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文教福祉委員会会議録 

 

令和元年１２月１８日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時５１分閉議（実時間９３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９４号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第９５号・令和元年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第２号 

１．議案第９６号・令和元年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第３号 

１．議案第９９号・令和元年度八代市診療所特

別会計補正予算・第１号 

１．議案第１０３号・指定管理者の指定につい

て（八代市立図書館） 

１．議案第１１２号・財産の無償譲渡について 

１．議案第１２６号・八代市立保育園の設置及

び管理に関する条例の一部改正について 

１．議案第１２９号・令和元年度八代市一般会

計補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第１３０号・令和元年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第４号 

１．所管事務調査 

 ・教育に関する諸問題の調査 

 ・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （第２期八代市子ども・子育て支援事業計画

の策定について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  西 濵 和 博 君 

副委員長  村 山 俊 臣 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  百 田   隆 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       桑 田 謙 治 君 

  教育部次長     松 岡   猛 君 

  学校教育課長    西 村   裕 君 

  生涯学習課長    岩 崎 龍 一 君 
 
 健康福祉部長兼 
            丸 山 智 子 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            白 川 健 次 君 
  福祉事務所次長 
 

  国保ねんきん課長  鶴 田 洋 明 君 
 
  国保ねんきん課主幹 
            西 村 裕 明 君 
  兼保険税係長 
 

  長寿支援課長    野 田 章 浩 君 

  健康福祉政策課長  續   良 彦 君 

  理事兼こども未来課長 田 中 かおり 君 

                              

○記録担当書記     鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（西濵和博君） 皆様、おはようござ

います。(｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）定刻となり、定足数に達しておりますの

で、ただいまから文教福祉委員会を開会いたし

ます。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（西濵和博君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分を議題と
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し、説明を求めます。 

 それでは、まず歳出の第９款・教育費につい

て、教育部から御説明をお願いいたします。 

○教育部長（桑田謙治君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部でございます。 

 教育部では、１２月定例市議会に議案第９４

号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第８

号において、要保護・準要保護就学援助事業、

小学校分及び中学校分の２事業について補正予

算をお願いしております。 

 これらの予算につきましては、生活困窮世帯

の児童・生徒の就学支援につながるものでござ

います。また、人事院勧告等に伴う人件費の補

正も行っております。 

 つきましては、御審議の上、御承認いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 詳細につきましては、松岡教育部次長が説明

いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

○教育部次長（松岡 猛君） おはようござい

ます。(｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部次長の松岡でございます。よろしくお願

いいたします。それでは、着座にて説明をさせ

ていただきます。 

○委員長（西濵和博君） どうぞ。 

○教育部次長（松岡 猛君） 議案第９４号・

令和元年度八代市一般会計補正予算・第８号

中、教育部所管分について説明いたします。 

 なお、今回の補正予算につきましては、本年

度の人事院勧告等に準じた給与改定等を含む人

件費の補正が行われておりますので、まず、給

与改定の内容につきまして説明をさせていただ

きます。 

 給与改定につきましては、本市におきまして

は３年連続の引き上げとなっております。 

 今回の改定では、給料表、期末勤勉手当が対

象となっており、まず、給料表につきまして

は、水準を平均０.１０％引き上げるものでご

ざいます。これは、若年層に重点を置いた引き

上げ改定となっており、この改定による引き上

げ対象者は全会計で２７０名となっておりま

す。 

 次に、期末勤勉手当につきましては、年間支

給月数を４.４５月から４.５０月へ０.０５月

引き上げるものでございます。 

 そのほか、給与改定以外の補正の増減の要因

といたしましては、人事異動に伴う職員数の変

動、休職者や育児休業者、市町村職員共済組合

等の負担金の率改定の影響によるものでござい

ます。 

 それでは、予算書の１３ページをお願いいた

します。 

 歳出の第９款・教育費に１８６４万１０００

円を追加し、補正後の額を４７億７１２２万６

０００円とするものでございます。なお、補正

額中、教育部が所管いたします額は４７９万１

０００円の減額補正となりまして、その他の額

２３４３万２０００円は、経済文化交流部が所

管するものでございます。 

 それでは、予算書の２７ページをお願いいた

します。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費では、教育長と教育部職員５５人分の補

正として、６２７万２０００円を減額補正して

おります。減額の理由は、給与改定による影響

額よりも、人事異動等による給料等の減額が大

きいことによるものでございます。 

 続きまして、次ページ２８ページをお願いい

たします。 

 目３・教育サポートセンター費では、職員３

人分の補正として４６万７０００円を減額補正

しております。減額の理由は、給与改定による

影響額よりも人事異動等による給料、手当等の

減額が大きいことによるものです。 

 次に、項２・小学校費、目２・教育振興費、
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要保護・準要保護就学援助事業に１３６万円を

計上しております。本事業は、学校教育法に基

づき、経済的に就学困難な児童・生徒、または

入学予定者の保護者に対し、就学援助を行うも

のであります。 

 今回、文部科学省が定める２０１９年度要保

護児童生徒援助費補助金予算単価等において、

新入学児童の保護者に対し支給する新入学用品

費が４万６００円から５万６００円に増額改定

されたことに伴い、対象児童１３６人に改定差

額１万円を支給するために要する経費を補正す

るものでございます。 

 次に、項３・中学校費、目２・教育振興費、

要保護・準要保護就学援助事業に１９２万円を

計上しております。これは、先ほどの小学校費

と同様の理由で、新入学生徒の保護者に対し支

給する新入学用品費が４万７４００円から５万

７４００円に増額改定されたことに伴い、対象

生徒１９２人に改定差額１万円を支給するため

に要する経費を補正するものでございます。 

 次に、２９ページをお願いいたします。 

 項５・幼稚園費、目１・幼稚園費では、職員

２４人分の補正として１７３万１０００円を減

額補正しております。減額の理由は、給与改定

による影響額よりも、人事異動等による給料、

手当等の減額が大きいことによるものです。 

 次に、項６・学校給食費、目１・学校給食費

では、職員９人分の補正として４６万６０００

円を減額補正しております。減額の理由は、給

与改定による影響額よりも、人事異動等による

給料、手当等の減額が大きいことによるもので

す。 

 次に、下段の項７・社会教育費、目１・社会

教育総務費及び次ページ３０ページの上段、目

２・公民館費は、生涯学習課職員２１人分の人

件費でございます。社会教育総務費は、職員７

人分で１３７０万２０００円の減額、公民館費

は職員１４人分で９１６万９０００円の増額と

なっておりますが、これは給与改定による影響

のほか、職員３名の課内における人員配置の変

更により、その３名分の人件費の所属費目が変

わったことなどによる補正でございます。 

 次に、３０ページの中ほど、目５・博物館費

でございますが、こちらは職員９人分で人事異

動や給与改定により５３９万８０００円を増額

補正しております。 

 以上で補正予算の説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（西濵和博君） では、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 要保護・準要保護就学

支援事業なんですが、財源は一般財源というこ

となんですけど、これは交付税措置かなんかあ

っていう話なんですか。 

○学校教育課長（西村 裕君） 失礼いたしま

す。ただいまの御質問ですが、これは全て一般

財源ということになります。（委員亀田英雄君

「交付税措置はなかですか」と呼ぶ）はい。 

○委員（亀田英雄君） 市の持ち出しという話

なんですか。（学校教育課長西村裕君「はい、

そのとおりでございます」と呼ぶ）はい、わか

りました。 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。 

○委員（亀田英雄君） よかです。 

○委員長（西濵和博君） ほかにございません

か。 

○委員（古嶋津義君） ３０ページの博物館

費、ここもよかっかな。 

 聞いたところによれば、学芸員の数が１名減

になっているんですか。 

○教育部長（桑田謙治君） １名減でなっとり

ます。 

○委員（古嶋津義君） そして、１名の方がち

ょっと病気で今、長期休暇をとられていると。

大変困っている状況のようでありますが、その
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辺の対応といいますか、その辺な、何かありま

