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議事日程（第３号）  

平成 28年９月６日  

開   議   午前９時 30分  

日程第１   諸般の報告  

日程第２   議案第 51号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の制定  

           について  

日程第３   議案第 52号  岩出市男女共同参画プラン策定委員会条例の制定について  

日程第４   議案第 53号  岩出市行政改革推進委員会条例の制定について  

日程第５   議案第 54号  岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  

           関する条例の一部改正について  

日程第６   議案第 55号  岩出市公の施設に係る指定管理者選定委員会条例の制定に  

           ついて  

日程第７   議案第 56号  岩出市教育委員会委員定数条例の廃止について  

日程第８   議案第 57号  岩出市教育支援委員会条例の制定について  

日程第９   議案第 58号  岩出市スポーツ推進計画策定委員会条例の制定について  

日程第 10  議案第 59号  岩出市社会福祉法人設立認可等審査会条例の制定について  

日程第 11  議案第 60号  岩出市地域福祉計画策定委員会条例の制定について  

日程第 12  議案第 61号  岩出市老人ホーム入所判定委員会条例の制定について  

日程第 13  議案第 62号  岩出市障害者計画等策定委員会条例の制定について  

日程第 14  議案第 63号  岩出市差別事件処理委員会条例の制定について  

日程第 15  議案第 64号  岩出市人権推進懇話会条例の制定について  

日程第 16  議案第 65号  岩出市介護保険事業計画等策定委員会条例の制定について  

日程第 17  議案第 66号  岩出市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運  

           営に関する基準等を定める条例の一部改正について  

日程第 18  議案第 67号  岩出市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準  

           を定める条例の一部改正について  

日程第 19  議案第 68号  岩出市保健衛生事故調査会条例の制定について  

日程第 20  議案第 69号  岩出市健康づくり計画策定委員会条例の制定について  

日程第 21  議案第 70号  岩出市農業振興地域整備促進協議会条例の制定について  

日程第 22  議案第 71号  緑あふれるまちづくり表彰選考委員会条例の制定について  

日程第 23  議案第 72号  岩出市空家等対策協議会条例の制定について  

日程第 24  議案第 73号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第２号）  
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日程第 25  議案第 74号  平成 28年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算 (第１号 ) 

日程第 26  議案第 75号  平成 28年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

日程第 27  議案第 76号  市道路線の認定について  

日程第 28  議案第 77号  市有財産の処分について  

日程第 29  議案第 78号  動産の取得について  

日程第 30  議案第 79号  和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議につ  

           いて  

日程第 31  平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

日程第 32  平成 25年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

日程第 33  平成 25年請願第６号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

日程第 34  平成 25年請願第９号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

日程第 35  平成 26年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

日程第 36  平成 26年請願第２号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

日程第 37  平成 26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

日程第 38  議員派遣について  

日程第 39  委員会の閉会中の継続調査申出について  
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                  開議             （９時 30分）  

○井神議長  おはようございます。  

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。  

  ただいまから、本日の会議を開きます。  

  尾和弘一議員から欠席の届け出がありますので、ご報告いたします。  

  本日の会議は、諸般の報告、議案第 51号から議案第 79号までの議案 29件につきま

しては、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決、請願７件につきまし

ては、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決、それと、議員派遣の件

と委員会の閉会中の継続調査申出の件です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  諸般の報告  

○井神議長  日程第１  諸般の報告を行います。  

  ８月 29日の本会議終了後、決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の選出を行

い、委員長に福山晴美委員、副委員長に市來利恵委員が選出されました。  

  以上で、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第２  議案第 51号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の  

        制定について～  

   日程第 30 議案第 79号  和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議  

        について  

○井神議長  日程第２  議案 51号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条

例の制定の件から日程第 30 議案第 79号  和歌山県市町村総合事務組合規約の変更

に関する協議の件までの議案 29件を一括議題といたします。  

  ただいま議題となりました議案 29件に関し、各常任委員会の審査の経過と結果及

び主な質疑につきまして、各委員長から報告を求めます。  

  総務文教常任委員長、福山晴美議員、演壇でお願いします。  

○福山議員  おはようございます。  

  総務文教常任委員会での審査の経過と結果を報告いたします。  

  ８月 29日の会議において、当委員会に付託されました議案は、議案第 51号  岩出

市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の制定についてのほか議案 10件です。  

  当委員会は、８月 30日火曜日、午前９時 30分から開催し、付託議案について審査

を行いました。  
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  議案第 51号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の制定について、

