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第８回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年４月２１日（火） 

    開 会  午前 11時 40 分 

    閉 会  午後 ０時 22 分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①ケアハウスについて  

 ②第２期子ども・子育て支援事業計画について 

 ③網走厚生病院脳神経外科について 

 ④清里クリニックについて  

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委 員 長  伊 藤 忠 之    副委員長  勝 又 武 司 

    委  員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二      

     委  員  古 谷 一 夫    委  員  堀 川 哲 男 

       委  員  岡 本 英 明    議  長  田 中   誠                

    

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■保健福祉課長       野呂田成人  ■保健福祉課主幹      水尾 和広 

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美  ■子ども子育てＧ      鈴木 由美子 

  

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 
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  ●開会の宣告 

 

 ○伊藤委員長 

  それでは、第８回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 まず、保健福祉課の方から４点ほど提案がございます。説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの記載の４件につきまして、それぞれ担当よりご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、ケアハウスきよさと入居状況について説明いたしますので、資料の１ページをお開

きください。１の入居者数です。４月 15日現在の入居者数は 43名で、入居契約中の１名を合

わせまして 44 名となっております。男女別は男性が９名、女性が 34 名と入居契約中１名の

35 名、合計で 44 名となっております。市町村別につきましては、清里町が 30 名と契約中１

名を合わせまして 31 名、斜里町３名、北見市 5名、美幌町 3 名、小清水町 1 名、道外 1 名と

なります。サービス種別は一般 38 名、特定６名でサービス利用の内訳は記載のとおりです。介

護認定者は 18 名で要支援１が 15 名、支援２が 3 名、要介護２が 1 名です。入居者平均年齢

は 82.6 歳です。 

 ２の入居選考委員会の開催状況です。令和元年度は 11 回の入居選考委員会を開催しており

ます。表の下段に行きまして、平成 30年度が申込者数 29 名、入居承認 26 名、入居不承認 3

名、辞退数 4 名、入居者 22 名です。令和元年度は 申込者数 26 名、承認 24 名、不承認２

名、辞退者１名で 23 名の入居決定をしております。合計で申込数 55 名、入居承認 50名、入

居不承認 5名、辞退数 5名で入居者は 45名となります。ただし、45 名の決定のうち、11月

に 1 名がお亡くなりになっており、現在 44 名が入居決定者となっております。以上で説明を

終わります。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課の方からケアハウスについて説明ございました。委員の皆さま何か御質問等ござい

ませんか。よろしいですか。池下議員が発言を求めていますけれどもよろしいでしょうか。池下

議員。 

 

○池下議員 

 お伺いしたいんですが、今数字が担当から発表ありましたけれども、入居不承認という方が合

計で５名おりますけれども、どういった状況の中で不承認になったのか説明できる範囲で構わな
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いので、できる範囲でお聞きしたいと思いますが。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 以前も説明したような気がするんですけれども、要介護度の状況とかケアマネさんがその方と

面談をいたしまして例えば１人で歩けないですとか薬の管理が実はできませんでしただとか、そ

のような形の報告がありまして選定委員会の中でそれらを詳しく聞いた中で不承認になってい

ると。中には要介護３の方もいたような状況とかありますし、そのケースバイケースで５件全部

ではないんですけども、何らかの事情があってという形でご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。なければ次、第２期子ども・子育て支援事業計画

について説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 第２期子ども・子育て支援計画につきましては、２ヵ年の事業として計画の策定を図ってまい

