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議事日程（第３号）  

令和３年６月 25日  

開   議   午前９時 30分  

日程第１   議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市税条例等の一部改正）  

日程第２   議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市都市計画税条例の一部改正）  

日程第３   議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて  

            （岩出市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例  

             措置に関する条例の一部改正）  

日程第４   議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市一般会計補正予算第 10号）  

日程第５   議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号）  

日程第６   議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市介護保険特別会計補正予算第４号）  

日程第７   議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和２年度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）  

日程第８   議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて  

            （令和３年度岩出市一般会計補正予算第１号）  

日程第９   議案第 32号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について  

日程第 10  議案第 33号  岩出市手数料徴収条例の一部改正について  

日程第 11  議案第 34号  岩出市介護保険条例の一部改正について  

日程第 12  議案第 35号  令和３年度岩出市一般会計補正予算（第２号）  

日程第 13  議案第 36号  令和３年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

日程第 14  議案第 37号  令和３年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 15  議案第 38号  令和３年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）  

日程第 16  議案第 39号  市道路線の認定について  

日程第 17  議案第 40号  動産の取得について  

日程第 18  請願第１号  子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願書  

日程第 19  委員会の閉会中の継続調査及び継続審査の申出について  
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                  開議             （９時 30分）  

○福山議長  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。  

  議案第 24号から議案第 40号までの議案 17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、請願第１号につきましては、厚生文教常任委員会

の請願審査報告、報告に対する質疑、討論、採決、それと委員会の閉会中の継続調

査及び継続審査申出の件です。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第１  議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例  

        等の一部改正）～  

   日程第 17 議案第 40号  動産の取得について  

○福山議長  日程第１  議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市

税条例等の一部改正）の件から日程第 17 議案第 40号  動産の取得の件までの議案

17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 17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、各委員長からの報告を求めます。  

  総務建設常任委員長、梅田哲也議員、演壇でお願いいたします。  

○梅田議員  皆さん、おはようございます。  

  総務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。  

  ６月 17日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第 24号  専決処分

の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改正）の外議案 10件です。  

  当委員会は、６月 21日月曜日、午前９時 30分から開催し、総務部門、建設部門の

順に審査を実施しました。  

  議案第 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）、議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例

の一部改正）、議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市半島振

興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）、議案第

27号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計補正予算

第 10号）所管部分、議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年

度岩出市墓園事業特別会計補正予算第１号）、議案第 33号  岩出市手数料徴収条例

の一部改正について、議案第 35号  令和３年度岩出市一般会計補正予算（第２号）
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所管部分、議案第 37号  令和３年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）、議案

第 38号  令和３年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）、議案第 39号  市道

路線の認定について、議案第 40号  動産の取得について、以上 11議案いずれも討論

はなく、全会一致で、議案第 24号  議案第 25号、議案第 26号、議案第 27号の所管部

分及び議案第 30号は承認、議案第 33号、議案第 35号の所管部分、議案第 37号、議案

第 38号及び議案第 40号は可決、議案第 39号は認定しました。  

  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 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）、議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例

の一部改正）及び議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市半島

振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）では、

質疑はありませんでした。  

  議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計

補正予算第 10号）所管部分では、有害鳥獣捕獲事業等補助金に関して、被害状況は

どうか。また、捕獲件数の実績は。事業所支援給付金に関して、給付件数の実績は。

給付漏れはなかったのか。また、当初の予定に対して少なかった理由は。移住支援

金に関して、実績がなかったということであるが、市独自の支援策など、制度に対

する議論はなかったのか。都市計画事業資金基金積立金に関して、どれくらいまで

積み立てる予定なのか。また、どういった事業を想定しているのか。公営住宅管理

費の工事請負費に関して、工事の内容は。について。  

  議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市墓園事業

特別会計補正予算第１号）では、根来公園墓地基金積立金について、積み立てる理

由は。全国的にも厳しい状況の墓地販売について、今後の計画はどうか。について。  

  議案第 33号  岩出市手数料徴収条例の一部改正についてでは、質疑はありません

でした。  

  議案第 35号  令和３年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分では、消防

費におけるコミュニティ助成事業補助金について、その内容は。また、実績報告は

されるのか。商工費の岩出市商工会補助金に関して、プレミアム商品券発行事業に

おける商品券の販売開始時期は。について。  

  議案第 37号  令和３年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）、及び議案第 38

号  令和３年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）では、質疑はありませ
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んでした。  