すでしょうか。 

○教育部長（桑田謙治君） 今、古嶋委員おっ

しゃられましたように、１人が今休みをとって

います。で、その対応策としましてですね、事

務の職員をですね、１人臨時職員を配置してい

ただいて、その対応をしているところでござい

ます。今のところは、事務的な処理におきまし

ては支障がないということで聞いております。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） 長期休んでる方につき

ましては、仕事が彼にちょっと偏っていた部分

があるようにお聞きをいたしております。その

辺の少し対応といいますか、していただけん

と、また、こういう事例がくるんじゃないかな

というふうに思っとりますが、その辺のところ

は、部長いかがですか。 

○教育部長（桑田謙治君） 今おっしゃられま

したように、当該職員のほうに負担がかかって

いるということで、それも一つの原因として、

休んでいることになったかと思います。 

 そこで、今回、先ほども言いましたように臨

時職員を今年度は対応するということと、もう

一つ、今、組織の見直し等もお願いをしてると

ころでございますので、そういったことからも

その解消に向けて取り組んでいきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） 私の家内が、ちょうど

県のこころの医療センターの看護師でありまし

たので、ほかの方よりちょっと詳しい状況であ

りますが、なかなかですね、１回病気になると

１年、２年で完治をするということはなかなか

難しいところであります。まあ、外目はです

ね、何なかっだろうというふうに見えますが、

なかなかその辺のところは大変なことでござい

ます。ぜひ全庁的にもあると思いますので、そ

の辺のところ、よく気をつけてお願いをしたい

なと思うんです。 

 以上です。 

○委員長（西濵和博君） 御要望ということ

で。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（西濵和博君） ほかにございません

か。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと話ば戻してよ

かですか。さっきの話なんですが、補正予算で

対応ということなんで、これは新規の事業にな

っとですかね。ちょっと私が理解でけんとばっ

てんが。 

○委員長（西濵和博君） 要保護・準要保護の

関係ですね。 

○委員（亀田英雄君） そうです、そうです。 

○委員長（西濵和博君） どなたがお答えにな

りますか。 

○教育部長（桑田謙治君） この事業につきま

しては、新規ではございません。ずっと継続

で。（委員亀田英雄君「ああ、ずっとしとんな

っとですか」と呼ぶ）はい。で、先ほどありま

したように、国の単価が改定になりまして、そ

の差額分１万円ずつ、差額分を補正するもので

ございます。（委員亀田英雄君「わかりまし

た。了解です」と呼ぶ） 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ以上で質疑

を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） 以上で、第９款・教

育費について終了します。 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午前１０時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午前１０時１６分 本会） 

○委員長（西濵和博君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛

生費について、健康福祉部から説明を願いま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）健康福祉部でございます。

本日は大変お世話になります。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、議案第９４号・令和元年度八代市

一般会計補正予算・第８号のうち、第３款・民

生費及び第４款・衛生費の健康福祉部所管分に

つきまして、白川次長から御説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（白川健次

君） 皆様、おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の白

川でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。 

○委員長（西濵和博君） どうぞ。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（白川健次

君） それでは、議案第９４号・令和元年度八

代市一般会計補正予算・第８号をお願いいたし

ます。文教福祉委員会付託分のうち、健康福祉

部所管分について御説明をいたします。 

 なお、今回の補正予算における人件費の補正

内容につきましては、先ほど教育費で説明があ

りましたとおり、給与改定によるものを初め、

人事異動や育児休業者、市町村職員共済組合等

の負担金の率改定の影響による人件費の増減額

を補正するものでございます。 

 それでは、補正予算書の３ページをお願いい

たします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、まず、款３・民生費の項１・社会福祉費

で２９９万１０００円を減額補正し、補正後の

予算額は１１１億６２５５万８０００円に、項

２・児童福祉費で、補正額１９６０万１０００

円を追加し、補正後の予算額は９５億１１９０

万６０００円に、項３・生活保護費で９２８万

２０００円を減額補正し、補正後の予算額は３

１億３８１９万４０００円としております。民

生費の総額は、３つ上になりますが、２３８億

１５２８万円でございます。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で補

正額９万５０００円を追加し、補正後の予算額

は１７億８５３０万３０００円とし、衛生費の

総額は、１つ上になりますが、３６億４８６４

万８０００円としております。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。１９ページをお願いいたします。 

 上の表の款３・民生費、項１・社会福祉費、

目１・社会福祉総務費で、職員１４人分の補正

として６万８０００円の減額を計上しておりま

す。これは、給与改定による影響よりも人事異

動に伴う給料の減額が大きいことから、人件費

の減額補正を行うものです。 

 次に、目２・老人福祉対策費で、職員５人分

の補正として７５万５０００円を計上しており

ます。これは、人事異動に伴う給料の増や給与

改定等に伴う人件費の増額補正です。 

 次の目４・障害福祉対策費で、職員２３人分

の補正として７７７万８０００円の減額を計上

しております。これは、給与改定による影響よ

りも人事異動に伴う給料、手当等の減額が大き

いことから、人件費の減額補正を行うもので

す。 

 次の目５・国民年金費で、職員５人分の補正

として４１０万円を計上しております。これ

は、人事異動に伴う給料、手当等の増や給与改

定等に伴う人件費の増額補正です。 

 次に、下の表になりますが、項２・児童福祉

費、目１・児童福祉総務費で、職員２１人分の

補正として１２１８万５０００円を計上してお

ります。これは、人事異動に伴う給料、手当等
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の増や給与改定等に伴う人件費の増額補正で

す。 

 次に、２０ページをお願いします。 

 上の表の目３・保育所費で、職員７９人分の

補正として７４１万６０００円を計上しており

ます。 

 これは、保育士４人の増などの人事異動に伴

う給料、手当等の増や、給与改定等に伴う人件

費の増額補正です。 

 次に、下の表になりますが、項３・生活保護

費、目１・生活保護総務費で、職員２６人分の

補正として９２８万２０００円の減額を計上し

ております。これは、給与改定による影響より

も人事異動に伴う給料、手当等の減額が大きい

ことから、人件費の減額補正を行うものです。 

 次に、２１ページをお願いします。 

 上の表の款４・衛生費、項１・保健衛生費、

目１・保健衛生総務費で９万５０００円を増額

しております。その内訳ですが、まず、節２・

給料から節４・共済費までの１２９万６０００

円の減額は、職員３７人分の補正で給与改定に

よる影響よりも、人事異動や４人の育児休業に

伴う給料、手当等の減額が大きいことから、人

件費の減額補正を行うものです。 

 また、乳幼児健康支援事業に節１３・委託料

１３９万１０００円を計上しております。これ

は、令和２年６月から開始されるマイナポータ

ルを通じた本人等への乳幼児健診等の健診デー

タの提供や市区町村間での情報連携等による母

子保健情報の利活用の推進に伴い、これらの情

報の登録を行う自治体中間サーバーのデータ標

準レイアウトに対応するため、健康管理システ

ムの改修に要する費用を補正するものでござい

ます。なお、特定財源として、国からの補助金

があります。 

 以上で、議案第９４号・令和元年度八代市一

般会計補正予算・第８号のうち、健康福祉部所

管分の説明とさせていただきます。御審議のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（西濵和博君） では、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なしということで、

では、意見がありましたら、お願いいたしま

す。 

○委員（亀田英雄君） 今回は、給与増額の提

案なんですが、もう多くの八代の人たちが実感

されているかと思いますが、八代の経済状況は

そんなによくないかというふうに感じておりま

す。で、その中での給与値上げですので、なる

だけですね、職員の皆さんも気がけて、八代の

経済に寄与していただけるということを思って

ですね、いただければというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（西濵和博君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 しばらくお待ちください。 