りました。本来なら、最後のページにあります策定員会において町長に答申することとなります

が、今般の新型コロナウイルスの関係で、３月に策定委員会を開催することができず、委員に素

案を渡しまして、ご意見を聞き、職員が主導となって一旦完成させたところであります。 

 しかし、議会における一般質問や、予算・決算委員会、そして常任委員会でも、各種計画との

整合性をご指摘・ご指導いただいているところでもあります。これから総括より説明する本計画

につきましては、本年度策定する総合計画はもとより、健康づくり計画の見直し、障がい者、障

がい児計画との整合性や組込み等を図らなければならないと考えているところであり、この１年

間は、本計画を進めながら、各種計画の内容により見直しを図りたいと考えているところでござ

いますので、ご理解をいただきたいと存じます。計画委の内容につきましては、鈴木総括よりご

説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

 それでは、第２期子ども・子育て支援事業計画の内容について、説明いたします。本計画につ

いては、子ども・子育て支援法に基づき平成 27年度に策定しました第１期計画が令和元年度で

終了するため、令和２年度から令和６年度までの５年間の計画を今回策定したものです。今回の

計画は、全体を５章に分けて構成し、第１章は計画の概要、第２章は本町の現況、第３章は子育

て支援の基本理念と基本視点、第４章は子育て施策の展開、第５章は計画の目標値ということで

記載をしております。 

 １ページ目から第１章・計画の概要を記載しております。計画の概要では、平成 27 年４月に
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施行されました子ども・子育て新制度に基づき、アンケート調査結果等を行い、本町の子育て施

策の推進を図るために策定すること、また、計画は子ども・子育て支援法の中で、５年を１期と

するものとしておりまして、その中で教育・保育、また地域子ども・子育て支援事業の供給体制

の確保、この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定められておりますので、それに基

づきまして５年間の計画とさせていただいております。 

 また、社会的課題となっている子どもの貧困対策につきまして、令和元年６月に成立した「改

正子どもの貧困対策法」により、市町村においても子どもの貧困対策計画の策定が努力義務化さ

れていることから、今回の計画の中に貧困対策につきましても記載をしているところでございま

す。 

 本計画の策定にあたりましては、子ども・子育てに関係する部署による協議を経まして、健康・

子育て計画策定審議委員会の各委員へ、３月に内容説明を行い、意見を聴収しております。 

 また、子育て計画を立てるにあたり、アンケート調査を実施いたしまして、就学前児童及び小

学生の児童のいる世帯に対し子育てに関するニーズ調査、貧困対策の関係で小学５年生から高校

生とその保護者を対象に生活実態調査を行っているところです。 

 ６ページをお開きください。第２章、本町の現況であります。６ページから 10ページ中段ま

で記載しております。本町の人口、世帯の推移でございますが、18 歳未満の子供の人口の将来

推計につきましては 12歳～14歳の層に一部増加傾向が見られますが、全体では人口、世帯に

つきまして減少傾向にあることが見込まれます。 

 10 ページ後半の、子ども・子育てを取り巻く環境については、保育所及び幼稚園の状況につ

いては、近年は児童数が減少しているため入所入園についても減少傾向にありますが、一方で障

がい児の数は児童数が減少する中で増加傾向にあると推移をしております。 

 13 ページ、３の各種調査結果でございます。子育てに関するニーズ調査、また生活実態調査

の結果を抜粋して掲載をしております。13 ページのニーズ調査の結果では子供を見てもらえる

家族がいる家庭が比較的多い中、緊急時にも子どもを見てもらえる人がいない、頼れる人がいな

いという家庭が一定数いること。保護者の就労状況では、子供の成長に伴い就労率が上がってい

ることが調査の結果でわかります。 

 また、保育所・幼稚園等の利用状況では、保育所利用が多数を占めています。今後の利用意向

では、保育所に次いで認定こども園が挙げられており、幼保一元化を希望する保護者の意向がこ

の調査結果で見て取れると思います。就学後の放課後の過ごし方では、習い事、自宅、学童保育

が上位を占めております。 

 16 ページです。町の子育て支援策につきまして、アンケートの中では就学前と小学生で共通

して、子供が安心して遊べる公園等の整備が最も高くなっていますが、その他については、就学

前では子育てに関する相談・学習の場の充実、一時的に預かってくれる事業の充実、が挙げられ、

小学生では放課後児童クラブの充実、子育てに関する経済的支援の充実が主に挙げられておりま

す。 

 次に 18 ページをお開きください。生活実態調査の結果でございます。経済的にみた家の暮ら

しについて、中高生の意見として「やや苦しい」が２割弱にのぼり、小学生に比べ中高生の方が

経済的に厳しいと感じている子どもが多い状況となっております。 

 家計の状況では、特に高校生の保護者で、貯金の取り崩し、借金をしている割合を合わせると

２割弱を占め、家計が厳しい状況がうかがえます。 
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 次に 20 ページをお開きください。第１期計画の評価について、ほとんどの事業については計

