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会         議        記         録 

会 議 の 名 称 環境厚生常任委員会 
会議場所 第３委員会室 

担当職員 池永 

日 時 平成２７年１２月１４日（月曜日） 
開 議   午前  １０ 時 ００ 分 

閉 議   午後   ２ 時 ０４ 分 

出席委員 ◎明田 ○馬場 酒井 奥村 冨谷 平本 小松 

理事者 

出席者 

【環境市民部】 中川部長、西田市民生活・保険医療担当部長 

[環境政策課] 塩尻課長、西田環境保全担当課長 

[環境クリーン推進課] 辻村課長   [市民課] 小西課長   [保険医療課]  浦課長 

【健康福祉部】小川部長、 玉記保健・長寿担当部長  

[地域福祉課] 猪上課長、佐々木社会福祉担当課長、今西福祉総務係長  

[子育て支援課] 広瀬課長、阿久根保・幼連携担当課長  

[障害福祉課] 中村課長、岸田施策担当課長  [高齢福祉課] 小栗課長、吉田高齢者係長  

[健康増進課] 塚本課長、谷口健康企画係長 

【市立病院】 坂井病院事業管理者、佐々木管理部長 

 [医事課]小笹課長  

事務局 局長、鈴木係長、池永 

傍聴者 市民 １名 報道関係者 －名 議員２名（三上、竹田） 

 
 

会  議  の  概  要 
 
１ 開議 

 

 

２ 事務局日程説明 

 

 

３ 議案審査 

 

  

［理事者入室］市立病院 

 

（１）第７号議案 平成２７年度亀岡市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

＜病院事業管理者＞ 

（あいさつ） 

＜管理部長＞ 

（資料に基づき説明） 

～１０：０９ 

[質疑] 

＜馬場副委員長＞ 

業務委託しているが、病棟チェックなど専門性を要する作業がある。委託事務員の

能力差に対して、どのような対策をしているか。 

＜医事課長＞ 

医学的知識や保健の知識等、専門的知識が重要になってくる。一連のトレーニング
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を受けた人が配置されているが、専門的な手術等もあり、追いつかない部分もある。

現場で入力・点検したうえで、更に私の方でもチェックをしている。二重・三重の

チェックにより、業務内容の質の担保をはかっている。 

 

[理事者退室] 

～１０：１２ 

 

[理事者入室] 環境市民部 

 

 

（２）第１号議案 平成２７年度亀岡市一般会計補正予算（第３号） 

 

＜環境市民部長＞ 

（概要説明） 

なお、議案審査の後に、マイナンバーの通知状況について説明する。 

＜各課長＞ 

（資料に基づき説明） 

 

（質疑なし） 

～１０：２２ 

 

＜明田委員長＞ 

マイナンバーの説明を受ける。 

＜環境市民部長＞ 

（概要説明） 

＜市民課長＞ 

（資料に基づき説明） 

 

 [質疑] 

＜酒井委員＞ 

通知カード返戻時の対応について、総務省の通知に、届かなければ住民票を職権で

調査し削除することが示されているが、本市ではどのように対応するのか。 

＜市民課長＞ 

まずは実態調査を行う。まだ調査には至っていないが、今後調査を行い、住んでい

ない事実があれば職権消除となる。 

＜酒井委員＞ 

 実態をつかめなかった場合、２４３３件について調査するのか。 

＜市民課長＞  

「保管期間経過」の返戻は、郵便局の配達後、１週間の間に取りに来られなかった

ものであり、こちらから連絡を重ねれば取りにきていただけると考えている。「あ

て所なし」の７３５件は、転送不要の簡易書留で送付し返戻されたものであり、そ

の後、普通郵便でお知らせをしている。これは転送先にも届くので、これにより８

１件の受け取りを頂いている。今後も普通郵便などで連絡を重ね、受け取っていた

だきたい。実態調査をした後、改めてお知らせを送るなどをしていきたい。 

＜馬場副委員長＞ 



 3

今回、マイナンバーにかかわる補正予算はないのか。 

＜市民課長＞ 

債務負担行為はあるが、予算の補正はない。 

～１０：３２ 

 