議案第 52号  岩出市男女共同参画プラン策定委員会条例の制定について、議案第 53

号  岩出市行政改革推進委員会条例の制定について、議案第 55号  岩出市公の施設

に係る指定管理者選定委員会条例の制定について、議案第 56号  岩出市教育委員会

委員定数条例の廃止について、議案第 57号  岩出市教育支援委員会条例の制定につ

いて、議案第 58号  岩出市スポーツ推進計画策定委員会条例の制定について、議案

第 73号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第２号）「所管部分」について、議

案第 77号  市有財産の処分について、議案第 78号  動産の取得について、議案第 79

号  和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について、以上 11議案、

いずれも討論はなく、全会一致で可決しました。  

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。  

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。  

  議案第 51号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の制定について

では、この審議会は、総合戦略の効果検証及び推進に関することになっているが、

審議会のメンバーについて、前回の策定委員会から引き継がれるのか。審議会には、

今後新たなメンバーを加えるのか。また、若い方等どのような形で募っていくのか。

について。  

  議案第 52号  岩出市男女共同参画プラン策定委員会条例の制定についてでは、ハ

ーモニープランの進捗状況は。また、策定の完成はいつか。男女共同参画について、

市民の意識向上に向けどのようにしているのか。について。  

  議案第 53号  岩出市行政改革推進委員会条例の制定について、質疑はありません

でした。  

  議案第 55号  岩出市公の施設に係る指定管理者選定委員会条例の制定についてで

は、現時点でどのようなところを想定しているのか。について。  

  議案第 56号  岩出市教育委員会委員定数条例の廃止についてでは、教育委員１名

減の理由について。また、減となって支障はないのか。について。  

  議案第 57号  岩出市教育支援委員会条例の制定についてでは、学識経験者はどの

ような人を考えているのか。また、児童福祉機関の職員と重複はないのか。につい

て。  

  議案第 58号、岩出市スポーツ推進計画策定委員会条例の制定について、質疑はあ

りませんでした。  

  議案第 73号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第２号）「所管部分」につい
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てでは、財産管理費の用地購入費について、場所及び購入の目的は。また、土地調

査業務委託の内容は。について。  

  議案第 77号  市有財産の処分についてでは、今回の議案と大門池との違いは。ま

た、今回の名義で譲渡ができるのか。代表者は変わることがないのか。また、変更

があった場合はどうなるのか。について。  

  議案第 78号  動産の取得についてでは、ウイルス対策ソフトについて、どのよう

なソフトを考えているのか。また、この一式で生徒全員のパソコンに対応すること

ができるのか。パソコンの入れかえについて、通常は夏休み期間中に行うが、この

工期はどのようになっているのか。また、入札は５月に行っているが、６月議会に

上程できなかった理由は。について。  

  議案第 79号  和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について、質

疑はありませんでした。  

  以上が、総務文教常任委員会の審査の中で交わされた主な質疑であります。  

  これで総務文教常任委員会の報告を終わります。  

○井神議長  ご苦労さまでした。  

  厚生常任委員長、三栖慎太郎議員、報告をお願いします。  

○三栖議員  厚生常任委員会での審査の経過と結果を報告いたします。  

  ８月 29日の会議において、当委員会に付託されました議案は、第 59号  岩出市社

会福祉法人設立認可等審査会条例の制定についての外議案 13件です。  

  当委員会は、８月 31日水曜日、午前９時 30分から開催し、付託議案について審査

を行いました。  

  議案第 59号  岩出市社会福祉法人設立認可等審査会条例の制定について、議案第

60号  岩出市地域福祉計画策定委員会条例の制定について、議案第 61号  岩出市老

人ホーム入所判定委員会条例の制定について、議案第 62号  岩出市障害者計画等策

定委員会条例の制定について、議案第 63号  岩出市差別事件処理委員会条例の制定

について、議案第 64号  岩出市人権推進懇話会条例の制定について、議案第 65号  

岩出市介護保険事業計画等策定委員会条例の制定について、議案第 66号  岩出市指

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を定める条例の

一部改正について、議案第 67号  岩出市地域包括支援センターの人員及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について、議案第 68号  岩出市保健衛生事故調査

会条例の制定について、議案第 69号  岩出市健康づくり計画策定委員会条例の制定

について、議案第 73号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第２号）「所管部
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分」、議案第 74号  平成 28年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、

議案第 75号  平成 28年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第２号）、以上 14議案、