  議案第 39号  市道路線の認定についてでは、今回の路線の中で、公共下水道に接

続する予定の路線は。既存の下水道管、ガス管などの地下埋設物について、どう

いった取扱いをしていくのか。について。  

  議案第 40号  動産の取得についてでは、個人情報の対応として、デジタル庁の創

設に伴い、特段のウイルス対策が必要になるようなことはないのか。について。  

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。  

  これで、総務建設常任委員会の報告を終わります。  

○福山議長  ご苦労さまでした。  

  厚生文教常任委員長、奥田富代子議員、演壇でお願いいたします。  

○奥田議員  厚生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。  

  ６月 17日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第 27号  専決処分

の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計補正予算第 10号）所管部

分の外議案７件です。  

  当委員会は、６月 22日火曜日、午前９時 30分から開催し、厚生部門、文教部門の

順に審査を実施しました。  

  議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計

補正予算第 10号）所管部分、議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて

（令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号）、議案第 29号  専決処

分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市介護保険特別会計補正予算第４

号）、議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市一般

会計補正予算第１号）、議案第 32号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正につい

て、議案第 34号  岩出市介護保険条例の一部改正について、議案第 35号  令和３年

度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分、議案第 36号  令和３年度岩出市介

護保険特別会計補正予算（第１号）、以上８議案、いずれも討論はなく、全会一致

で、議案第 27号の所管部分、議案第 28号、議案第 29号及び議案第 31号は承認、議案

第 32号、議案第 34号、議案第 35号の所管部分及び議案第 36号は可決しました。  

  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 27号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般会計

補正予算第 10号）所管部分では、国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業補助金に関して、使い方は。また、歳出の超過勤務手当は市職員に係る
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ものか。障害福祉費の扶助費と児童扶養手当に関して、減額となった理由は。生活

保護費の扶助費に関して、受給者数減についての市の認識は。また、自立後の生活

状況を把握しているのか。がん検診委託料に関して、新型コロナウイルス感染症の

影響により受診率が下がっていると思うが、現状と対策は。新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業委託料に関して、支出先はどこか。環境衛生費の需用費に

関して、ごみ袋作成に係る入札差額によるものとの事前説明であったと思うが、そ

の詳細は。また、ごみ減量化の観点から、今よりも小さいサイズのごみ袋作成の考

えは。学校管理費の光熱水費に関して、プールの中止による減額と考えるが、今年

度のプールの実施予定は。社会体育振興費の減額について、新型コロナウイルス感

染症の影響による市民運動会等のイベントの中止に伴うものと考えるが、今後のイ

ベントの実施については、どう考えているのか。紀の国緑育推進事業県補助金に関

して、市立６小学校のうち４校が事業を中止したことによる減額とのことであるが、

残りの２校はどうだったのか。老人福祉費、児童教育・保育費及び小学校費と中学

校費の教育振興費における使用料、賃借料に関して、敬老会、保育所遠足などの中

止に伴いバス借上料が減額となっていると思うが、キャンセル料は発生していない

か。について。  

  議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市国民健康

保険特別会計補正予算第５号）では、出産育児一時金に関して、当初見積りと実績

は。また、以前からの比較ではどうか。について。  

  議案第 29号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市介護保険

特別会計補正予算第４号）では、介護サービス給付費やサービス事業費の減額は、

利用者の減によるものと考えるが、新型コロナウイルス感染症の影響によるものな

のか、市の認識は。また、新型コロナウイルス感染症以外での要因は。について。  

  議案第 31号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市一般会計

補正予算第１号）では、質疑はありませんでした。  

  議案第 32号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について及び議案第 34号  岩

出市介護保険条例の一部改正についてでは、減免措置の実績は。について。  

  議案第 35号  令和３年度岩出市一般会計補正予算（第２号）所管部分では、介護

保険費のシステム改修委託料に関して、キャッシュレス化への対応との事前説明で

あったが、その詳細は。私立保育園等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金

に関して、その支給方法は。について。  

  図書館費のＩＣタグ導入委託料に関して、ＩＣタグによる管理方法の詳細は。ま
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た、導入に伴いかばんの持込みは可能になるのか。図書館費の一般備品購入費に関