 

（３）第２号議案 平成２７年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

＜環境市民部長＞ 

（概要説明）  

＜保険医療課長＞ 

（資料に基づき説明） 

 

（質疑なし） 

 

[理事者退室] 

～１０：３４ 

 

[理事者入室] 

 

 

（４）第１号議案 平成２７年度亀岡市一般会計補正予算（第３号） 

（５）第１８号議案 亀岡市総合福祉センターに係る指定管理者の指定について 

（６）第１９号議案 亀岡市曽我部いこいの家に係る指定管理者の指定について 

（７）第２０号議案 亀岡市畑野健康ふれあいセンターに係る指定管理者の指定につ

いて 

 

＜健康福祉部長＞ 

（あいさつ） 

＜各課長＞ 

 （資料に基づき説明） 

～１１：１１ 

 

[質疑] 

＜馬場副委員長＞ 

第１号議案、障害自立支援福祉費の障害者福祉サービス事業経費の介護・訓練等給

付費の増について、大きな補正であるが、制度の改変などがあったのか。理由は。 

＜障害福祉課長＞ 

障害者分と障害児分のサービスに分かれる。障害者分においては、グループホーム

の新規開設による増のほか、就労継続支援事業、就労移行支援事業、計画相談にか

かる経費が伸びている。障害児サービスの関係では、発達支援サービス、放課後等

デイサービスの利用が、市内での事業所の新規開設が続く中で増えた。発達支援サ

ービス事業所の受入定員が平成２６年度から２倍になったほか、平成２５年度は市

内に３カ所だった放課後等デイサービス事業所が、平成２６年度以降現在までに３

カ所新たに開設し、需要ニーズに対する受け入れ体制が充実したことによるもの。 
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＜馬場副委員長＞ 

Ｐ２４、２５、公立保育所運営経費増。５時間パート１５名を臨時職員賃金から非

常勤嘱託報酬に振り替えたことは歓迎すべきことだが、どのような処遇改善がされ

るのか。 

＜子育て支援課保・幼連携担当課長＞   

賃金の時は時間単価が８１０円で、一般事務と同じ金額であった。非常勤嘱託とな

り単価が１０３７円に上がった。  

＜馬場副委員長＞ 

社会保険はどうか。 

＜子育て支援課保・幼連携担当課長＞ 

労災と雇用保険は加入になるが、社会保険は週２９時間以上になるので、５時間パ

ートの人は入らない。 

＜馬場副委員長＞ 

公立保育所運営経費増で、中部・東部保育所の雨漏りの設計業務委託は、部分補修

か全面か。リフォームの程度は。 

＜子育て支援課保・幼連携担当課長＞ 

全面で考えている。 

＜酒井委員＞ 

扶助費が大幅に増加している。国・府からも入ってくるとは考えるが、市の一般財

源としては当初の見込みより、どのくらいの増加になるのか。 

＜障害福祉課長＞ 

 障害サービス分については、国１／２、府１／４、市１／４となっている。府の歳

出分と同額となる。 

＜酒井委員＞ 

 市の一般財源からの持ち出しについて、金額で分かるか。 

＜健康福祉部長＞ 

 各課に分かれている。後でまとめて資料を提出するので良いか。 

＜明田委員長＞ 

 それで良いか。 

＜了＞ 

＜酒井委員＞ 

前年度決算ベースで当初予算を組まれたと思うが、これから増えることが分かって

いてのことであった。さらに見込みより増えた要因は。 

＜健康福祉部長＞ 

子育て支援分については、公定価格が厚労省から小出しにされており、今年の歳出

予定がきちんと出ない。再度３月に補正を出すか、目間流用も考えられる。民間保

育園には言っているが、再度調整が必要になるかもしれない。特に私立保育園委託

料が大きく伸びた。障害福祉分は、サービスを受ける場合に、サービスの年間計画

を作っている。こういうものも新たな要素として出ている。地域福祉分は、特に生

活保護である。今年９月からの法改正の影響は少なく、人数的には微増であった。

しかし、高齢者の世帯で伸びてきている。当初予算は平成２６年度の数字をもって

するので、そのあたりが不確定要素になった。 

＜奥村委員＞ 

１９号、２０号議案の指定管理。一年間通じての内容や、実際の使用状況の説明を。

それだけの価値があるものなのか疑問。 
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＜高齢福祉課長＞ 