いずれも討論はなく、全会一致で可決しました。  

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。  

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。  

  議案第 59号  岩出市社会福祉法人設立認可等審査会条例の制定についてでは、第

２条第４号、法人の一般的監督とあるがその内容は。岩出市で対象法人数は幾つあ

るのか。また、それはどこか。について。  

  議案第 60号  岩出市地域福祉計画策定委員会条例の制定についてでは、市民公募

では、どのぐらいの方が公募されているのか。について。  

  議案第 61号  岩出市老人ホーム入所判定委員会条例の制定についてでは、入所措

置について、即時対応しなければいけない場合、委員会の開催はどのようにするの

かについて。  

  議案第 62号  岩出市障害者計画等策定委員会条例の制定についてでは、委員の公

募を行っていない理由は。について。  

  議案第 63号  岩出市差別事件処理委員会条例の制定についてでは、過去の委員会

の開催回数は。について。  

  議案第 64号  岩出市人権推進懇話会条例の制定についてでは、名称に「懇話会」

となっている理由は。また、人権啓発推進委員会との違いは。について。  

  議案第 65号  岩出市介護保険事業計画等策定委員会条例の制定についてでは、委

員の公募状況は。について。  

  議案第 66号  岩出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

る基準等を定める条例の一部改正についてでは、第３条の改正により、市民にとっ

て何か利便性等が図られるのか。について。  

  議案第 67号  岩出市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について、質疑はありませんでした。  

  議案第 68号  岩出市保健衛生事故調査会条例の制定についてでは、保健衛生事故

調査会は、過去から開かれたことがあるのか。について。  

  議案第 69号  岩出市健康づくり計画策定委員会条例の制定についてでは、委員の

公募を行っていない理由は。について。  

  議案第 73号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第２号）「所管部分」につい

て、質疑はありませんでした。  
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  議案第 74号  平成 28年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）では、

歳入、財政調整交付金 300万円の減額と国民健康保険制度関係業務準備事業費補助

金の 300万円の増額は、財源振替となっているのか。また、この補助金はどのよう

な用途で使用するのか。現時点で、広域化についての情報は入っているのか。につ

いて。  

  議案第 75号  平成 28年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第２号）では、歳出、

地域介護・福祉空間整備推進交付金の詳細は。また、交付金の対象法人はどこか。

について。  

  以上が、厚生常任委員会の審査の中で交わされた主な質疑であります。  

  これで厚生常任委員会の報告を終わります。  

○井神議長  ご苦労さまでした。  

  建設常任委員長、玉田隆紀議員、報告をお願いします。  

○玉田議員  建設常任委員会での審査の経過と結果をご報告いたします。  

  ８月 29日の会議において、当委員会に付託されました議案は、議案第 54号  岩出

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

て外議案５件でありました。  

  当委員会は、９月１日木曜日、午前９時 30分から開催し、市道路線の関係の議案

がありましたので、現地調査を行うため、議長に対し委員派遣承認要求を行い、現

地調査を行いました。  

  現地調査終了後、付託議案について審査を行いました。  

  議案第 54号  岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について、議案第 70号  岩出市農業振興地域整備促進協議会条例の制

定について、議案第 71号  緑あふれるまちづくり表彰選考委員会条例の制定につい

て、議案第 72号  岩出市空家等対策協議会条例の制定について、議案第 73号  平成

28年度岩出市一般会計補正予算（第２号）「所管部分」、議案第 76号  市道路線の

認定について、以上６議案、いずれも討論はなく、全会一致で可決しました。  

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。  

  次に、審査の中の主な質疑をご報告いたします。  

  議案第 54号  岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正についてでは、この条例の一部改正についての詳細は。今まではどの

ようにしていたのか。について。  

  議案第 70号  岩出市農業振興地域整備促進協議会条例の制定についてでは、岩出
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市農業振興地域整備促進協議会での協議内容は。また、構成及び年間の開催回数は。