して、その内容は。また、機器導入による効率化に伴ってできる時間的余裕を読書

活動の推進などの取組に活用すべきと考えるがどうか。小学校費と中学校費の教育

振興費における授業目的公衆送信補償金制度負担金に関して、一度だけでいいのか、

毎年支払う必要があるのか。について。  

  議案第 36号  令和３年度岩出市介護保険特別会計補正予算（第１号）では、質疑

はありませんでした。  

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。  

  これで、厚生文教常任委員会の報告を終わります。  

○福山議長  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、委員会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 24号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）の件、議案第 25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税

条例の一部改正）の件、議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出

市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）

の件、議案第 27号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市一般

会計補正予算第 10号）の件、議案第 28号  専決処分の承認を求めることについて

（令和２年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第５号）の件、議案第 29号  専

決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩出市介護保険特別会計補正予算

第４号）の件、議案第 30号  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度岩

出市墓園事業特別会計補正予算第１号）の件、議案第 31号  専決処分の承認を求め

ることについて（令和３年度岩出市一般会計補正予算第１号）の件、議案第 32号  

岩出市国民健康保険税条例の一部改正の件、議案第 33号  岩出市手数料徴収条例の

一部改正の件、議案第 34号  岩出市介護保険条例の一部改正の件、議案第 35号  令

和３年度岩出市一般会計補正予算（第２号）の件、議案第 36号  令和３年度岩出市

介護保険特別会計補正予算（第１号）の件、議案第 37号  令和３年度岩出市水道事

業会計補正予算（第１号）の件、議案第 38号  令和３年度岩出市下水道事業会計補

正予算（第１号）の件、議案第 39号  市道路線の認定の件、議案第 40号  動産の取
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得の件、以上、議案 17件に対する討論の通告はありません。  

  これをもって、議案 17件に対する討論を終結いたします。  

  議案第 24号から議案第 40号までの議案 17件を一括して採決いたします。  

  この議案 17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）  

○福山議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、議案第 24号から議案第 31号までの議案８件は、原案のとおり承認、議案

第 32号から議案第 38号及び議案第 40号の議案８件は、原案のとおり可決、議案第 39

号は、原案のとおり認定されました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

  日程第 18 請願第１号  子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願書  

○福山議長  日程第 18 請願第１号  子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願書

の件を議題といたします。  

  ただいま議題となりました請願に関し、請願審査報告書が提出されていますので、

厚生文教常任委員長から報告を求めます。  

  厚生文教常任委員長、奥田富代子議員、演壇でお願いいたします。  

○奥田議員  厚生文教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。  

  ６月 17日の会議において、当委員会に付託された請願は、請願第１号  子どもの

医療費助成制度の拡充を求める請願書及び請願第２号  公立那賀病院の産科医師の

確保を求める請願書の２件です。  

  当委員会は、６月 22日火曜日、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。  

  紹介議員から請願の趣旨及び請願理由について説明を受け、質疑はありませんで

した。  

  請願第１号については、討論の後、賛成者少数により不採択となりました。  

  請願第２号については、慎重な審査を要するため、継続審査とすることになりま

した。  

  以上が、委員会での請願書の審査の経過と結果です。  

  これで、厚生文教常任委員会の報告を終わります。  

○福山議長  ご苦労さまでした。  

  以上で、厚生文教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。  
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  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。  

  請願第１号  子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願書の件に対する討論の

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。  

  田中宏幸議員。  

○田中議員  請願第１号  子どもの医療費助成制度の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いたします。  