                              

◎議案第９５号・令和元年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第２号 

○委員長（西濵和博君） 次に、議案第９５

号・令和元年度八代市国民健康保険特別会計補

正予算・第２号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 それでは、議案第９５号・令和元年度八代市
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国民健康保険特別会計補正予算・第２号につき

まして、国保ねんきん課の鶴田課長から御説明

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（鶴田洋明君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）国保ねんきん課の鶴田でございます。

よろしくお願いいたします。それでは、着座に

て説明させていただきます。 

○委員長（西濵和博君） はい。 

○国保ねんきん課長（鶴田洋明君） 私から

は、議案第９５号・令和元年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第２号について御説明

申し上げます。 

 資料は、お手元の補正予算書にて御説明いた

します。令和元年度八代市国民健康保険特別会

計補正予算書（第２号）でございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ３１６万２０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

７９億１２５９万３０００円といたしておりま

す。 

 第２条においては、債務負担行為を追加して

おります。 

 それでは、内容につきまして、５ページをお

願いいたします。 

 ５ページの下の段、３.歳出の款１・総務

費、項１・総務管理費、目１・一般管理費に３

１６万２０００円を追加しております。 

 内訳につきましては、説明欄の国民健康保険

事務事業で、その詳細は電算システムの改修に

かかる経費でございまして、１つは、被保険者

に係る資格管理のメニューに、外国人被保険者

の在留資格関係が追加されるもので、これは人

材不足が深刻化する産業分野に外国人の人材を

受け入れることを目的とした、新たな在留資格

の創設に伴うものでございます。 

 もう一つは、健康保険法の改正によりまし

て、令和３年３月からマイナンバーカードを健

康保険証として活用することに伴い、医療機関

の窓口で被保険者の資格確認を可能とするため

に行うものでございます。 

 財源につきましては、上の段、２.歳入、款

６・国庫支出金、項１・国庫補助金に歳出と同

額の３１６万２０００円を計上いたしておりま

す。いずれも１０分の１０の全額国庫補助でご

ざいます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 これは、医療機関から国保連合会を通して請

求されます診療報酬明細書、いわゆるレセプト

の点検整理の業務委託に係る経費について、来

年度の契約に当たり、地方自治法の規定により

債務負担行為を設定するものでございます。な

お、その限度額につきましては、点検項目ごと

の単価に取り扱い件数を乗じて得た金額に消費

税等を加算した額でございます。 

 以上で、議案第９５号・令和元年度八代市国

民健康保険特別会計補正予算・第２号の説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（西濵和博君） では、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） この外国人被保険者と

いうのは何名ぐらいおんなっとですか。 

○国保ねんきん課主幹兼保険税係長（西村裕明

君） 保険税係の西村と申します。 

 平成３１年４月１日現在なんですけれども、

国民健康保険の外国人登録者といいますのが１

５４３名。（委員亀田英雄君「１５４３。平成

３１年……」と呼ぶ） 

 ことしの４月１日ですね。（委員亀田英雄君

「１５４３」と呼ぶ）はい。 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 
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○委員長（西濵和博君） ほかにありません

か。 

○委員（前川祥子君） 今の関連ですが、こ

れ、毎年ふえてるんじゃないかと思いますが、

その割合的にというか、昨年とどれぐらいふえ

たかというところでお願いします。 

○国保ねんきん課主幹兼保険税係長（西村裕明

君） 昨年との推移がですね、ちょっと今、資

料がないんですけれども、先ほど１５００名中

ですね、八代市は技能実習の方がほとんどでし

て、そのうち１５００名中、１３２０名は技能

実習の方みたいなので、年々ふえてきています

けれども、ちょっと資料として、済いません、

今持ち合わせていない状況です。（委員前川祥

子君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（西濵和博君） 前川委員、よろしい

ですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（西濵和博君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９５号・令和元年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第２号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 説明員が交代しますので、しばらくお待ちく

ださい。 

                              

◎議案第９６号・令和元年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第３号 

○委員長（西濵和博君） 次に、議案第９６

号・令和元年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第３号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 議案第９６号・令和元年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第３号につきましては、長寿

支援課の野田課長が御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○長寿支援課長（野田章浩君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）長寿支援課の野田でございます。よろしく

お願いいたします。では、座らせていただきま

して説明させていただきます。 

○委員長（西濵和博君） どうぞ。 

○長寿支援課長（野田章浩君） それでは、別

冊になっております議案第９６号・令和元年度

八代市介護保険特別会計補正予算書（第３号）

を使って御説明いたします。 

 初めに、予算書の１ページをお願いします。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ１億

９９６６万７０００円を追加し、補正後の歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４７億４

５８５万７０００円といたしております。 

 それでは、内容につきまして、５ページをお

願いいたします。 

 まず、下の段、３.歳出について御説明いた

します。 

 款５・諸支出金、項１・償還金及び還付加算

金、目１・償還金及び還付加算金に１億９９６

６万７０００円を追加し、補正後の額を２億１

８４万７０００円としております。内容は、説

明欄の国県等償還金事業になります。これは、

平成３０年度の介護給付費及び地域支援事業費

の確定に伴い、超過交付となりました負担金及

び交付金について、国及び県へ返還するもので

ございます。 

 財源につきましては、上の段、歳入の款９・



 

－9－

繰越金、項１・繰越金、目１・繰越金で、歳出

と同額の１億９９６６万７０００円を計上して

おります。 

 以上で議案第９６号・令和元年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第３号の説明を終わり

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（西濵和博君） では、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９６号・令和元年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第３号については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２９号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

◎議案第１３０号・令和元年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第４号 

○委員長（西濵和博君） 引き続き、議案第１

２９号・令和元年度八代市一般会計補正予算・

第９号中、当委員会関係分及び議案第１３０

号・令和元年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第４号については、関連がありますので、

本２件を一括議題とし、説明を求め、採決につ

いては個々に行いたいと思います。 

 それでは、本２件について、執行部一括して

の説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 それでは、議案第１２９号・令和元年度八代

市一般会計補正予算・第９号及び議案第１３０

号・令和元年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第４号につきまして、一括いたしまして長

寿支援課の野田課長から御説明をいたします。 

○長寿支援課長（野田章浩君） 長寿支援課、

野田でございます。引き続き、よろしくお願い

いたします。では、座らせていただきまして、

説明させていただきます。 

 議案の説明の前に、今回の１２月補正追加提

案に係る介護給付費返還等請求訴訟について、

これまでの経緯を説明させていただきます。右

肩に文教福祉委員会、議案第１２９、１３０号

関係資料、長寿支援課とありますＡ４、１枚の

資料をお願いしたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

○委員長（西濵和博君） 委員の皆様、よろし

いでしょうか、説明資料を配付してあると思い

ます。(｢はい」と呼ぶ者あり）では、説明をお

願いします。 

○長寿支援課長（野田章浩君） それでは、こ

れまでの裁判の経緯でございますけれども、平

成２５年１２月、本市は、宇城市にあります医

療法人社団本田会に対し、保険者として不正請

求されました介護給付費の返還を求め、熊本地

方裁判所に提訴いたしました。 

 令和元年９月１１日、熊本地裁の判決で、本

市の訴えが全面的に認められる結果となりまし

たが、９月２６日、被告側である本田会が福岡

高等裁判所に控訴を行い、１１月２１日に本市

に対し訴状が送付されました。このため、１２

月２日に第一審の訴訟代理人弁護士と協議を実

施し、訴訟委任契約の時期や第二審の着手金等

について確認をしたところになります。 

 今後のスケジュールとしましては、令和２年

１月２９日に福岡高裁において、第二審の第１

回口頭弁論が予定されております。 

 このような経緯から、今回、第二審の訴訟に

係る費用が早急に必要となったことから、１２
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月補正の追加提案とさせていただいたところで