について。  

  議案第 71号  緑あふれるまちづくり表彰選考委員会条例の制定についてでは、委

員会委員の構成は。緑あふれるまちづくり表彰とは、どのような基準で審議するの

か。また、対象者はどのような方が対象となるのか。について。  

  議案第 72号  岩出市空家等対策協議会条例の制定についてでは、空家等対策計画

の詳細は。について。  

  第２条第２号の特定空家等とはどのようなものか。また、特定空家に決定してか

らの流れは。第３条第２項、地域団体を代表する者とはどのような方か。  

  議案第 73号  平成 28年度岩出市一般会計補正予算（第２号）「所管部分」及び議

案第 76号  市道路線の認定について、質疑はありませんでした。  

  以上が、建設常任委員会の審査の中で交わされました主な質疑であります。  

  これで建設常任委員会の報告を終わります。  

○井神議長  ご苦労さまでした。  

  以上で、各常任委員長の報告は終わりました。  

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  

  委員長報告に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、委員長報告に対する質疑を終結いたします。  

  これより討論、採決を行います。  

  議案第 51号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の制定の件、議

案第 52号  岩出市男女共同参画プラン策定委員会条例の制定の件、議案第 53号  岩

出市行政改革推進委員会条例の制定の件、議案第 54号  岩出市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件、議案第 55号  岩出市公

の施設に係る指定管理者選定委員会条例の制定の件、議案第 56号  岩出市教育委員

会委員定数条例の廃止の件、議案第 57号  岩出市教育支援委員会条例の制定の件、

議案第 58号  岩出市スポーツ推進計画策定委員会条例の制定の件、議案第 59号  岩

出市社会福祉法人設立認可等審査会条例の制定の件、議案第 60号  岩出市地域福祉

計画策定委員会条例の制定の件、議案第 61号  岩出市老人ホーム入所判定委員会条

例の制定の件、議案第 62号  岩出市障害者計画等策定委員会条例の制定の件、議案

第 63号  岩出市差別事件処理委員会条例の制定の件、議案第 64号  岩出市人権推進

懇話会条例の制定の件、議案第 65号  岩出市介護保険事業計画等策定委員会条例の

制定の件、議案第 66号  岩出市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
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営に関する基準等を定める条例の一部改正の件、議案第 67号  岩出市地域包括支援

センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の件、議案第 68号  

岩出市保健衛生事故調査会条例の制定の件、議案第 69号  岩出市健康づくり計画策

定委員会条例の制定の件、議案第 70号  岩出市農業振興地域整備促進協議会条例の

制定の件、議案第 71号  緑あふれるまちづくり表彰選考委員会条例の制定の件、議

案第 72号  岩出市空家等対策協議会条例の制定の件、議案第 73号  平成 28年度岩出

市一般会計補正予算（第２号）の件、議案第 74号  平成 28年度岩出市国民健康保険

特別会計補正予算 (第１号 )の件、議案第 75号  平成 28年度岩出市介護保険特別会計

補正予算（第２号）の件、議案第 76号  市道路線の認定の件、議案第 77号  市有財

産の処分の件、議案第 78号  動産の取得の件、議案第 79号  和歌山県市町村総合事

務組合規約の変更に関する協議の件、以上、議案 29件に対する討論の通告はありま

せん。  

  これをもって、議案 29件に対する討論を終結いたします。  

  議案第 51号から議案第 79号までの議案 29件を一括して採決いたします。  

  この議案 29件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 51号から議案第 75及び号及び議案第 77号から議案第 79号までの議

案 28件は、原案のとおり可決、議案第 76号は、原案のとおり認定されました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 31 平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

        ～  

   日程第 37 平成 26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書  

○井神議長  日程第 31 平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める

請願書の件から日程第 37 平成 26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求

める請願書の件までの請願７件を一括議題といたします。  

  お諮りいたします。  

  平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書、平成 25年請

願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書、平成 25年請願第６号  子

どもの医療費無料制度拡充を求める請願書、平成 25年請願第９号  子どもの医療費

無料制度拡充を求める請願書、平成 26年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充

を求める請願書、平成 26年請願第２号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願
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書、平成 26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書、この請願

