集積化のほうが進んでませんが、これからも、

続けて集積化のほうへ向けて、話のほうをしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 

◎中村豊治委員長 

よろしいですか。 

他にございましたらお願いします。ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、款４衛生費を終わります。 

補正予算書の46ページを開いてください。 

款６農林水産業費のうち、項１農業費、目４農業用施設管理費を御審査をお願いします。 

御発言がありましたらお願いします。 

よろしいですか、御発言ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、款６農林水産業費を終わります。 

補正予算書の68ページを開いてください。 

款11教育費を款一括で御審査をお願いをいたします。68ページから79ページでございます。 

御発言ありましたらお願いします。 

副委員長。 
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○上田修一副委員長 

ここで、71ページと、中学校のほうの天井のですね防災の対策だというふうに聞いています。 

この中で、当初予算も組まれ、それで具体的には事業が動いて、まだないとこに、この補正が組

まれたというのはどういう形で話が進むようになっているんですか。 

 

◎中村豊治委員長 

教育総務課副参事。 

 

●宮瀬教育総務課副参事 

平成23年の東日本大震災において、屋内運動場などの天井落下の被害があった事例を踏まえ、国

土交通省において平成25年の８月、建築基準法施行令の改正が行われ、平成26年４月の１日より施

行されております。 

伊勢市におきましても、学校の体育館は避難施設となることから、早急に安全対策をとるよう26

年度当初予算に計上し、設計を進めてまいりましたが、４月に天井改修の技術基準が発表されたた

め、再度、設計内容の見直しをした結果、施行面積の拡大や、部材の仕様変更が生じ、資材価格の

上昇も加わって工事費が上昇したことを受け、小学校９校分で2,382万6,000円の工事費の不足分を

増額補正要求させていただくものであります。 

中学校も同様の理由により６校分で1,229万9,000円の増額補正要求をさせていただきます。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

副委員長。 

 

○上田修一副委員長 

基準の内容の進め方はわかったんですけど、この当初のですね、予算のときに、出されてる金額

から、技術面、工事費が上がったということはどういう工法でやられるんですか。 

 

◎中村豊治委員長 

教育総務課副参事。 

 

●宮瀬教育総務課副参事 

内容といたしましては、建築基準法施行令とそれに伴う告示を受けまして、技術基準が提示され

ました。 

その内容によりますと新築の建物と既存の建物によって対応がわかれ、今回のような既存の天井

に関しては、新築同様の基準によるか、または天井材の落下防止対策をすることとなっております。

落下防止に関しては、万一、天井が損傷しても下に落下しないような措置をとることとされ、落下

防止ネットの設置がうたわれております。 

この技術基準を検討し、天井を撤去新設した場合とネットによる落下防止対策を工期及び金額の

面で比較検討し、落下防止のネットの施行に決定した次第でございます。 

以上です。 
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◎中村豊治委員長 

副委員長。 

 

○上田修一副委員長 

ネットという形で今回は施工されるということで、具体的には、こういう天井のところの下にネ

ットを張って、上からの天井が落ってきたときにはネットで支えるという工法でいいんですか。 

 

◎中村豊治委員長 

教育総務課副参事。 

 

●宮瀬教育総務課副参事 

委員仰せのとおり、国土交通省の技術基準により、既存建築物の天井落下対策については、ネッ

トによる安全対策というのは正式に認められておりますので、設置材料についてはこの技術基準に

従って設計されているため安全であると判断しております。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

副委員長。 

 

○上田修一副委員長 

そのネットの工法というのは恐らく今回はですね、あまり見たことないんで初めての工法だと思

うんですけど、そういうものを具体的にやられてるような市、そういう施設というのはあるんです

か。 

 

◎中村豊治委員長  

教育総務課副参事。 

 

●宮瀬教育総務課副参事 

施工実績なんですけれども、震災からまだ４年弱、国土交通省による特定天井の技術基準という

のが今年４月に発表されたばかりであることから、落下防止ネットの工法自体は余り認知度が高く

ないように思われますが、災害対策に真剣に取り組まれている各市町自治体には既に多く施行され

ております。 

東京などの関東圏を初め関西圏、ここ近くの愛知県、岐阜県においても実績があります。 

施工方法につきましては、今後、国土交通省からさらに詳しい技術基準が提示された場合は、仕

様変更される可能性がありますが、現在では、これが最新のネット工法であります。 

 

◎中村豊治委員長 

副委員長。 
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○上田修一副委員長 

はい、わかりました。 

あまりこういう壁の、天井の下にネットを張るというな形でですね、恐らく体育館の、あまり見

たことないんですけども、あまり見映えがいいような感じはしないんです。 

そしてまた、そういうときに、球技のそういうあれやってネットに当たったときに、その辺は安

全対策は取れるんですか。それだけ聞いて終わります。 

 