どちらも介護予防拠点として設置している。曽我部いこいの家は、生きがい活動・

通所事業、曽我部町の地区社協老人クラブ等が利用している。畑野は、サポート畑

野、オープンカフェひまわり、なかよしクラブ、やまびこ会、囲碁クラブ、将棋ク

ラブ等が利用している。 

＜奥村委員＞ 

稼働率や時間帯は。 

＜高齢福祉課長＞ 

曽我部いこいの家は、実際の開館日３０７日、使用日数８５日、稼働率２７.７％

で、畑野健康ふれあいセンターは、開館日３１１日、使用日数２４５日、稼働率７

８．８％である。 

＜奥村委員＞ 

曽我部いこいの家の指定管理の経費について、費用対効果はどう考えるか。 

＜高齢福祉課長＞ 

曽我部いこいの家の委託料は６１万７１４３円、畑野健康ふれあいセンターは５４

万７２００円である。委託料の中には、管理する人件費などがなく、市が管理した

場合は、職員の人件費など、これ以上にかかるので、費用対効果は出ていると考え

る。 

＜酒井委員＞ 

保育士がまだ不足している。待遇改善についての経費が今後必要になってくると考

えるが、見込みは。 

＜子育て支援課保・幼連携担当課長＞ 

亀岡市全体で同じ給料表を使ってやっているので、保育士だけというのは難しい状

況がある。人事課と協議をして改善を進めたいと担当課としては考えている。 

＜酒井委員＞ 

これまで委員会での説明では、保育所を選ばれているから入所できないという話で

あったが、年度当初から入れないということである。途中での補正ではなく、年度

当初から保育士を確保できるような予算にしておけないのか。 

＜子育て支援課保・幼連携担当課長＞ 

年度当初から保育士を募集しており、枠は若干持っていた。希望して来てくださっ

て配置が決まることになるので、予算的に枠はあったが、思うような配置にまでは

至らなかった。また、私立保育所も十分対応していただいているが、保育士の不足

で入れなかった人もいる。４月１日当初に入れなかった１５人については、どこに

も入れなかったというわけではなく、兄や姉がいるからなど、希望されていること

があって入れなかった。 

＜酒井委員＞ 

４月当初は保育所を選んでおられたということだが、今待っておられる人も保育所

を選んでいる人ばかりなのか。 

＜子育て支援課保・幼連携担当課長＞ 

今待っておられる人の多くは０歳児である。今の状況で０歳児を受け入れられると

ころがない。毎月状況が変わり、特に私立保育園では１歳になった時点で次のクラ

スに上げたりして、最大限組める努力をしていただいている。 

＜健康福祉部長＞ 

扶助費の合計額で、今回の補正に伴った必要な一般財源の数字が出たので、資料提

出ではなく、今申し上げる。生活保護関係１６３６万円、未熟児医療費８３万円、
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こども医療費１７３３万６千円、こども医療費の子ども分２７０万円、福祉医療費