画に基づき事業を遂行することができましたが、子育てサポートセンター事業につきましては、

協力会員の減少により、全てのニーズに対応できない部分もあり、課題となっております。 

 次に 21 ページ、第３章、子育て支援の基本理念と基本視点です。保護者や子どもたちを取り

巻く地域にその責務があることを前提に、一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障し、

子どもの最善の利益が実現される地域社会が形成されることを基本理念として謳っています。 

 その中で基本視点として、大きく２つの視点をあげ、それに基づき子育て施策の推進を図りま

す。１つ目に、「安心して子供を産み育てることのできる子育て支援対策の充実」では、子育て

の経済的支援や、母子保健の視点から、保護者、子どもに対してきめ細やかな支援を実施するこ

と。２つ目として、「地域全体で子育てを支援する体制や環境整備の促進」ということで２つの

視点をもって施策の推進を図ってまいります。 

 23 ページをお開きください。23 ページから 29 ページまでは、第４章、子育て施策の展開

として、各種事業ごとに記載しております。 

１つ目の母子保健事業につきましては、母子保健部門と子育て支援センターが中心となり、今

までの事業を継続して今後も実施していくことと記載をしています。 

 26 ページをお開きください。幼児期の教育・保育の事業につきましては、幼児期の教育では

清里やまと幼稚園の運営の継続。幼保一元化に向け、認定こども園が令和２年度より開設に向け

た準備を教育委員会が中心となり進めていくこととなっております。保育事業につきましては、

現在の保育受入れを継続的に行うとともに、更なる低年齢保育の検討、病児・病後児・障がい児

保育の検討を行っていきます。障害、虐待が疑われる子どもへの支援については、保健師、保育

士及び関係機関と連携を図り、早期発見・早期療育・早期対応を行ってまいります。子育て世帯

への経済的支援につきましては、現在の支援を継続するとともに、国の幼児教育・保育無償化の

対象外の子どもの保育料の無償化につきまして、町独自の施策として実施していきます。 

 27 ページ後段です。３番、学童を対象とした事業につきましては、学童保育の拡充として今

後も支援員の確保を行いながら、保護者のニーズを踏まえたサービスの充実に努めることとして

おります。子育て・家庭教育学習の推進、学社連携・融合事業の充実、また、今後子育て世代包

括支援センター設立に向けて体制整備の検討を図ってまいります。 

 29 ページでは、子どもの貧困対策に関わる事業として、子どもが生まれ育った環境によって

左右されないよう、関係機関と連携をしながら必要な環境整備を行っていくということで、教育

の支援、生活の支援、経済的支援の３つに分けて記載をさせていただいております。 

 30 ページをお開きください。第５章、計画の目標値につきましては、子ども・子育て新制度

の中で計画の必須項目となっているもので、各種事業別に令和２年度から５年間の事業量の見込

み、それに対応する確保方策を記載しております。 

 教育・保育提供区域の設定、また量の見込みを算定する事業、量の見込みの基礎となる推計児

童数につきましては、国が示す手引きに従い、ニーズ調査の結果等も踏まえ算出をしているとこ

ろでございます。 

 34 ページの中段から 41 ページまでは各事業の数値目標と、今後の方向性について記載して

います。教育・保育につきましては、保育所、認定こども園、地域型保育ということで１号から

３号までの国の分けがありまして、それぞれ量の見込み、また目標値の記載をしているところで

ございます。 
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 35 ページ後段の地域子ども・子育て支援事業につきましては、（1）時間外保育事業、（2）地