◎中村豊治委員長 

教育総務課副参事。 

 

●宮瀬教育総務課副参事 

ちょっと工法の説明をさせていただきますと、体育館の柱間にワイヤーを張り、ワイヤー緊張機

によってテンションをかけます。 

その上で、あらかじめ工場で加工されたポリエステルの防炎ネットをポリロープにて、かわって

固定いたします。照明器具等の障害物については、器具の着脱に支障が出ないようにネットを加工

します。 

体育館の天井勾配に合わせて、天井から10センチ程度下にネットが設置されます。 

ネットの網目は25ミリ程度なので、万一、天井材が破損した場合でも、大きな破片を下に落下さ

せることはありません。 

また、ネット自体は薄いグレーなどの色をしていますので、下から見上げてもほとんど目立ちま

せん。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

他にございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

発言もないようでありますので、款11教育費を終わります。 

以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい。 

ないようでありますので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。「議案第84号 平成26年度伊勢市一般会計補正予算（第４号）」中、教育民生

委員会関係分につきましては、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。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第85号 平成26年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）】 

◎中村豊治委員長 

次に87ページを開いてください。 

「議案第85号 平成26年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」の審査をお願いをい

たします。 

本件につきましては一括で審査をお願いいたします。 

御発言ありますか。ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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85号 平成26年度 伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」

につきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第86号 平成26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）】 

◎中村豊治委員長 

次に、113ページを開いてください。 

「議案第86号 平成26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」の審査をお願いを

いたします。 

本件につきましては一括での審査をお願いします。 

御発言がありましたらお願いします。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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。 

討論がありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、討論ないようであり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86号 平成26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」につきましては、

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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第87号 平成26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第２号）】 

◎中村豊治委員長 

次に、125ページをお開きください。 

「議案第87号 平成26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第２号）の審査をお願いをいたし

ます。 

本件につきましては一括での審査をお願いいたします。 

御発言ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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。 

討論ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中村豊治委員長 

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87号 平成26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第２号）」につきましては、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すか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第92号 山田奉行所記念館条例の一部改正について】 

◎中村豊治委員長 

次に、条例等の議案書の９ページを開いてください。 

「議案第92号 山田奉行所記念館条例の一部改正について」の御審査をお願いいたします。 

御発言がありましたらお願いします。 

福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

こちらの指定管理者による管理のことなんですが、第４条では、法人その他の団体であってとい

うことになっております。 

今回、指定管理になられる団体のちょっと概要ですね、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

◎中村豊治委員長 

文化振興課長。 

 

●田辺文化振興課長 

山田奉行所記念館の指定管理者の候補でございます。 

現在、考えておりますのが、記念館の業務を今行っていただいております山田奉行所記念館友の

会でございます。 

こちらにつきましては、法人格を有しないＮＰＯでございます。 

平成17年５月９日に山田奉行所が開設されたわけでございますが、その以前に、このＮＰＯ団体

が結成されまして、奉行所の管理運営に当たっていただくということで、行っていただいておりま

す。 

会員につきましては、現在107名お見えになります。 

その中で、この施設の案内をいただく、運営委員あるいは協力員という方でございますが、その

方が７名お見えになります。 

この団体につきましては、17年に設置されて以来、この記念館の運営に当たっていただいておる

団体でございます。 

以上でございます。 
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◎中村豊治委員長 

福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

この山田奉行所記念館友の会とおっしゃいました。これが今、ＮＰＯとしても登録されていると、

それ間違いないですか。 

 

◎中村豊治委員長 

文化振興課長。 

 

●田辺文化振興課長 

法人格を有しない、任意の団体でございます。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

ＮＰＯ法人という状況ではないんですか、単なる法人格を有しない任意の団体と、先ほどＮＰＯ

とおっしゃってみえたんで。 

 

◎中村豊治委員長 

文化振興課長。 

 

●田辺文化振興課長 

はい、ＮＰＯ法人ではない、任意の団体でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

はい、福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

わかりました。 

先ほど運営委員及び他の協力員が７人とおっしゃいましたけど、運営委員が何人で、他の協力員

が何人か、ちょっとその辺を教えてください。 

 

◎中村豊治委員長 

文化振興課長。 
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●田辺文化振興課長 

運営委員につきましては、現在３名、協力員が４名の方が当たってもらっています。 

 