の障害分５０４万６千円。障害児福祉サービス分７９２５万３千円。部全体として

は、合計し、一般財源が１億２６２１万５千円である。 

＜酒井委員＞ 

それくらいの金額なら、前年度の決算ベースでしなくても、今までの伸びを見て、

当初予算の段階から、不確定要素以外の分は盛り込んでおいても良いのではないか。 

＜健康福祉部長＞ 

これをたてる時期は、例年１２月から１月になる。今回で言うと、平成２７年度の

数字は難しく、平成２５年度から平成２６年度の伸び率を見ることになる。財政当

局は安全パイを見てくれないので、平均値などで査定を受けることになる。特に今

年は法改正が出てきており、それらの不確定要素が盛り込めなかったことが補正の

大きな理由である。 

＜酒井委員＞ 

 不確定要素は入れられないと思うが、平成２６年度までは伸びを見て、確実な金額

を予算にあげておられた。決算のまま伸びない数字で予算を入れるのではなく、不

確定要素以外のものを当初予算に盛り込むことが必要だったのではないか。次も今

回と同じようなことになるのか。 

＜健康福祉部長＞ 

どうしても予算は前年度予算と比べ、決算と比べることにはならない。審議いただ

く時も、平成２６年度予算に比べて平成２７年度予算はどうだったのか、というス

タンスで財政当局ともやる。平成２６年度の数字が上がった時には、こういう理由

で上がっているので平成２８年度に反映させてほしいとなる。そこには平成２７年

度の要素が入っていないので、次も同じようなことになりうるということを理解い

ただきたい。 

～１１：３６ 

 

４ 行政報告 

（１）改定亀岡市地域福祉計画（素案）について 

（２）かめおか健康プラン２１（第２次亀岡市健康増進計画）計画案について 

 

＜健康福祉部長＞ 

 （概要説明） 

 

＜地域福祉課社会福祉担当課長＞ 

（資料に基づき説明） 

～１１：４４ 

 

＜健康増進課長＞ 

（資料に基づき説明） 

～１１：５４ 

 

[質疑] 

＜馬場副委員長＞ 

第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～と、かめおか健康プラン２１は１０年スパン

だが、地域福祉計画は５年スパンの計画である。相互の関係は。 
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＜地域福祉課社会福祉担当課長＞ 

地域福祉計画は５年ごとに見直しをするので、この期間になっている。夢ビジョン

も５年後に後期基本計画がある、地域福祉に関する様々な動向はよく変化するので、

それらをできるだけ的確に盛り込んでいくために５年間とした。 

＜健康増進課長＞ 

健康づくりは長期的な取り組みで結果を得るものとして、健康増進計画は１０年と

している。５年で中間評価もしながら随時見直しを考えている。 

＜馬場副委員長＞ 

社会一般に貧困の深化がある。その見通しによって対応を考えるということか。 

＜地域福祉課社会福祉担当課長＞ 

地域福祉計画の中では、孤立を招く要因の１つとして貧困を捉えている。そういう

形での対策を考えている。 

＜馬場副委員長＞ 

健康寿命延伸の具体的な目標は。 

＜健康増進課長＞ 

５年で１歳延伸したいと考えている。 

＜馬場副委員長＞ 

この計画は１０年なので、１０年間で２歳ということか。 

＜健康増進課長＞ 

いろいろな施策をしていくところであり、まずは５年をスパンとし、前半の内容を

把握しながら、後半でいろいろな施策を考えていきたい。 

＜健康福祉部保健・長寿担当部長＞ 

具体的に計画の中に、５年で１歳延伸とは記載していない。国の方も平均寿命の増

加分を上回る健康寿命の増進と言っている。ただ、京都府が健康寿命を５年で１歳

延伸したいという目標を持っているので、それに準じて施策をしていきたいという

ことである。 

～１１：５８ 

[健康福祉部 退出] 

 

＜休憩 １１：５８－１３：００＞ 

 

＜明田委員長＞ 

 自由討議の希望はあるか。 

＜酒井委員＞ 

 希望する。 

＜奥村委員＞ 

 保育士の待遇は人事課が担当であり、各課で自由に単価を決められないということ

であった。今後も本当にそれで良いのか。また、保育士が６０歳になってから、あ

と５年間ほど、どのように本市の保育業務に貢献されているのか討議したい。 

＜酒井委員＞ 

潜在的待機児童の問題は深刻である。答弁では、子育て支援課だけではできないと

のことであった。委員会としてこの問題の解消を後押しできる議論ができればと考

える。 

＜明田委員長＞ 

待遇改善については難しい問題をはらんでいる。自由討議をするということで良い
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か。 