域子育て支援拠点事業、こちらは子育て支援センターの事業でございます。 

 37 ページ（4）の幼稚園在園児の一時預かり事業については、現在も事業を展開しておりま

すので、今後も継続し実施していきます。 

 その他の事業につきましては、実績がないもの、またニーズがないもの等もございますので、

今後もニーズの把握に努め、事業の必要性を検証しながら検討していく必要がある事業でござい

ます。38 ページをお開きください。（8）放課後児童健全育成事業については、支援員の確保及

び児童の居場所づくりのため、今後も１年生から６年生までを対象に事業を継続実施していきま

す。39ページ、（9）乳児家庭全戸訪問事業、（10）養育支援訪問事業、（11）妊婦健康診査に

つきましては、母子保健の事業であります。今後も今まで同様、継続し各種事業を実施してまい

ります。 

 40 ページをお開きください。（12）、（13）につきましては、既存の資源を活用しながら、今

後も事業の必要性の検証、検討が必要となるものでございまして目標値につきましては、ここで

は示しておりません。今後も検討をしてまいります。 

 40 ページ後段、５番、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供の推進

につきましては、認定こども園の開設に係る基本的な考え方、幼稚園教諭、保育士の合同研修に

対する支援、幼稚園、保育所、小学校等との連携について記載をしており、こちらについて必要

な支援、環境づくり等を進めてまいります。 

 41 ページ、６番、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保についてですが、国の

幼児教育・保育の無償化に伴い、現在やまと幼稚園が新制度に未移行の幼稚園として位置づけさ

れており、そちらの保育料等について、無償化のための給付をしていることが記載をされており

ます。こちらについても今後も必要に応じて保護者の経済的負担や利便性の向上を図るため、方

法についても検討していくこととしております。 

 今回の計画策定につきまして、令和２年度も継続して計画のさらなる進化を進めてまいります

のでご理解をお願いいたします。以上で、内容の説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 お昼時間になってしまったんですけれども、できればこのまま続けさせていただきたいなと思

っていますが、原課及び委員の皆様どうでしょうか。よろしいですか。 

 今、第２期子ども・子育て支援事業計画について担当の方より説明がございました。委員の皆

様何か御質問等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 限られた時間の中でまたコロナの影響の中でまとめざるを得なかったということについてで

すけども担当の皆さんのご苦労をぜひこの場を借りて察したいと思います。 

 ただ、気になる点だけ今後の具体的な計画の実行の段階で検討いただきたいというところを何

点か申しますと、子育て環境支援の満足度を見ると、ある意味ではミスマッチがうちの町では長

年起きているのではないか。保育料の無料化、幼稚園の無料化に取り組んだり、給食の無料化、

医療費の無料化、管内全道においても非常に手厚い支援を行ってきた中において 17 ページの

満足度、やや不満、不満我々感覚的には今までいろんな町の理事者及び職員の皆さんから非常に
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高い評価を得ているというふうに答弁を受けてきているんですけども、現実的にはこういった状