ございます。 

 それでは、議案の説明をさせていただきま

す。 

 最初に、別冊になっております議案第１２９

号・令和元年度八代市一般会計補正予算（第９

号）を使って御説明いたします。 

 初めに、予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ６５

万３０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６５３億３５３５万

３０００円としております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 下の表、第１表、歳入歳出予算補正の歳出で

ございますが、款３・民生費、項１・社会福祉

費で６５万３０００円を追加し、補正後の額を

１１１億６３２１万１０００円としておりま

す。 

 それでは、歳出の内容について御説明いたし

ます。６ページをお願いいたします。 

 下の表になりますが、款３・民生費、項１・

社会福祉費、目１・社会福祉総務費、節２８・

繰出金の６５万３０００円でございますが、介

護保険特別会計の繰出金になります。これは、

先ほど御説明いたしました介護給付費返還等請

求訴訟の第二審に係る必要経費を介護保険特別

会計補正予算に計上しているため、その財源と

して、一般会計から介護保険特別会計へ繰り出

すものになります。 

 以上で、議案第１２９号・令和元年度八代市

一般会計補正予算・第９号の説明を終わりま

す。 

 引き続きまして、議案第１３０号を別冊の令

和元年度八代市介護保険特別会計補正予算（第

４号）を使って御説明いたします。よろしいで

しょうか。 

 初めに、予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ６５

万３０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１４７億４６５１万

円としております。 

 また、第２条におきまして、債務負担行為の

追加をしております。 

 それでは、補正の内容につきまして、５ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、下の段、３.歳出について御説明いた

します。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費に６５万３０００円を追加し、補正後

の額を２億２７６７万２０００円としておりま

す。内容は、説明欄にあります介護給付費返還

等請求訴訟関係事業に係る経費になります。経

費の内訳は、福岡高裁出廷のための職員旅費の

３０００円、委任弁護士の着手金としての委託

料６４万１０００円、高速道路等料金としての

使用料９０００円でございます。 

 財源につきましては、上の段、２の歳入をご

らんください。先ほど、議案第１２９号・令和

元年度八代市一般会計補正予算書・第９号で御

説明しましたとおり、歳入の款８・繰入金、項

１・一般会計繰入金、目１・一般会計繰入金

で、歳出と同額の６５万３０００円を計上して

おります。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 債務負担行為に関する調書になります。事項

が、介護給付費返還等請求に係る訴訟事務委託

で、限度額は訴訟契約により決定した額になり

ます。期間は、令和元年度から訴訟契約終了年

度になり、財源は、一般会計からの繰入金にな

ります。 

 以上で、議案第１３０号・令和元年度八代市

介護保険特別会計補正予算・第４号の説明を終

わります。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 
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○委員長（西濵和博君） では、以上の部分に

ついて一括して審議を行います。質疑ありませ

んか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第１２９号・令和元年度八代市一

般会計補正予算・第９号中、当委員会関係分に

ついては、原案のとおり可決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３０号・令和元年度八代市介

護保険特別会計補正予算・第４号については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 説明者、入れかわります。 

                              

◎議案第９９号・令和元年度八代市診療所特別

会計補正予算・第１号 

○委員長（西濵和博君） 次に、議案第９９

号・令和元年度八代市診療所特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 では、議案第９９号・令和元年度八代市診療

所特別会計補正予算・第１号につきまして、健

康福祉政策課の續課長が御説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 健康福祉

政策課、續でございます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、失礼いたしまして、議案第９９

号・令和元年度八代市診療所特別会計補正予

算・第１号につきまして、着座にて御説明させ

ていただきます。 

○委員長（西濵和博君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） それで

は、予算書の１ページをお願いいたします。 

 今回、予算書第１条で債務負担行為の設定を

行っております。 

 ２ページを引き続きごらんください。第１

表、債務負担行為補正でその内容を記しており

ますが、医療事務業務委託に要する経費といた

しまして、来年度にかけまして、債務負担行為

を設定いたしているとこでございます。 

 限度額につきましては、単価契約となります

ことから、１件当たり７００円に取り扱い件数

を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算

した額を限度額といたしているとこでございま

す。 

 これは、泉町にございます椎原診療所及び下

岳診療所におきまして、保険診療請求の医療事

務を民間業者のほうに委託をしておりますが、

新年度予算で契約をするに当たりまして、４月

１日の事業開始前に契約相手方の決定等の事前

準備が必要になりますことから、今回債務負担

行為を設定して行うものでございます。 

 説明は、以上となります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（西濵和博君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 例年どのくらいの件数

で、どのくらいの金額になっとですかね。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 件数につ

いては、若干ばらつきはございますけれども、

例えば、椎原診療所でいきますと、大体月１０

０件程度。(｢月に１００件……」と呼ぶ者あ
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り）月に１００件程度となります。（委員亀田

英雄君「月にですね、椎原。わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。 

○委員（亀田英雄君） はい、よかです。 

○委員長（西濵和博君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９９号・令和元年度八代市診療所特別

会計補正予算・第１号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえのため小会します。 

（午前１０時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４９分 本会） 

◎議案第１０３号・指定管理者の指定について

（八代市立図書館） 

○委員長（西濵和博君） では、本会に戻しま

す。 

 次に、事件議案の審議に入ります。 

 議案第１０３号・八代市図書館に係る指定管

理者の指定についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○教育部長（桑田謙治君） よろしくお願いし

ます。 

 議案第１０３号・指定管理者の指定でござい

ます。平成２７年度から開始しました八代市立

図書館の指定管理が、令和元年度末で指定の期

間が満了しますことから、指定管理者の指定を

お願いするものでございます。 

 詳細につきましては、岩崎生涯学習課長が説

明いたしますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） こんにちは。

(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）生涯学習課の岩

崎です。よろしくお願いいたします。 

 議案第１０３号・指定管理者の指定について

説明いたします。着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（西濵和博君） どうぞ。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） それではま

ず、議案書の２ページをお開きください。 

 議案第１０３号が、教育委員会が所管いたし

ます八代市立図書館の指定管理者の指定につき

まして議決を求めるものでございます。 

 提案理由でございますが、本市が設置する公

の施設の指定管理者を指定するためには、地方

自治法第２２４条の２第６項の規定によりまし

て、議会の議決を経る必要があるためでござい

ます。 

 まず、施設の名称でございますが、八代市立

図書館、指定管理者となる団体は、現在の指定

管理者であるＴＲＣグループ共同企業体、指定

の期間は令和２年４月１日から令和７年３月３

１日までの５年間でございます。 

 それでは、詳細について別紙資料にて御説明

いたします。 

 資料を１枚おめくりいただいて、１ページの

施設の概要でございます。 

 今回、指定管理者の対象となりますのは、八

代市立図書館本館、せんちょう分館、かがみ分

館の３館となります。この３館については、平

成２７年度より指定管理制度を導入して運営管

理を行っておりますが、今年度が５年目とな

り、委託期間の最終年度となります。 

 指定管理者制度の導入後の効果としまして
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は、コストの削減、貸し出し利用者数、イベン