＜了＞ 

＜奥村委員＞ 

アルバイト職員の賃金も、長い間変更していないのではないか。財政状況もあるが、

委員会として改善を要望してはどうか。 

＜冨谷委員＞ 

市長も子育て第一と打ち出している。財源は厳しいが、預け先がないのは深刻であ

り、優先すべきである。処遇改善は必要だと考える。 

＜平本委員＞ 

潜在的待機児童の改善策について見通しがないという話だった。待遇改善を含めて、

子育て支援として重要だと考える。 

＜馬場副委員長＞ 

１つ目には、保育の質の確保をどう図るかが問われている。うつぶせ寝で死亡事故

を起こした園の責任が問われていた。一方で国が補助金を出さず、公立をやめて私

立にしていくなどの大きな流れの中、地方自治体としてどう守っていくのか。財源

に限りがある中、どういう知恵を出していくか。地域の保育を確保するために、保

育士ＯＢに知恵を出していただく会議を市として組織する必要があるのではない

か。２つ目には、労働環境の悪化。正規雇用ではない女性の労働者が増えている。

日本が伸びていくためには、大きな取り組みがいるのではないか。 

＜明田委員長＞ 

どのような形で取り組めば良いか。 

＜酒井委員＞ 

環境改善が根本的に必要だと考えるが、財源だけでなく仕組みの問題でも難しいと

いう答弁があった。例えば年度途中に入れない児童が多く、しかも０歳児とのこと

なので、生まれてから保育所の申し込みをするのではなく、事前にニーズを調査し、

どれくらいの保育士の確保が必要かを把握することが大事だと考える。工夫できる

余地があれば担当課に具体策を検討いただき、委員会で後押しするのが良いのでは

ないか。 

＜小松委員＞ 

０歳児の保育には多くの保育士が必要であり、体制が難しく保育士の確保ができな

い。保育士の確保は一生懸命やっているが、賃金の関係もあり、京都市内に流れや

すいということもある。若い先生も責任が重くなりたがらない。市も応援体制をし

ているが、保育士の確保に、もう少し力を入れてほしい。 

＜明田委員長＞ 

難しい内容を含んでいる。委員会として申し入れをするのか。もう一度説明を聞く

のか、どのようなやり方でいくか。 

＜酒井委員＞ 

 これ以上説明を聞くよりも、何らかの取り組みをしていただきたいという意思表示

を委員会から行い、一定期間経過後に報告をもらうという形でどうか。 

＜明田委員長＞ 

体制そのものや、保育士の待遇について改善の申し入れをし、検討期間を置いてか

ら、再度委員会に説明をされたいということで良いか。 

＜馬場副委員長＞ 

項目はそれで良いが、公立・私立の各保育園で、正規職員と非常勤職員の体制がど

うなっているのか、概要を説明いただきたい。基本は正規職員の採用で行くべきだ
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と考えている。 