況、これだけの施策を打てば普通は７割８割の子育て世代の方が満足、やや満足、だから何によ

ってミスマッチが起きてきているのかと言うしっかり分析をしていただいた上で、施策の展開を

行っていただきたい。非常に悲しい数ではないか、その中で新しい事業の中では、子育て世代の

地域包括センターをきちんと設立していく。さらに認定こども園のあり方を今後検討されていく

ということですけども、特に今課題と捉えられている部分については子供たちの貧困の問題です

よね。それと虐待の問題、障がいを持った子供たちの問題、こういったものを地域全体としてど

うやって支えていくかといった時にどうしても欠けているのが現状でも極めて簡単に言うとマ

ンパワーじゃないか。専門職とか専門的な職員とかそういった今後に関わるそういったものはマ

ンパワーが絶対的に欠けている。お金や現物給付だけで今まで進んできたことのひずみが、こう

いった数字に表れているのではないかというふうに私自身は直接的に感じているわけです。した

がって、いくら立派な計画をつくっても基本的にその仕組みや計画を支えるマンパワーが行政の

中になければいけないという形と、保育、教育そういったものがしっかり今後連携をし合ってい

く。特に医療も福祉も含めてでしょうけれども。それは形式的なそういった連携ではなくして今

回ここに記載しているしっかりとその地域を支えていく、連携の具体的な方策そのためにも絶対

的には必要なのはマンパワーであって、それに手をかけない限りは現実的にはなかなかここで掲

げた計画が前に行かないのが実態になってくるのではないか。特に子供たちの数が今回の調査で

も計画年度の最終年度の令和６年度で 20％から 25％減っていく、その中においてどれだけ大

切に地域の中で子どもを育てていくかという観点をもう１回、計画は計画としながら実行をどの

ように担保していくかということについて真剣に理事者も含めて検討いただきたい、ぜひそうい

う方向でこの計画を進めていただきたい強く要請をいたします。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 大変難しい問題ではございます。17ページのところでの御指摘をいただいて。おっしゃると

おり資金面ではやはり管内を見てもやはりきちんとしている。先を行っている町なのかなという

ふうに理解をしているところであります。ここで言うやはりどちらとも言えない、やや不満とい

う部分では議員おっしゃられたとおりマンパワーの問題、それから教育、保育的な資源の問題、

こちらがかかってくるのかなと簡単に言いますと、例えば１歳の子を預けたいが、うちの町の保

育所における保育室の面積の問題ですとか、保育士１人で３人という人数の関係がございますの

で、それらがクリアできない問題ですとか種々の問題がありましてそういうことも含めて議員が

おっしゃられたことを含めてこのアンケート結果にはなっているのかなと思います。 

 また、障がい児の関係とかの早期発見、早期療育に持っていくためにはやはり子育て世代地域

包括センターこちらの開設というのは非常に大切なことなのかなと思っております。私の方では

各議員からも御指摘いただいていますけども、資格職の確保の問題ここは理事者に対して要望は

しているような状況でございますが、定員の関係ですとかその辺がありましてクリアができてい

ない状況でございます。ただやはり保育士、保健師、病後児保育とかになりますと看護師とかも

必要になってきますし、歯科が本当に長寿命化には大切になってきますので、歯科衛生士による
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フッ素の塗布とかその辺も含めた中で総合的な判断をしていかなければいけない。という中で

は、先ほど申しましたけども、この計画を本年つくりましたけども健康づくり計画でいきます

と、母子の関係の計画とかも入ってきますのでそれらの中でやはり整合性をとっていけなければ

ならないというところはございますので、この計画を１年間進めながら改正をしていくというよ

うな形でやっていきたいと考えております。 

 また、これから４月にも町長の懸案事項もございますので、その中でも資格職の確保について

は私の方からもう一度提案をしていきたいと考えておりますのでご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。ないようでしたら、次３番、網走厚生病院脳神経

科について説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは私より、３番網走厚生病院脳神経外科についてご説明をさせていただきたいと思いま