トや読み聞かせなどが増加しており、民間のノ

ウハウが生かされ、サービスの向上が図られて

いるところです。このような状況を踏まえ、市

立図書館の次期運営管理についても、引き続き

指定管理者による運営管理としているところで

ございます。 

 ２の指定期間は、先ほど部長も申しましたよ

うに、令和２年４月１日から令和７年３月３１

日までとして、前回同様５年間でございます。 

 提案価格は、令和２年度は１億３５６６万７

０００円でございます。５年間の合計で６億７

８３３万５０００円となっております。 

 ４の候補者の概要については、業務運営が株

式会社図書館流通センター、施設管理が九州綜

合サービス株式会社、この２社の共同企業体で

ございます。出資割合はおのおの８０％と２

０％で、株式会社図書館流通センターは、全国

の指定管理されている図書館の３分の２を運営

している会社でございます。また、九州綜合サ

ービス株式会社は、県内を中心に数多くの公共

施設の指定管理業務をされておられます。本市

では、日奈久温泉施設ばんぺい湯などの指定管

理者でもあります。 

 次のページの５になります。指定の経緯でご

ざいますが、前回と同様、公募としておりま

す。令和元年９月２４日に公募要領配布及び提

出受け付けを開始しております。１０月１日に

は説明会と施設の見学会を行いまして、３社か

らの出席がありましたが、１０月２３日に応募

を締め切ったところ、ＴＲＣグループ共同企業

体１社のみの提案ということになりました。 

 １１月１日に選定委員会を開催し、事業者か

らのプレゼンテーションや事業者へのヒアリン

グなどを行い、同日に指定管理者候補者が選定

されたところです。事業者からは新たな取り組

みとして、障害のある方、高齢者、外国人など

への配慮として、コミュニケーションボードの

設置によるユニバーサルデザインの推進、図書

館ホームページの多言語化なども提案されてお

りました。 

 ６の今後の日程でございますが、議会にて指

定の議決を受けた後、速やかに指定通知及び指

定の告示を行います。その後、来年３月議会に

予算案を提案し、議決をお願いしまして、３月

までには協定の締結を終え、令和２年４月１日

から指定管理者による運営開始を予定いたして

おります。 

 ７の選定委員会の委員名についてでございま

す。掲載しております委員１０名のうち、上原

税理士を初めとして、６名が外部の委員となっ

ております。 

 最後に、選定結果について御説明いたしま

す。次のページの３ページになります。 

 八代市立図書館指定管理者候補者選定集計表

になります。審査の結果については、５つの選

定項目のうち、１から２については教育委員会

において、提案者の運営方針、提案価格などの

適否を審査し、適していると判断したところで

ございます。 

 ３から５の３項目については、選定委員会に

おいて点数化し、それぞれ４００点満点で評価

をしております。結果、４００点満点中、２８

６.４点になっております。候補者選定の基準

が、配点の６割以上となっておりますので、基

準を満たしているところでございます。 

 説明については以上でございます。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西濵和博君） では、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） １社しか応募がなかっ

たということなんですが、この提案価格は前回

とどのくらい違うとですか。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） こちらが設定

した基準額もですね、消費税とかを見込んで少

しは上がってるんですけど、提案価格について
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は、前回と比較して約、１年間で５９０万ぐら

い上がっていると……。（委員亀田英雄君「上

がっています……。５９０万」と呼ぶ） 

 はい。それは、当然消費税が上がっている分

もありますし、あとは人件費分、そういうのを

加味して上がって……。と、新しい提案もあり

ましたので、上がっているというような状況で

ございます。 

○委員（亀田英雄君） もう一ついいですか。 

 この配点を拝見しますと、２８６点。４００

点満点、６割以上ということで、六四、二十

四、２４０点以上とればよかという話なんです

が、あんまり高どまりじゃないような気がしま

す。どちらかといえば低いような気がします

が、それになった理由、図書館の話をちょっと

何か聞いたんですが、その低いところでとまっ

た、この採点ですよ。何かその辺な、理由があ

っとですか。分析されて。ま、なければないで

いいですが、その辺はどう分析されてますか

ね。なければないで構いませんけど。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） おのおのの委

員さんのほうで点数はつけられてますので、こ

ちらがどうしてくださいというとはなかったの

で、（委員亀田英雄君「そりゃそうでしょう」

と呼ぶ）まあ、各委員さんの思いでつけられて

ますので、中身についてはちょっと、そこはそ

れぞれ点数が皆さんあったかと思います。 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（西濵和博君） ほかにございません

か。 

○委員（古嶋津義君） 説明会、見学会のとこ

ろで３社出席があったということ。その３社、

ここで発表はできますでしょうか。そのとき、

価格の提示されてあるんでしょうか。その２

点。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） ３社というこ

とでですね、このうちの２社は、今回の図書館

流通センターさんと九州綜合サービスさんが、

そのうちの２社ということで、共同企業体では

あるんですけど、１社ずつとしてカウントして

おります。 

 あと、もう一つがヴィアックスという会社さ

んが、たしか東京の中野あたりが本社があった

かと思います。九州では宮崎県の都城市の図書

館を指定管理はされていると。 

 で、こちらから募集したときには、基準額の

提案をしております。 

○委員（古嶋津義君） もう一点ですが、それ

ぞれ指定期間の、ちょっと３年とか、５年とか

ありますが、その相違というのも、３年、５年

にされる根拠というのを、少しわかりやすく教

えていただければ。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） 期間について

はですね、やはり管理運営される業者さんのこ

とを考えると、３年というのはちょっと短く

て、当然会社のほうも、それなりに人を雇用し

ないといけないということもありますので、や

はり３年ではなくて５年のほうが運営はしやす

いのではないかという、そういうのを加味して

５年というところにしております。 

○委員長（西濵和博君） 古嶋委員、いかがで

しょうか、今の回答。よろしいでしょうか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（西濵和博君） ほかにありません

か。 

○委員（百田 隆君） 出席者が３社あったん

ですね。で、そのほかに地元業者というか、そ

ういうのはどんなですか、１社でも入っとっと

ですかね。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） 先ほど申しま

したように、この３社のうちの２社が今回の共

同企業体ということで、市内に本社がある会社

ではないということになります。 

 当然、このもう一つのヴィアックスという会
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社も本社は東京で、地元の企業さんというのは

応募というか、そういうのはなかったというと

ころなんですけれども、やはり図書館を運営す

るに当たっては、そういう図書館の司書、職員

をそろえるのに非常にやはり地元の業者では難

しい面もあったのかというふうには思います。 

○委員（百田 隆君） やっぱり専門的な見識

とか、そういうのがやっぱり必要ということで

すかね。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） そうですね。

今回の募集についても、図書館司書の割合と

か、そういうのを出してますので、専門的な知

識を必要としている部分もありますので、なか

なか地元の会社でそれだけの人をそろえるとい

うのは非常に難しい面もあるのかなというふう

には思います。 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。 

○委員（百田 隆君） はい、わかりました。 

○委員長（西濵和博君） ほかにございません

か。 

○委員（前川祥子君） この３ページの先ほど

の集計表なんですけど、私自身も、これ、低い

のか高いのか、それともどうなのかというのは

ちょっとよくわからずですね。４００点満点の

２８６点。これが、その手前の段階での選定の

集計表というものが、他の類似団体というかで

すね、自治体のでも、こういう集計表を出して

評価を出しているのかというところからちょっ

とお伺いしたいなとは思ったんですが、実際こ

れが低い点数なんですかね。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） まあ、７割と

いうことでですね、（笑声）それが高いのか低

いのかと言われると非常に難しいところに。委

員さんのやっぱり感覚といいますかですね、そ

ういうのもありますので、一概に高い低いと言

うのが難しいのかなというふうには思います。

（委員前川祥子君「難しい……」と呼ぶ） 

 苦しい答えになってしまいました……。（笑

声） 

○委員（前川祥子君） 要するに、他の団体と

比べたときにというお話も伺いたいんですけど

も、であればですね、これが７割が低いかどう

かというとこでしょうけど。これが辛口であれ

ばですね、要するに市民の利用者の方々の評価

というものが実際どうであるのかというところ

のアンケート調査もされてるんではないかなと

思いますが、その点はいかがですか。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） 今回ですね、

市民アンケートも６月ぐらいにとっておりまし

て、満足度としては９割以上の方が、イベント

もふえてるし、開館時間、日数等もふえてるの

で、満足度は高いということには、市民の方の

ですね、アンケートではそうなっております

が、選定の委員さん──プレゼンテーションい

ろいろ、財務的な中身、いろんなとこを見てい

ただいての判断なので、ちょっと選定委員さん

と一般の利用者の方との考え方は若干違う部分

はある。市民の方のアンケートでは、もう９割

の方が現在の図書館には満足をされているよう

な状況です。 

○委員（前川祥子君） であればですね、選定

委員さんの求められているものっていうのは何

か、意見として出されたんでしょうか。 

○教育部長（桑田謙治君） 名簿にありますよ

うに、私も選定委員になっておりますので。

（笑声）これは、全ての選定委員さんの考えで

はございませんが、私の個人的な考えといいま

すか。 

 先ほどありましたように、今回、指定管理に

なられるＴＲＣ共同企業体は、前回も引き続き

という形になりまして、先ほど課長のほうから

ありましたように、１年目かなり図書の、そう

いった運営につきましてはアンケート等も含め

まして、かなり市民からもおおむね好評、新た

な事業等もされてらっしゃったということで、
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おおむね好評ではなかったかということで。 

