教育民生常任委員会 に付託 され た事 昨につい て、審査 した結果 を御報告 い た します.

26年 度岩国市一般会計補 正予算 (第 6号
議案第 11号 平成 27年 度岩 国市 一般会計 予算
議案第 64号 平成 26年 度岩国市 一般会計補 正 予算 (第 7号
議案第 1号

平成

)

)

以上 3議 案 の うち、当委員会所管分 は、慎重審査 の結果、原案妥 当と認 め可決す べ き モ
)の
と決 しま した。

26年 度岩国市後期高齢者 医療特別会計補 正予算 (第 2号
議案第 3号 平成 26年 度岩国市国民健康保険特別会計補 正 予算 (第 4号
議案第 4号 平成 26年 度岩国市介護保険特別会計補 正 予算 (第 4号
議案第 10号 平成 26年 度岩 国市病院 事業会計補 正 予算 (第 1号
議案第 13号 平成 27年 度岩国市後期高齢者医療特別会計予算
議案第 14号 平成 27年 度岩国市国民健康保険特別会計予算
議案第 15号 平成 27年 度岩国市介護保険特別会計予算
1予 算
議案第 26号 平成 27年 度岩国市病院事業会言
議案第 29号 岩 国市指定介謹 予防支 援等 の事業 の 人員及び運営並びに指定介護予防支援
議案第 2号

平成

)

)

)

)

等 に係 る介護 予防 の ための効果的な支援 の 方法に関す る基準等 を定め る条
例
議案第 30号

岩 国市地

lll丈

包括支援 セ ンターの事業 の人員及 び運 営 に関す る基準 を定 め る

条例
議案第 33号

岩国市教育長 の職務 に専念す る義務 の特例 に関す る条例

議案第 34号

岩国市 い じめ問題調査委 員会 及び岩国市 い じめ調査検証委員会条例

議案第 41号

岩 国市デイサー ビスセ ンター 条例の一部 を改 正す る条例

議案第 42号
議案第 43号

岩 国市保育園条防￨の 一部 を改正す る等 の条例
岩国市へ き地保育園条例 の一部 を改 正す る条例

議案第 44号

岩国市放課後

議案第 45号

岩国市介護保険条例 の一部 を改正す る条例

議案第 46号

岩 国市指定地域密 着型 サー ビスの 事業 の人員、設備及び運営 に関す る基準等

の 保育 に関す る条例 の一部 を改正 す る条例
'E童

を定 め る条例 の 一部 を改正す る条例
議案第 47号

岩国市指定地域密着型介護 予防サー ビスの事業 の人員、設備及び運営並びに
指 定地域 密着型介護 予防サ ー ビスに係 る介護予防 の ため の効果的 な支援 の
方法に関す る基準等 を定める条例 の一 部を改正す る条例

議案第 51号

地方教育行政 の組織及び運営に関す る法律 の一部 を改正 す る法 律 の施行 に
伴 う関係条例 の整備 に関す る条例

議案第 52号

岩 国市立小 学校及 び中学校設 置条例 の一部 を改正す る条例

議案第 53号

岩 国 市幼稚囲条例 の 一部を改 正す る条例

議案第 66号

岩 国市国民健康保険条例 の一部 を改 正す る条例

議案第 67号

岩国 市国民健康 保険条例 の 一部 を改正 す る条例
以上 24議 案 は 、慎重審 査 の結果、原案妥 当と認 め 可決す べ きヽ
)の と決 しま した.
それ では、審査 の状況 について 、御報告 いた します。

議案第

11号

平成

27年 度岩 国市 一般会計予算 の うち、当委員会所管分 の審 査にお きま

して、民生費 の うら、障害者福祉費 の障害者支援 に関 し、委員中か ら、障害 のあ る方たちが
携 倍 し、緊急時等 に周 囲 に支援 を求める手段 として のヘ ルプカー ドの導入 に 向けての 取 り組
「窓 日で 申請 を して い ただ く形 になる とは思 うが、
み 状況 についての質疑 があ り、当局 よ り、
来年度す ぐにで く
)発 行 できる体制 を とつてお り、発行枚数 は 2,

000部 を見込んで い る

J

との答弁があ りました。
また 、児童福祉費 の放課後児童育成費 に関 し、委員中か ら、「平成

27年 度 にお い て 、放

課後児童教室 の 保育料は、500円 の値 上げが予定 され てい るが、岩 国市は、「子育てす る
な ら岩 国で !と い うス ロー ガ ンを掲げてい るの に、この値 上げは 、ど うして も行 わなければ
な らなか ったのかJと の質疑 があ り、当局 よ り、「本市は子古 て支援 に力を入れてお り、今
回、支援 を拡大す るい ろい ろな施策 モ
)取 り入れて い る。保護者 の方 に 、負担以 上の満足 をい
ただけるよ うな市民サー ビスに モ
)取 り組 んで い き、
肴 国 は子育て文援 について進んだ まち と
言 われ るよ う、懸命に努力 してまい りた い」 との答弁 があ りま した。
続 いて 、委員 中か ら、「保育開始時間 につい て、 く
)う 少 し早 い 時間帯 で の 受 け入れ の検討
は して モ
)ら えな いの かJと の 質疑 があ り、当局 よ り、「子 どく
)・ 子古 て支援事業計画 の検証
等 を行 つてい く中で 、そ うしたニー ズ も詳細 に調査 しなが ら、今後 につい て検討 してい きた
い」 との答弁 があ りま した。
次 に、教育費 の うち、
教育諸費 のい じめ問題等対策推進体制整備事業 に関 し、委員中か ら、
い じめ問題 に関す る調査委 員会 の委員 の 内訳 につい ての質疑 があ り、当局 よ り、「学識経験
い理 士 、社会福祉 士 、人権擁護委員 の 中か ら委員にな っていただ く
者 、弁護 と 、医師、臨床 ′
予定 に な つてい る」 との答弁 があ りま した。
「い じめ とい うの は 、先生や親 で も早期発見が難 しい 面がある。
これ を受 けて委員 中か ら、
い じめの米然防止 、早期発見のため には 、過 去 にい じめに遭 つた経験 の ある方で 、現在、親
にな ってお られ る方 を委員 に入れ る必要があるJと の意見があ りま した.
また、委 員中か ら、「い じめは 、登下校 時等 の教員 の方 々 に見 えない部分 で起 こることも
多 いの で、スクール ガー ドの方 を初め、地域 で 見守 る体制が必要ではないか」との質疑 があ
り、当局 よ り、「学横 によつては 、 ス クールガー ドの方か ら、子供たちの様子 の変化 につい
て意見をい ただ くよ うな環境 をつ くってい る ところ t)あ り、学校 と地域 とが情報交換ができ
,Jで あるJと の答弁 があ りま した。
る体制 をつ くる ことが大 し

本議案 の うち、当委 員会所管分 につい ては 、1東 重審査 の結呆、全会 一致で可決す べ き t)の
と決 しま した。
なお、そ のほかの案件 につ きま しては 、特 に申 し上 げ るべ き こ とは ござい ませ ん。
以 上で、教 育民生常任委員会 の 審査報告 を終わ ります。