７件は、請願者が同一で、請願理由が同趣旨でありますので、一括審議とすること

にご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、この請願７件は、一括審議とすることに決しました。  

  ただいま議題となっておりました請願７件に関し、厚生常任委員会委員長から請

願審査報告を求めます。  

  厚生常任委員長、三栖慎太郎議員、報告をお願いします。  

○三栖議員  厚生常任委員会での請願書の審査の経過と結果を報告いたします。  

  当委員会において付託され、継続審査となっていた請願書は、平成 25年請願第１

号、平成 25年請願第３号、平成 25年請願第６号、平成 25年請願第 9号、平成 26年請

願第１号、平成 26年請願第２号及び平成 26年請願第３号、子どもの医療費無料制度

拡充を求める請願書でありました。  

  当委員会は、８月 31日水曜日、午前９時 30分から開催し、付託議案の審査に引き

続いて請願書の審査を行いました。  

  請願７件については、同趣旨であったため、一括して審査を行いました。  

  反対討論、賛成討論を行った後、挙手による採決を行った結果、賛成者少数によ

り、平成 25年請願第１号、平成 25年請願第３号、平成 25年請願第６号、平成 25年請

願第９号、平成 26年請願第１号、平成 26年請願第２号及び平成 26年請願第３号は、

不採択となりました。  

  以上で、請願の審査報告を終わります  

○井神議長  ご苦労さまでした。  

  以上で、厚生常任委員会委員長の報告は終わりました。  

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  

  委員長報告に対する質疑の通告はありません。  

  これをもって、委員長報告に対する質疑を終結いたします。  

  これより討論、採決を行います。  

  平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の件から平成

26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の件までの請願７件

に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。  

  まず、本案に対する反対の発言を許します。  
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  吉本勧曜議員。  

○吉本議員  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の採決に当たり、反対の立

場から討論を行います。  

  まず、本市の子ども医療費の支給制度は、昭和 48年４月、１歳未満児を対象に実

施され、平成７年４月からは３歳未満児までに拡大、平成 14年８月からは就学前ま

での入院費を助成、平成 17年 10月からは４歳未満児の通院費を拡大、さらに平成 18

年 10月から就学前までの通院費を拡大してきました。  

  以後、平成 22年４月から入院費の対象を小学生までに拡大、そして、平成 27年８

月から小学生の通院費と中学生の入院・通院費に対する助成拡大が図られるととも

に、所得制限が撤廃されました。また、現在、医療機関の窓口で現物給付による助

成が受けられるよう関係機関と協議を行うなどの取り組みを行い、保護者の負担軽

減と子供の健康の保持・増進に努められてきました。  

  本来、子どもの医療費助成制度は、全国どこの自治体でも同様に受けられるよう、

国が実施するべきものであり、国の責任のもと、制度化することが一番望ましいと

考えるため、当市議会におきましても、平成 25年 12月、平成 27年６月に、子ども医

療費助成制度の拡充を求める意見書を国へ提出してまいりました。  

  また、平成 28年度には、全国市議会議長会から、国の制度として子ども医療費の

無料化等を実施するよう要望してまいりました。  

  さて、本市では、第２次岩出市長期総合計画により市の将来像を「活力あふれる

まち  ふれあいのまち」と定め、さまざまな施策を展開している中、子育て支援の

推進の一環として、先ほども述べましたように、子どもの医療費助成制度を順次拡

充して、経済的な支援を行っています。  

  しかし、市といたしましては、総合的な子育て支援事業の展開も最重要であるこ

とから、他の事業においても積極的に取り組まれるなど、限られた財源の中で各種

事業が進められてきております。  

  しかし、子どもの医療費は、本来、保護者が負担すべきものであり、また、子ど

も医療費助成制度を将来にわたって持続可能な事業として適正に推進していくため

にも応分の負担をしていただくことも必要であるかと考えます。  

  また、末端の行政を預かる市として、福祉とは、高齢者にもひとり親家庭にも、

また、障がいのある家庭にもと、あらゆる人たちに対し、視野を広げて、バランス

のとれた施策の取り組みが必要であると考えます。  

  以上のことから、私は、現時点において、この請願書を採択すべきではないと申
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し上げまして、反対といたします。  