 で、今回、指定管理を新たにする中で、仕様

書あたりもですね、ちょっとこれまでにない、

先ほどありましたように、司書の割合とか、自

主事業についても新たな提案をしてくださいと

か、それとこちらからの、例えば、この前、議

会でもありましたようにブックスタートなん

か、市の事業も新たにしてくださいよというよ

うな要望等をいたしております。 

 その中で、２期目といいますか、ということ

で、委員としましては、かなりちょっと要望的

ハードルが高くなってるという感じがしまし

て、それに対して提案等をお聞きした中で、ち

ょっと１年目の実績プラスハードルを高くした

ということで、そういう意味じゃ、ちょっとこ

ちらが意図した分と提案、そういうのが、その

あたりにちょっと若干の差があったんじゃない

かと。 

 ただ、全体的にはもう６割、７割いっておら

れますので、合格ということですけど、それな

りの過去の実績、それとこれからの図書館に求

めるニーズあたりを勘案した結果が、こういっ

た６割、７割ぐらいになったんじゃないかとい

うふうに、一委員としては感じてるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（前川祥子君） 結局は、選定委員さん

たちの意識が高かったということじゃないかな

と思いました。わかりました。 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０３号・八代市立図書館に係る指定

管理者の指定については、可決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午前１１時０７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１０分 本会） 

◎議案第１１２号・財産の無償譲渡について 

○委員長（西濵和博君） では、本会に戻しま

す。 

 次に、議案第１１２号・財産の無償譲渡につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 議案第１１２号・財産の無償譲渡につきまし

ては、公立保育園の民営化に関しまして関連議

案ということで提案いたしております。 

 では、こども未来課の田中課長から詳細を御

説明いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ

ども未来課、田中でございます。よろしくお願

いします。 

 議案第１１２号・財産の無償譲渡につきまし

て、座って説明させていただきます。 

○委員長（西濵和博君） どうぞ。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 議

案書につきましては、１５ページからになりま

す。 

 令和２年度からの八代市立白島ぎんが保育園

の民営化に伴いまして、保育所の建物を社会福

祉法人しらぬい会へ無償譲渡するものでござい

まして、財産を無償譲渡するためには、地方自

治法第９６条第１項第６号の規定により議会の

議決を経る必要があることから提案するもので

ございます。 
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 白島ぎんが保育園の民営化につきましては、

お配りしております資料、八代市立白島ぎんが

保育園の民営化についてで、経緯等について御

説明いたします。 

 まず、公立保育所の方針についてですが、公

立保育所の役割や存在意義を整理検討し、平成

２５年４月に、八代市公立保育所のあり方を策

定しております。 

 あり方では、保育所が将来にわたって安定的

で良質な保育サービスを提供していくために、

保護者のさまざまな保育ニーズへの柔軟な対

応、それから老朽化している施設など保育環境

の整備、安定的な保育所運営など公立保育所の

課題を踏まえまして、拠点園、認定こども園、

民営化、統廃合、分園の５つの方法で進めるこ

ととしております。 

 この方針に基づいて、白島ぎんが保育園につ

きましては、校区に２カ所の公立園があり、将

来的にも入所児童が見込まれることから、民営

により一層の保育サービスの充実や環境整備の

推進を図ることといたしました。 

 なお、資料にありますとおり、これまで４園

について廃園や民営化を実施しております。 

 次に、白島ぎんが保育園の民営化の取り組み

について説明いたします。 

 議案書１６ページに位置図も示しております

が、当園は、郡築校区にあり、現在の園舎が昭

和５１年に建築され、４３年が経過しておりま

す。 

 説明会等につきましては、平成２９年から保

護者説明会を５回、地域説明会を２回開催し、

丁寧な説明を行ってまいりました。また、本委

員会でも随時、経過報告等させていただいてお

ります。 

 次に、資料２ページの移管先法人の選定につ

きましては、経営管理識見者や保育園の保護者

の代表、地域の代表など１２名の委員で構成い

たします八代市立白島ぎんが保育園民間移管先

法人候補者選定委員会を設置し、審議していま

す。 

 ことし３月の移管先法人募集には、２法人の

応募があり、選定委員会における書類審査、プ

レゼンテーション審査により、候補者に社会福

祉法人しらぬい会を選定し、市長決裁を経て、

同法人を移管先法人として決定しております。 

 その後、円滑な移管のため、保護者、移管先

法人、市の３者において、移管後の保育の運営

等について協議いたします三者協議会をこれま

で３回開催しております。なお、この三者協議

会は、移管後においても継続して開催していき

ます。 

 また、保護者や児童の不安解消や保育内容の

継承等を図るため、引き継ぎ保育を１０月３１

日から実施しております。また、法人決定後の

保護者説明会を随時実施し、移管後の保育内容

等について説明を行っております。 

 次に、土地、建物等の手続についてですが、

土地につきましては、有償譲渡とし、不動産鑑

定評価額１５６６万円に対する法人提案価格２

０００万円で売却する予定です。 

 なお、今回提案しておりますとおり、建物に

ついては無償譲渡といたします。このことにつ

きましては、園舎建築から４３年が経過してお

り、今後は大規模改修や建てかえなどが予想さ

れること、また、積極的な施設整備等も検討し

てもらうことを考慮し、無償譲渡としたところ

です。備品や遊具についても無償譲渡といたし

ます。 

 次に、今後につきましては、本議会議決後、

土地、建物等の譲渡契約の締結や国・県への必

要な手続を行いますとともに、引き継ぎ保育の

継続、三者協議会や保護者説明会を随時開催い

たしまして、令和２年４月の円滑な移管に向け

進めてまいります。 

 そして、民営化後も引き続き開催する三者協

議会の中で、よりよい保育運営について協議を
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していくこととしております。 

 なお、民営化に関して、この後の議案第１２

６号の条例の一部改正についてでも御審議をお

願いすることとしております。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長（西濵和博君） では、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（百田 隆君） ５回ほど保護者説明会

はしてあると書いてありますですね。で、皆さ

ん方の意見というのは、民営化するということ

についての賛同者が多かったということです

か。その点についてどうなんですか。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 反

対という大きな意見はございませんでした。た

だ、保護者にとっては、子供さんの環境が変わ

るということで、安定したですね、安心できる

保育をお願いしたいということで、今後の保育

内容について不安の声は聞かれておりました

が、説明をいたしましたが、三者協議会です

ね、市と法人と保護者でします三者協議会の中

で、随時その保育内容については協議をしてい

くことで……、はい。保護者の御理解をいただ

いております。済いません。 

○委員長（西濵和博君） 百田委員、よろしい

でしょうか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（西濵和博君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） この無償譲渡なんです