  医療費助成制度については、これまでも同僚議員が申し上げていたとおり、市町

村それぞれの事情に左右されることなく、国の責任において、社会保障政策の一環

として、公平な制度の構築が図られることが基本であると考えます。  

  当市議会においても、子ども医療費助成制度の創設を求める意見書を国へ２回提

出した経緯があります。全国市議会議長会においては、全国統一の制度を国の責務

として早期に創設されるよう要望しているところであり、また、執行部においても

制度創設について、粘り強く要望を続けていると聞いております。  

  当市における子ども医療費助成制度については、小学生の入院医療費の拡充、未

就学から中学生まで、全て所得制限の撤廃、中学生の入院医療費及び小中学生の外

来医療費の拡充と順次取組が進められており、また、小中学生の外来医療費におい

て償還払い方式から現物給付方式に支払い方法を改善されるなど、子育て支援に寄

与しているものと考えます。  

  今後も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、子育てについての第一義的責任を有する保護者に応分の負担を

していただくことは必要であります。  

  現在、市において子育てを支援する施策は、子どもの医療費助成だけでなく、妊

娠、出産、子育ての切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターぎゅっふ

るいわでを設置するなど、総合的な子育て支援として取り組んでおられます。  

  また、総合的な子育て支援をはじめ、社会保障制度の充実、地域医療体制の充実、

高齢者福祉及び障害者福祉サービスの充実など、限られた財源の中でバランスを考

慮しつつ、様々な福祉施策を積極的に進められてきています。  

  議会においても、住民全体の福祉の向上を考えていく上で、他の施策との関係を

考慮しながら、市の施策全体の底上げを図っていくバランス感覚が必要であると考
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えます。  

  よって、今回提出されている請願書につきましては、現時点において採択すべき

ではないと申し上げ、私の反対討論といたします。  

○福山議長  次に、本案に対する賛成の発言を許します。  

  増田浩二議員。  

○増田議員  子どもの医療費助成制度の拡充を求める請願書の賛成討論を行います。  

  今、日本の国は少子高齢化の時代へとなってきています。和歌山県でも、以前は

100万県民と表現されていましたが、人口は 94万人へと減少し、将来は 80万人にな

るとの予測すら出てきています。各自治体では子育て支援策を強化し、住み続けら

れるまちづくり、子供たちが健康で健やかに成長できる権利を保障する上でも、医

療費制度の拡充がされてきているのです。  

  国における成育基本法がつくられたのも、子育て家庭に関わり、医療等で切れ目

なく施策を進める必要があるとして制定されてきたものです。この点からは、中学

校までの通院医療費の無料化、所得制限の撤廃の願いは、保護者の切実な願いです。

国や県に対して、医療費の無料制度の実施を求める点においても、成育基本法の理

念を進める上でも必要と考えます。  

  岩出市は、和歌山県下で一番後れた制度であり、地域間格差の対策であることを

考えても、この請願を採択することが必要だと考えます。  

  委員会での反対者の意見では、岩出市において順次改善策が図られてきている。

持続可能な制度とする上では、保護者負担が必要と言われました。今、本会議でも

同様なことを言われましたけれども、だとすれば、持続可能な制度とする上では、

成育基本法を推し進めて、国の責任として、保護者負担のない国の無償化制度の改

善を求めることが必要になります。  

  順次改善策が取られてきていると言いますが、現実は和歌山県下で一番後れた制

度であり、市民の願いに応え、岩出市政に改善を求め、行政に市民の声を届けるこ

とこそ市民代表の議員の役割ではないでしょうか。  

  以上の理由をもって、この請願に対する賛成討論といたします。  

○福山議長  ほかに討論ありませんか。  

（な   し）  

○福山議長  以上で、請願第１号に対する討論を終結いたします。  

  請願第１号を採決いたします。  

  本案に対する委員長の報告は、不採択であります。  
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  本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。  

（起立少数）  

○福山議長  起立少数であります。  

  よって、請願第１号は、不採択と決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

   日程第 19 委員会の閉会中の継続調査及び継続審査の申出について  

○福山議長  日程第 19 委員会の閉会中の継続調査及び継続審査の申出の件を議題と

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、総務建

設常任委員長、厚生文教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、閉会中の継続調査及び継続審査の申出があります。  

  お諮りいたします。  

  各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査及び継続審査とすることにご異議

ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○福山議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査及び継続審査とすること

に決しました。  

～～～～～～～～○～～～～～～～～  

○福山議長  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６月 29日火曜、午前９時 30分から開くことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○福山議長  ご異議なしと認めます。  

  よって、次の会議を６月 29日水曜、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 00分）  

 

 