◎中村豊治委員長 

福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

わかりました。 

私ですね広報いせで、平成25年４月１日号の広報いせを見せていただいてますと、この時点では

運営委員が５人、協力員が７人ということで全部で12人が、このときにここに書いてございます。 

今、それが両方足して７人ということは、12人ですね、そうすると５人減っているわけですね、

既にね。その時の友の会の総勢が124人、会員総勢が124人と、こういうふうにうたっております。

今は107人ということで、人数もかなり減ってきて、これ１年半の間にかなり減っておりますよね。 

そんなことで、この友の会さんのですね、その会の運営というか、これは何か縮小しているよう

な気がするんですが、そういう意味で、やっぱりしっかりした団体として、今後もこれ、維持して

いただきたいという気持ちはありますので、この法人格になっていただくというようなことは、市

としては推奨するというか、そういう指導というかそういうのはないんでしょうか。 

 

◎中村豊治委員長 

文化振興課長。 

 

●田辺文化振興課長 

すいません、一つ訂正をお願いいたします。 

会員107名と申し上げたんですが、117名の誤りでございます。 

その他運営委員さんにつきましては、現在、管理運営に当たっていただいておる方でございます。 

広報いせで載せさせていただいたのは、登録されている人数でございます。 

法人に向けてのお話ですが、現在、この友の会の方につきましては、この指定管理を受けていた

だくお話を進めさせていただいているところでございますので、その中で法人格の話も協議させて

いただきたいと思います。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

わかりました。 

そういう意味でちょっと積極的にですね、そういうふうな体制をしっかりしていただきたいとい

う気もございますので、やはりきちっとした団体としていただくためには規約とかですね、収支報

告そういうのもしっかりしていただきたいと思いますので、そういう面ではちょっとそっちのほう

にしていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 



 13 

ありがとうございます。 

 

◎中村豊治委員長 

他にございますか。 

御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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92号 山田奉行所記念館条例の一部改正」につきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第93号 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部改正について】 

◎中村豊治委員長 

次に、21ページを開いてください。 

「議案第93号 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部改正について」の審査をお

願いいたします。 

御発言ありましたらお願いします。 

ないですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論ありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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。 
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「議案第93号 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部改正」につきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第94号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について】 

◎中村豊治委員長 

次に、24ページを開いてください。 

「議案第94号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について」の審査をお願いいたします。 

御発言ありましたらお願いします。 

ないですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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が、討論はありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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94号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正」につきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第95号 伊勢市離宮の湯条例の一部改正について】 

◎中村豊治委員長 

次に、28ページを開いてください。 

「議案第95号 伊勢市離宮の湯条例の一部改正について」の審査をお願いをいたします。 

御発言ありますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言ないようですので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

討論ないようでありますので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第95号 伊勢市離宮の湯条例の一部改正」につきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

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100号 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例及び伊勢市認知症対

応型共同生活介護事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の廃止について】 

◎中村豊治委員長 

次に57ページを開いてください。 

「議案第100号 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例及び伊勢市認知症

対応型共同生活介護事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の廃止について」の審査をお願い

をいたします。 

御発言ありましたらお願いします。 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

認知症対応型共同生活介護事業の廃止ということなんですけれども、これは現在おばたグループ

ホームを廃止するということやと思いますけれども、そこに今在籍していらっしゃる入所者、どの

程度いらっしゃるんでしょうか。 

 

◎中村豊治委員長 

はい、高齢・障がい福祉課長。 
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●中村高齢・障がい福祉課長 

楠木委員の御質問にお答えをいたします。 

現在はどなたも入っていらっしゃらない状況で、８月をもって皆さん別のところへ移転をされた

ところでございます。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

８月に退所されたと、別のところに移転されたということなんですけれども、その人数がどのく

らいいらっしゃったんでしょうか。 

 

◎中村豊治委員長 

高齢・障がい福祉課長。 

 

●中村高齢・障がい福祉課長 

定員は９名でございますが、今年度は８名の方が入所を当初していらっしゃいました。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

８名の方の移転ということなんですけれども御家族の意向とか、それから御本人の意向あるいは

病状などについてですね、十分に鑑みて適切なところに移転していただいたのか、そこらへんに無

理はなかったのかについてお聞きしたいと思いますが。 

 

◎中村豊治委員長 

高齢・障がい福祉課長。 

 

●中村高齢・障がい福祉課長 

入所していらっしゃる皆様、御一人一人に御本人様とその御家族様のほうにお話をさせていただ

く中で、当初の予定といたしまして26年度中に御理解を求める予定でございましたが、当初の予定

よりも早く皆様が移転をお決めになった状況でございます。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

楠木委員。 
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○楠木宏彦委員 

これを廃止しますと民間だけになると思うんですけれども、今、伊勢市内には幾つほど事業所が

あります。 

それから、その在籍者数について、教えていただきたいと思いますが。 

 

◎中村豊治委員長 

介護保険課長。 

 