けど、こんな例があるのかという話と、今後も

結局大規模改修や建てかえなどが予想されると

いうことでありますが、そのたびに補助金の出

っとですけん、それはそっでよかっだろうと思

うとです。私的にはですね。 

 で、無償譲渡でなくても、その応募されたと

きに、やっぱり何かこう向こうから提案を求め

るべきじゃなかったろうかと思うとですが、な

して無償譲渡にされたのかということについ

て、もう少し説明を願えますか。少しでもあれ

ば、よかと思うとですが、わざわざ無償という

とに至った経緯というとをもうちょっとです

ね。無償にしましたて言うてから、はいって賛

成せろて言うたっちゃですたい、なかなかちょ

っと詰まっとこのあっですもん。無償にされた

経緯について、もう少し説明を加えていただけ

ませんか。 

○委員長（西濵和博君） どなたがお答えにな

られますか。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 無

償譲渡につきましては、済いません、先ほど説

明をさせていただきましたが、４３年という老

朽化してる状況でありますので、委員さんから

は補助金も出るだろうということですが、（笑

声）済いません、確かに国の補助はあります

が、法人の手出しというか、財源も必要となり

ます。ですので、１００％ですね、国の補助が

出れば有償ということも考えられると思います

が、市のほうの持ち出しもあるということで御

理解いただきたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） これまでこういう例が

ある、その例についてもちょっとお尋ねしとる

んですが。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ

れまでですね、資料にもございますが、１ペー

ジの、これまでの民営化等の状況の中の④の北

新地保育園を２７年４月に民営化しておりま

す。その際につきましても、建物につきまして

も無償譲渡としております。（委員亀田英雄君

「あっとですね、例は。わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい、まあ、どげんし

まっしょう。（笑声） 

○委員（古嶋津義君） 私の記憶の中ですが、
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合併前に、私の地元も２園ほど民営化をさせて

いただきました。ちょうど当時、委員会の委員

長でありましたので、少し心を痛めたんです

が、たしか、今の第二保育園については、たし

か無償譲渡をしたような記憶がございます。そ

して、ここにも書いてありますように、園児の

ために、うちは１年間、両方の先生方によって

共同保育をさせていただいて、スムーズに子供

たちが次の園で移管するようにした経験もござ

います。たしか、私の記憶の中で、きょうの議

題でありますが、無償譲渡をしたような記憶が

ございます。間違ったら、ごめんなさい。だか

ら、そういう事例はあったというふうに私は記

憶しております。 

 以上です。 

○委員長（西濵和博君） 参考意見ありがとう

ございました。 

 ほかにはございませんでしょうか。 

○委員（前川祥子君） 済いません、今の古嶋

委員の訂正かなと思います。第二保育園ではな

く、しらぬい保育園ではないかなと思います

が。第二保育園は、今も公立保育園となってお

りますよ。（委員古嶋津義君「ああ、第二じゃ

なかった、うん、そうそう。いや、しらぬいじ

ゃなか、今の硴原は何か」と呼ぶ） 

 あ、文政第二。（委員古嶋津義君「文政第

二」と呼ぶ） 

○委員長（西濵和博君） ほかにはございませ

んでしょうか。 

○委員（村上光則君） やっぱり先ほども亀田

委員から言われたように、無償というとはいか

がかなと私も思います。 

 いろいろ話ば聞くとですが、やっぱりそんた

くが働いたっじゃなかろうかという話まで出て

きとるけんですね。やっぱり補助金なんかがや

っぱり出るやつは無償じゃ、ちょっとどうかな

というふうに思います。 

○委員長（西濵和博君） 御意見としてよろし

いでしょうか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（西濵和博君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見ありませんでしょうか。 

○委員（亀田英雄君） いろいろ考え方あっと

ですばってん、子供んためによりよい保育がで

きるようにですね、そこはしっかり協議を進め

られていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（西濵和博君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１２号・財産の譲渡については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

                              

◎議案第１２６号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正について 

○委員長（西濵和博君） 次に、条例議案の審

査に入ります。議案第１２６号・八代市立保育

園の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 議案第１２６号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正につきまして、こ

ども未来課の田中課長から御説明させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） そ

れでは、議案第１２６号・八代市立保育園の設

置及び管理に関する条例の一部改正について御
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説明いたします。座って説明いたします。 

○委員長（西濵和博君） はい。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 議

案書につきましては、５５ページからになりま

す。あわせてお配りしております資料３ページ

の条例新旧対照表をごらんください。 

 先ほど、議案第１１２号の財産の無償譲渡に

ついてでも御説明いたしました、白島ぎんが保

育園の民営化に伴う所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 改正内容は、本市が設置しております保育園

１１園について記載しております別表から、八

代市立白島ぎんが保育園を削除するものでござ

います。 

 なお、本条例は民営化の期日であります令和

２年４月１日から施行することとしておりま

す。 

 説明は以上です。御審議よろしくお願いしま

す。 

○委員長（西濵和博君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２６号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（西濵和博君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、本委員会に付託となっている請願・陳

情はありませんが、郵送にて届いております要

望書については、写しをお手元に配付しており

ますので、御一読いただければと存じます。 

                              

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（西濵和博君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。 

 このうち、保健・福祉に関する諸問題の調査

に関連して１件、執行部から発言の申し出があ

っておりますので、これを許します。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（第２期八代市子ども・子育て支援事業計画の

策定について） 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君）

 それでは、所管事務調査の保健・福祉に関す

る諸問題の関係で、現在、こども未来課で策定

を取りまとめております、第２期八代市子ど

も・子育て支援事業計画につきまして、素案と

いう形でまとまりましたので、まず、中間報告

という形になりますけれども、御説明をさせて

いただければと思います。 

 詳細につきましては、こども未来課の田中課

長が申し上げますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（西濵和博君） それでは、第２期八
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代市子ども・子育て支援事業計画の策定につい

て説明願います。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 第

２期八代市子ども・子育て支援事業計画策定に

つきまして、座って説明いたします。よろしく

お願いします。 

○委員長（西濵和博君） どうぞ。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 第

２期八代市子ども・子育て支援事業計画素案に

ついて、概要版で説明いたします。１枚のＡ３

の概要版になります。なお、この中の括弧のペ

ージは、対応いたします素案本文のページにな

ります。 

○委員長（西濵和博君） 委員の皆様、よろし

いでしょうか。（発言する者あり）じゃ、続け

てください。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） ま

ず、計画策定の背景と趣旨でございますが、核

家族化、地域コミュニティの希薄化、児童虐待

の顕在化など、子供と家庭を取り巻く環境が大

きく変化する中、平成２７年に第１期計画を策

定いたしまして、子育て支援を総合的に進めて

まいりましたが、今年度が第１期計画の最終年

度となることから、第２期計画を策定し、子育

て支援施策をさらに推進していくものです。 

 次に、計画の位置づけですが、本計画は、子

ども・子育て支援法に基づく市町村事業計画と

次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動

計画としての性格をあわせ持つ子育て支援の総

合的な計画として一体的に策定するもので、本

市の総合計画に基づく子ども・子育てに関する

部門別計画として位置づけております。 

 なお、計画期間は、令和２年度から６年度ま

での５年間といたします。 

 次に、本計画の策定に当たっては、５月に就

学前児童の保護者と小学校１年生から５年生の

児童の保護者全員を対象に子ども・子育て支援

に関するアンケート調査を実施し、サービスの

利用状況や今後の利用希望などの把握を行って

おります。 

 また、学識経験者、福祉・教育関係者、子供

の保護者などで構成いたします八代市子ども・

子育て会議において審議を行っております。 

 それから、資料で（３）となっております、

済いません、下は（４）でございます。１２月

には、パブリックコメントの実施を予定してお

ります。 

 次に、本計画の基本理念でございますが、第

１期計画を引き継ぎ、「安心して子どもを生み

育てることができるまちやつしろ」とし、これ

からの八代市を担う子供たちの健やかな成長を

地域とともに支え、子育てに喜びや生きがいを

感じることができるまち、子育て世代を中心に

住みたい、住み続けたいと思えるまちを目指し

ます。 

 次に、右のページに行って、⑤の施策の展開

ですが、第１期計画の取り組みから見えた課題

をもとに、第２期計画における施策を６つのテ

ーマごとに展開していきます。 

 基本テーマ１、地域における子育て支援の充

実では、子育ての孤立感や悩みを抱える保護者

に対し、地域資源を生かした総合的な子育て支

援体制づくりが必要と考え、世代間や地域での

交流の場の提供など５つの基本施策を設定し取

り組んでまいります。 

 次、基本テーマ２、子育て家庭に対する切れ

目のない支援体制の推進では、安心して子育て

をするためには、妊娠・出産期からの切れ目の

ない支援が必要と考え、子育てに関する相談情

報体制の充実など４つの基本施策を策定いたし

ました。 

 その中で新たな取り組みといたしまして、子

育てに関する相談窓口としての子育て世代包括

支援センターの設置を掲げております。 

 基本テーマ３、子どもの心身の健やかな成長

に資する教育環境の整備では、いじめなど大き
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な課題を抱える現在、全ての子供が健やかに成