す。過日、北海道厚生連より、網走厚生病院脳神経外科にかかる令和元年度の概算実績額の説明

がありましたので、私の方からご報告させていただきます。２ページをご覧ください。 

 １といたしまして、患者数でございます。患者数につきましては、延数値となっておりまして、

１月から３月の合計が入院で 1,010人、外来で 885 人となっております。 

 ２といたしまして、市町村別患者等実績となります。入院実患者数、外来実患者数ともに報告

された実績は２月単月となりますが、入院患者数で清里町は３人であり全体の９％、外来実患者

数で清里町は 12人、全体の５％となっております。救急車搬送件数といたしましては、１月か

ら３月の実績となっており、清里町は１件、全体の３％となっております。ここにある１市４町

のほか、北見市、美幌町などからも搬送があるとの報告がありました。 

 ３といたしまして、収支でございます。１月から３月の医業収益としましては、入院診療収益

として４千 850 万２千円、外来診療収益として１千 528 万５千円、合計６千 378 万７千円

でございます。 

 費用といたしましては、医薬品・診療資材等で３千 241 万５千円、人件費等で４千 127 万

４千円、業務・設備費等で１千 198 万６千円、合計８千 567 万５千円、差引収支マイナス２

千 188 万８千円で報告を受けております。 

 下段にも記載いたしましたが、単純計算でいくと、四半期マイナス 2 千 188 万 8 千円×４

期で、マイナス 8 千 755 万 2 千円となりますが、１月、２月は開設当初であったことから、

今後軌道に乗っていけば当初説明にあったとおり、マイナス 6 千 500 万円程度に収まると想

定していると厚生連より説明がありました。 

 また、こちらの確定額については、６月開催予定の総会にて確定となる旨説明がありましたの

で合わせて報告いたします。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 担当の方から網走厚生病院脳神経科について説明がございました。委員の皆様、何か御質問等

ございませんか。議長。 
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○田中議長 

 この網走厚生病院脳神経外科、話に聞きますと、ここに緊急患者搬送だとか。手術が看護師不

足とかそういう関係なのか、手術が出来ないような状況で北見日赤の方に搬送されているという

話も聞くんですけども、そこら辺はどういうふうになっているんですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議長言われたのは噂の段階かなと思いますけれども、厚生連からお話を伺っているのは札幌の

禎心会からも来ていますし、手術については厚生病院の方で完結しているというような形で報告

を受けております。議長言われているのは１月当初は先生が１人しかいなかった部分がございま

す。その時は手術とかも行っていないような状況でありまして、２月に入っても、まだ手術がで

きる体制の間の話なのかなと。それで、昨年５月に北見日赤とお話をいたしまして搬送しますと

いう形の中での流れがそのまま通じた時のお話なのかなと思いますので、この間お話を伺った中

では全部完結していますと報告を受けていただいております。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。 

なければ、次４点目、清里クリニックについて説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○保健福祉課長 

４点目の清里クリニックについてご説明いたしますので３ページをお開き願います。 

 清里クリニックにつきましては、本常任委員会で随時、文書での収受や、やり取りについてご

説明してきたところでございます。 

 １番にあります通り、再検討依頼につきましては、令和２年２月 27 日付で、現在の契約通り

と回答しているところであり、相手方からは約２ヵ月経ちますけど、以降の再申出等はない状況

にあります。 

 ２の令和３年度からの清里診療所についてでございますが、(１)の現状の契約についても、契

約内容等、本常任委員会で報告、確認してきたとおり、町有財産の無償貸与と支援について１年

間のずれがあるところであります。それを含め(２)の今後の契約についてでございますが、現在、

内部協議する中で、自動継続ではなく行政の手続きとして公募方式の採用を検討しております

が、どのような考えで進めるかを内部協議する中で、課題等が出てきている現状であります。 

 ①としましては、公募方式の採用では、現在の契約者を排除するものではなく公募で決めます

ので、公募による無償貸与期間を１年間とし、公募した場合、必然的に公募に手を挙げる方は現

行契約者以外、出ないのではないかと言うことがございます。 

 ②としましては、現在の契約者との契約を１年間延長し、現在の契約・覚書を一旦すべて終了

する条件で、新たな公募を行うこととしてはどうかということを考えております。 

 ③といたしましては、昨年９月に厚生労働省から病院再編が提言されておりますので、公的病
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院との連携の必要性等も視野に入れなければならないと考えているところです。これらを含め、

３のスケジュールですが、遅くとも契約が切れる半年前、９月定例会までには完結するよう事務

を進めていく考えでおりますし、本常任委員会でも、随時協議を実施させていただきたいとこの

ように考えておりますのでご了承いただきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当の方より清里クリニックについて説明がございました。委員の皆様、何か御質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。それでは、保健福祉課全般を通して何か質問等ございませんか。

よろしいですか。それでは、保健福祉課の方終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは、大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、５月 21日木曜日、総務文教常任委員会終了後、この会場で予定

をしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 大きな３番、その他何かございませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 これで、第８回産業福祉常任委員会を終わります。御苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ０時 22 分） 

 