○井神議長  次に、本案に対する賛成の発言を許します。  

  市來利恵議員。  

○市來議員  子ども医療費助成制度を求める請願について、賛成の立場で討論を行い

ます。  

  近年、我が国では、出生率の低下が社会問題となっております。この背景には、

働きながら安心して子供を産み育てる環境が不十分なことにあります。今、若い夫

婦の所得は低く、不安定で厳しい社会状況で、子供の医療費負担は家計を圧迫して

いるのも実情です。現に給料は一向にふえることもなく、生活を支えるため共働き

で何とか毎日を送っている、生活するのがやっと、何とか医療費だけでも無料にな

らないかという意見が数々出されております。また、医療費の無料化は少子化対策

にもなると考える、こうしたご意見も数々上がっています。  

  子どもの医療費無料制度は、全都道府県内の市町村で広がってきています。和歌

山県下においても、平成 28年８月現在で、無料制度は中学校卒業まで、 19もの自治

体にまで広がりを見せ、岩出市のように、中学校卒業まで助成制度を拡充したもの

の、自己負担を課している自治体は１つもありません。岩出市が一歩前進しても、

他の市町村の拡充の現状を知れば、当然、岩出市でも子どもの医療費無料化拡充、

無料化、実施してほしいという声、願いは大きくなります。  

  反対者の討論の中でも挙げられましたが、去年８月から制度が前進し、１年が経

過したところや国に意見を挙げてきたことなどを理由とされておりますが、国が今

も制度化せず起こってきている問題、地域間格差、この国の制度化を持つ間にも、

和歌山県内でもこの地域間格差が生まれています。このことに目を向けない対応は、

地域間格差を容認しているも同じだと言えます。  

  また、制度拡充のための財源は、国に借金をすることでもなく、岩出市独自の施

策として、岩出市の財源で行うことになります。  

  岩出市では、平成 27年度の一般会計決算で、基金関係、財政調整基金 15億 3,000

万円、減債基金 16億 9,000万円を初め基金関係で 56億 8,000万円もあります。しかも、

このような基金への積み立ては、単年度だけではありません。毎年のように積み上

げてきております。これだけのお金が生まれてきた状況、要因はどこにあるのかは

別として、岩出市においては、財政的にも十分実施できる財源の裏づけもあります。  

  子どもの医療費を無料化すれば、病院にかからなくてもいいような状態でさえ医

療機関に走るのではといったような心配も、各自治体が拡充をしてきた状況を考え
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ると、こうしたことも考えられません。  

  実際に医療費機関でも、そのようなことはありません、そういうことは起こって

いないときっぱりと返事が返ってきます。医師からもこれからの時代を背負ってい

く子供たちに、命、健康を守っていく立場から、制度の拡充を実現をしてほしいと

いう意見や、子供は国の宝、健やかに育てられるように、安心して医療機関にかか

れるように負担軽減をしてほしいという温かい意見なども寄せられています。  

  岩出市の今の制度は、お金がなければ医療機関にかかれないということです。窓

口で３割払うことが必要となり、私は、親の経済事情によって必要な医療が受けら

れないことがあってはならないと考えます。  

  請願が提出され、議会は、この厚生常任委員会において継続審査という態度をと

り続けました。請願者も市民も議会に期待をし、請願を酌み取ってくれることを願

っていました。市民要求に応えようとしない態度に、非常に残念でなりません。病

気のときぐらいお金の心配をせず、安心して医療が受けられるようにしてほしいと

いう願いが込められたこの請願について、私は採択すべきものだと考え、賛成とい

たします。  

○井神議長  ほかに討論ありませんか。  

（な   し）  

○井神議長  以上で、平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請

願書の件から平成 26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の

件までの請願７件に対する討論を終結いたします。  

  平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の件から平成

26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の件までの請願７件

を一括採決いたします。  

  本案に対する委員長の報告は、不採択であります。  

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。  

（起立少数）  

○井神議長  起立少数であります。  

  よって、平成 25年請願第１号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の件

から平成 26年請願第３号  子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書の件までの

請願７件は、不採択と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 38 議員派遣について  
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○井神議長  日程第 38 議員派遣の件を議題といたします。  

  本件につきましては、お手元に配付の写しのとおり、議員派遣されたい旨の申し

出があります。  

  お諮りいたします。  

  本件は申し出のとおり議員派遣することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、申し出のとおり議員派遣することに決しました。  

  お諮りいたします。  

  ただいま議決されました議員派遣の派遣場所、派遣期間等に変更があった場合、

その決定につきましては、議長に委任することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議員派遣の派遣場所、派遣期間等に変更があった場合、その決定につき

ましては、議長に委任することに決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 39 委員会の閉会中の継続調査申出について  

○井神議長  日程第 39 委員会の閉会中の継続調査申出の件を議題といたします。  

  本件につきましては、お手元に配付いたしました申出書の写しのとおり、総務文

教常任委員長、厚生常任委員長、建設常任委員長及び議会運営委員長から、会議規

則第 104条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。  

  お諮りいたします。  

  各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。  

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しまし

た。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○井神議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  

  お諮りいたします。  

  次の会議を９月８日木曜日、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  



－45－ 

（「異議なし」の声あり）  

○井神議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を９月８日木曜日、午前９時 30分から開くことに決しました。  

  本日は、これにて散会いたします。  

  どうもご苦労さまでした。  

                  散会             （ 10時５分）  

 

 