長し、自立していくために、学校等における教

育環境の整備など３つの基本施策を設定し取り

組んでまいります。 

 基本テーマ４、子どもの安全確保と生活環境

の整備では、子供が犠牲になる事故や犯罪が多

発していることから、安心して子供を生み育て

られる環境づくりを進めるため、みんなが安心

して歩けるまちづくりなど、３つの基本施策を

設定し取り組んでまいります。 

 基本テーマ５、仕事と子育ての両立支援の推

進では、子育て世代の就業率が高くなっている

ことから、安心して仕事と子育てが両立できる

よう、子育てにおける男女の意識改革など３つ

の基本施策を設定し取り組んでいきます。 

 基本テーマ６、さまざまな困難を抱える子育

て家庭への対応などきめ細やかな取り組みの推

進では、児童虐待件数の増加や子供の貧困が問

題となっていることから、困難を抱える家庭へ

の支援が必要と考え、児童虐待防止対策及び支

援体制の充実など５つの基本施策を設定いたし

ました。その中で新たな取り組みといたしまし

て、要支援児童や家庭の支援に係る業務全般を

行う子ども家庭総合支援拠点の設置、それから

子どもの貧困対策の推進、また外国にルーツを

持つ子どもやその家族への支援の充実を掲げて

おります。 

 次に⑥に、教育・保育及び子ども・子育て支

援事業の量の見込みと確保方策についてでござ

いますが、ここでは、アンケート調査結果を活

用しまして、保護者の就労状況等による家庭類

型と利用の意向及び推計児童数から国の算定基

準を参考にいたしまして、幼稚園や保育園等の

利用ニーズを算出し、それに対する確保策とし

て各年度の定員数の計画を立てております。ま

た、延長保育や児童クラブなど１３の子育て支

援事業についても、同じく利用ニーズを算出

し、それに対する確保策として、事業の実施箇

所数や受け入れ人数などの計画を定めておりま

す。今後も、利用ニーズに基づいた整備等を図

りながら、子育て支援事業の充実を図ってまい

ります。 

 計画の推進に当たっては、八代市子ども・子

育て会議において、各年度における実施状況等

について、点検・評価し、必要に応じて見直す

など対応を協議してまいります。 

 今後のスケジュールといたしましては、本委

員会後、パブリックコメントを実施いたしまし

て、広く市民からの意見を反映させた内容で、

２月に開催いたします子ども・子育て会議で最

終案を作成し、３月に策定としております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（西濵和博君） では、本件について

質疑、御意見等ありませんでしょうか。 

○委員（亀田英雄君） 少子高齢化の中でです

ね、子育てとか、子供支援というのは大変で、

また虐待問題もですね、日夜マスコミ等で放送

されますし、現代の社会の大きな問題だと思う

んですよね。話ば聞いとってみれば、いろいろ

ありますけん。 

 で、最後に、パブリックコメントなんかも実

施されてということだったんですので、ちょっ

と話ですが、実際も計画はしっかり立てていた

だきたいし、現場の声にですね、しっかり耳を

傾けていただいて、大事な子供がうまく育つよ

うにしっかりお願いしたいというふうにお願い

をいたします。 

 以上です。 

○委員長（西濵和博君） 御意見ということ

で。ほかにはございませんでしょうか。 

○委員（古嶋津義君） 特に最近、お母さん方

からですね、言われるのが、やっぱり夫婦共稼

ぎといいますか、多いので、どうしても学童保

育をもう少しふやしてほしいというともたくさ

ん聞きますので、その辺のとこは、課長、留意
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をしていただければありがたいと思います。 

○委員長（西濵和博君） ほかにございません

か。 

○委員（前川祥子君） 本当に先ほど申された

ように、しっかりとこういった体制づくりを計

画の中でしていただけるというのはありがたい

話なんですが、こういうものをつくられる中

で、多分行政内だけで話をされて、つくられた

ことではないと思います。もちろん、保育所あ

たりとの連携の中でも、こういった形を構築さ

れていかれたんだと思いますが、やはり保護者

の御意見というものが一番大事ではないかなと

思います。 

 そういった意味でも、保護者のサークルと

か、そういうものをしっかり活用されてです

ね、ぜひこれからもこの支援の充実というとこ

ろを、全てが最初にできるものではないと思い

ますので、できるところからですね、少しずつ

やっていただければなというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西濵和博君） ほかにはございませ

んか。 

○委員（百田 隆君） 今、テーマごとにずっ

と書いてありますですね。そういう施策をやり

たいということですが、非常に立派なことです

が、実際やっぱりやっていかれる中でですね、

いろんな困難が伴うと思います。しかし、そう

いう中でもですね、頑張っていただきたいとい

うことで、子供というのは御承知のとおり、八

代市の将来を担うということがですね、私たち

は、非常にこれからの少子高齢化を迎えて心配

しているわけでございますので、そのあたりを

ですね、配慮していただいて頑張っていただき

たいというのが私の意見でございますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（西濵和博君） ほかにはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、以上で第

２期八代市子ども・子育て支援事業計画策定に

ついてを終了いたします。 

 ここで一旦、小会します。 

（午前１１時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４１分 本会） 

○委員長（西濵和博君） 本会に戻します。 

 ここで教育部より発言の申し出がありますの

で、これを許します。 

○学校教育課長（西村 裕君） それでは、失

礼いたします。学校教育課でございます。 

 要保護・準要保護就学援助事業の補正予算に

つきまして、亀田委員の御質問の回答に対し修

正をさせていただきたいと思います。お許しく

ださいませ。 

 先ほど、交付税措置はされておりませんとお

答えいたしましたが、確認いたしましたとこ

ろ、交付税のほうに算定されておりましたの

で、修正をいたします。大変申しわけありませ

んでした。 

○委員長（西濵和博君） 小会します。 

（午前１１時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４３分 本会） 

○委員長（西濵和博君） 本会に戻します。 

 次に、本委員会の管外行政視察について協議

のため、小会します。 

（午前１１時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５０分 本会） 

○委員長（西濵和博君） 本会に戻します。 

 それでは、本委員会の管外行政視察について

お諮りいたします。 

 本委員会は、令和２年２月４日から６日まで

の３日間、埼玉県川口市、東京都足立区、渋谷

区へ、教育に関する諸問題の調査、保健・福祉

に関する諸問題の調査のため、管外行政視察を
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行うことといたしたいが、これに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 最後に、本委員会の派遣承認要求の件につい

てお諮りいたします。 

 本委員会は、令和２年２月４日から６日まで

の３日間、埼玉県川口市、東京都足立区、渋谷

区へ、教育に関する諸問題の調査、保健・福祉

に関する諸問題の調査のため、管外行政視察を

行うこととし、議長宛て派遣承認要求の手続を

とらせていただきたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（西濵和博君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもちまして、文教福祉委員会

を散会いたします。 

（午前１１時５１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年１２月１８日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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