＜明田委員長＞ 

現状の体制を含めて、再度話し合いをするということで良いか。 

＜馬場副委員長＞ 

前回出していただいた資料の説明と、保育士が各園でどう支えているのかを説明い

ただいたら良いのではないか 

＜明田委員長＞ 

それで良いか。 

＜了＞ 

＜酒井委員＞ 

部長の答弁で、予算は前年度予算と比べてたてるので、平成２８年度も同じように

なると言われたが、そもそも今年度予算も扶助費は平成２５年度の決算ベースで組

んだということだった。扶助費等は年々伸びていくという趨勢を見通せているのだ

から、過年度の決算と同じ金額で予算を組んで、平成２８年度も同じことになると

いうのはどうなのか。分かっている分についてはきちんと見込むべきである。今回

は賛成とするが、このような予算の組み方はどうなのか。 

＜明田委員長＞ 

予算編成の時に、どのような事情があるのか分からないが、部長があのような答弁

をしているということは、他との関連があってのことかと思う。 

＜馬場副委員長＞ 

民間と違い、国・府の補助金に頼った事業が多い。また、建設関係は当初予算に事

業費を多く付けて最終的には補正で落とすが、福祉関係はそもそもつかない。やり

たくても、よほどの根拠がなかったら、補助額の確定に至らないのではないか。 

＜奥村委員＞ 

建設関係でも、通常の維持関係はシビアに見ている。道を造る、建物を建てるなど

の新規事業は、一定の額をみていく中で落ちる場合もある。福祉は補助金関係で難

しい。国が確定しなかったらなかなか出ない。財政は補正を前提に対応しようと考

えているのではないか。 

＜明田委員長＞ 

こちらでたくさん予算をつけると補助金が少なくなるということもあるようであ

る。 

＜酒井委員＞ 

補助金事業ではなく、国・府の負担率が決まっている扶助費等について、今までの

趨勢を見込んだ上で予算をたてていかないと、後から補正をすれば良いというので

は困るということである。 

＜明田委員長＞ 

最終的に決算の時には出てくるものである。また機会をみて指摘されたら良いと考

える。他に意見はあるか。 

（意見なし） 

＜明田委員長＞ 

では自由討議を終了する。意見を健康福祉部に申し入れ、回答をもらう機会を作り

たい。詳細は正副委員長に一任いただきたい。 

～１３：２４ 

 

５ 討論～採決 
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[討論]  

＜酒井委員＞ 

１号議案に賛成。当初予算で見込むべきものは見込んでおいていただきたいという

意見をつけて賛成。健康福祉部だけの問題ではなく全体に対して言えることである。 

 

[採決]  

第 １号議案  挙手 全員 可決 

第 ２号議案  挙手 全員 可決 

第 ７号議案  挙手 全員 可決 

第１８号議案  挙手 全員 可決 

第１９号議案  挙手 全員 可決 

第２０号議案  挙手 全員 可決 

 

［指摘要望事項］ 

＜明田委員長＞ 

指摘要望事項の意見があれば。 

＜酒井委員＞ 

 潜在的待機児童の件について、指摘要望にもできるならお願いしたい。 

＜明田委員長＞ 

 指摘要望の方で良いか。 

＜酒井委員＞ 

 両方で。 

＜明田委員長＞ 

 指摘要望と申し入れとの関連は。 

＜議会事務局長＞ 

 指摘要望で挙げた事項について申し入れをしてはいけないということはないが、指

摘要望は議長名で正式に執行部に通知するものである。指摘要望したことについて

説明を求めるということで、委員会に執行部を呼んで内容の説明を求めることはで

きる。 

＜明田委員長＞ 

 いずれにせよ回答を求めることができるが、議長から申し入れる方が良いと考える。 

＜了＞ 

＜明田委員長＞ 

それ以外の指摘要望はあるか。 

（意見なし） 

＜明田委員長＞ 

 委員長報告については次の委員会で報告する。字句等については正副委員長に一任

願う。 

 

～１３：３２ 

 

６ 陳情について 

  ○安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める陳情書 
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＜明田委員長＞   