●大井戸介護保険課長 

現在ですね、市内12圏域中、８圏域８事業所がございます。定員は135名で、若干の空きがある

ところもあると思いますが、100数十名の方が入っているということでございます。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

今現在、ほぼ満床だということなんですけれども、待機者は今、伊勢市内にどの程度いらっしゃ

るんでしょうか。 

 

◎中村豊治委員長 

介護保険課長。 

 

●大井戸介護保険課長 

データが若干、去年の11月１日現在しか持っておりませんが、市内の待機者でございますが、電

話調査によりますと53名が待機でございました。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

昨年の11月で53名ということなんですけれども、恐らく将来的にはですね、さらに増加傾向が見

込まれると思うんですけれども、その方たちのキャパシティ、今後どのように考えていらっしゃる

んでしょうか。 

 

◎中村豊治委員長 

介護保険課長。 
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●大井戸介護保険課長 

はい、次期介護保険計画、事業計画でもお示しさせていただきましたとおりですね、今後３年間

で３カ所、54床を整備する見込みでございます。 

現時点でもそれぞれの各施設に待機者見えると思いますが、少しずつ解消していきたいというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

はい、どうもありがとうございます。 

 

◎中村豊治委員長 

他にございましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、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すか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ないようでありますので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第100号 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例及び伊勢市認知症

対応型共同生活介護事業に地方公営企業法の一部を適用する条例の廃止」については、原案どおり

可決すべしと決定いたしまして、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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。 

 

【議案第111号 平成26年度伊勢市一般会計補正予算（第５号）教育民生委員会関係分】 

◎中村豊治委員長 

次に、「議案第111号 平成26年度伊勢市一般会計補正予算（第５号）」中、教育民生委員会関係
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分の審査をお願いいたします。 

24ページを開いてください。 

款３民生費のうち項１社会福祉費、項２老人福祉費、項３児童福祉費、項４生活保護費及び項６

国民年金事務費の一括での御審査をお願いいたします。 

御発言ありましたらお願いします。 

ないですか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようですので、款３民生費を終わります。 

36ページを開いてください。 

款４衛生費の審査を一括でお願いをいたします。 

36から39ページでございます。 

御発言ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようですので、款４衛生費を終わります。 

補正予算書の62ページを開いてください。 

款11教育費を款一括での審査をお願いいたします。 

62ページから73ページです。 

御発言ありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、款11教育費を終わります。 

以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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111号 平成26年度伊勢市一般会計補正予算（第５号）」中、教育民生委員会関係分につ

きましては、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。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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。 

 

【議案第112号 平成26年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）】 

◎中村豊治委員長 

次に、77ページをお開きください。 

「議案第112号 平成26年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」の審査をお願いい

たします。 

本件につきましては一括での審査をお願いいたします。 

御発言がありましたら。 

ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

ないようですので、以上で討論終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第112号 平成26年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」につきましては、

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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第113号 平成26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）】 

◎中村豊治委員長 

91ページを開いてください。 

「議案第113号 平成26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」の審査をお願い

をいたします。 

本件につきましても一括で御審査をお願いいたします。 
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91から102ページです。 

御発言ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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113号 平成26年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきましては、

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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第114号 平成26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号）】 

◎中村豊治委員長 

次に、103ページを開いてください。 

「議案第114号 平成26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号）」を御審査お願いいたし

ます。 

本件につきましても一括で審査をお願いいたします。 

103ページから116ページです。 

御発言ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論はありましたらお願いします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎中村豊治委員長 

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114号 平成26年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号）」につきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

【議案第115号 平成26年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）】 

◎中村豊治委員長 

次に、117ページを開いてください。 

「議案第115号 平成26年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号）」の審査をお願いいたします。 

本件につきましても一括の審査をお願いいたします。 

117ページから124ページです。 

御発言がありましたらお願いします。 

御発言ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論ありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

ないようですので、以上で討論終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第115号 平成26年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号）」につきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

御異議なしと認めます。 
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そのように決定いたしました。 

 

【議案第118号 伊勢市職員給与条例等の一部改正について】 

◎中村豊治委員長 

次に、「議案第118号 伊勢市職員給与条例等の一部改正について」のうち、教育民生委員会関係

分の御審査をお願いいたします。 

10ページをお開きください。 

教育民生委員会に関する部分につきましては、第９条、第10条になります。 

御発言がありましたらお願いいたします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御発言もないようでありますので、以上で審査を終わります。 

続いて討論を行いますが、討論はありますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

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118号 伊勢市職員給与条例等の一部改正について」のうち、教育民生委員会関係分に

つきましては、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〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

以上で付託案件の審査は全て終了いたしました。 

お諮りいたします。 

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を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〕 

 

◎中村豊治委員長 

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。 

これをもちまして教育民生委員会を閉会をさせていただきます。 
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