陳情について、どのように取り扱うか意見を。 

＜馬場副委員長＞ 

陳情だが、文言等の重要さからいえば意見書を提出すべきと考える。一致できるな

ら、この内容で、常任委員長名でやってはどうか。 

＜酒井委員＞ 

持参されているので、まずこの内容について話し合ったうえで意見書をどうするか

ということになるのでは。 

＜明田委員長＞ 

あらかじめ配付されており目を通していると考えるが、改めて行うか。 

＜酒井委員＞ 

郵送なら聞きおく程度だが、持参されているので、どうするか話し合ったら良いの

では。 

＜明田委員長＞ 

馬場副委員長が、これを取り上げてはどうかと言われたが。 

＜酒井委員＞ 

取り上げるというのは、これを話し合うように取り上げたらということであって、

意見書を出すかという話ではないのでは。 

＜明田委員長＞ 

 意見書を出したらどうかと言われた。 

＜酒井委員＞ 

了解した。増員を求めるのは必要かもしれないが、自己負担を減らすなど具体的な

ことが書かれており、これについて全員が一致しないと出せない。意見書項目の

「３」は難しい。この文言で意見書を出すのは難しいと考える。 

＜小松委員＞ 

 聞き置く程度で良いと考える。 

＜馬場副委員長＞ 

郵送ではなく、直接持参された陳情の扱いをどうするか。持参された陳情は基本的

には議論し、陳情者の意図に沿った形で意見書をあげるという取り扱いが一番良い。

また、酒井委員は項目「３」に異論があるとのことなので、その部分を外してはど

うか。請願と陳情の違いについて、事務局の説明を求めたい。 

＜議事調査係長＞ 

請願は、本会議で採択・不採択を決定し、採択されれば議会の意思となる。陳情は

請願という制度で出されておらず、所管の常任委員会で取り扱いを諮る。今回は意

見書の提出をしてほしいという陳情なので、そのあたりを踏まえて協議いただきた

い。 

＜明田委員長＞ 

既に意見が分かれているので、当委員会としてはなかなか難しい。内容を一部修正

する意見も出ているが、意見が二分している以上難しいのでは。 

＜酒井委員＞ 

 持参された陳情なので、委員会として話し合うことを決めた上で、この陳情の内容

について議論しては。２段階に分けて話をしないといけないのでは。 

＜明田委員長＞ 

 各委員はその内容を確認の上、今審議していると考える。２段階に分けて話をする

方が良いという意見は他にあるか。 
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（意見なし） 

＜酒井委員＞ 

 今まで直接持参の陳情は、請願と同じように話をしていたと考える。もちろん目を

通してきているが、それについて委員会で取り扱わずに聞きおく程度とするのか。 

＜明田委員長＞ 

 取り扱うということは、この委員会での話し合いだけでなく、今後手続きに沿って

進めるということで、それはできないということである。なお、今ここで既に議論

されている。聞きおく程度というのは、そこまでもいかなかった。各委員が前もっ

て目を通し、それなりの考えのもとに発言されたものであると考える。今回の陳情

は、結果としては聞きおく程度になるが、内容については今議論されていたので、

それなりの効果があったのではないかと考える。 

 

７ 議会だよりの掲載事項等について 

 

（１）議会だよりの掲載事項について 

＜馬場副委員長＞ 

一般会計補正予算全体の中で、環境厚生の金額が最も大きい。金額と事業内容の報

告と、保育士の確保などの議論の内容を出していくのが良いのでは。 

＜酒井委員＞ 

スペースの関係もあるので、金額と内容は議論のあったところだけで良いのでは。 

＜明田委員長＞ 

その方向でまとめていったら良いのではないかと考える。正副委員長に一任願いた

い。 

＜了＞ 

～１３：４６ 

 

（２）議会報告会の意見対応について（１１月１１日、１３日、１６日開催分） 
 

[委員長から意見・要望などの概要及び当日回答内容を項目ごとに報告、対応を協議] 

 

・亀岡中部 ２：参 考 

・東 本 梅 ６：調査回答 

・  〃   ７：参 考 

・曽 我 部 １：参 考 

・  〃   ７：参 考 

・  旭   ２：参 考 

・  〃   ３：参 考 

・  〃   ４：参 考 

・  〃   ９：報 告 

～１３：５６ 

 

８ 病院事業について 

＜明田委員長＞ 

１１月１１日の月例で出ていた意見をまとめた質問項目要旨（案）を配付した。次

回は聞きたい項目を病院側に提出して、玉井病院長からも話を聞くことになる。こ
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の内容で良いか。 

＜酒井委員＞ 

前回医療指標と言ったが、臨床指標に変えていただきたい。また、救急応需率は資

料に掲載されていたがどうするか。 

＜馬場副委員長＞ 

 入れておいて良いのでは。 

 

９ その他 

○次回の月例開催について 

 

＜明田委員長＞ 

 日程を決める。予定では１月１２日（火）になるが。 

＜事務局＞ 

次回は病院に行って話を聞くが、院長の都合もあり、水曜日か金曜日で調整いただ

きたい。 

（日程調整） 

＜明田委員長＞ 

病院側と調整し、改めて連絡する。次の委員会は１８日（金）に委員長報告の確認

を行う。 
 

 散会 ～１４：０４ 


