
資料 1

匡療保健子ども福祉病院常任委員会 年間活動計画作成について

j1部局所管事項概要調査|

l卜い悶山……2日吋……5刊町……臼引山山(仇ω火刈) 一一
|凶2 年間活動計酉について協E輯覇

( 1 )前期の委員会における委員会活動評価総括表及び部局の所管事項概要説明

の内容等を踏まえ、重点調査項目を選定する。

(2 )重点調査項目について、いつ項、どのような方法(例:執行部説明、参考人

招致、県内外調査、委員間での議論なので調査を行うか協議する。

(3 )県内外調査の時期、内容について協議する。

※参考:年間活動計画書

※委員会が活動していく中で、年間活動計画に変更が生じた場合は、その

都度、年間活動計画の修正を委員会で協議する。

|3年間活動計画書の作成|

2での議論を踏まえ、正副委員長が年間活動計画書を作成し、委員に配付する。



直豆E
常任委員会活動評価総括表 委員会名(医療保健子ども福祉病院常任委員会

1 委員会活動の振り返ザ(蚤員会肘援の結集の概要在記載する)

新製コ口ナウイルス感染症の対応状況も含め、委員会で各委員から出されたさまざまな意見を義に、本会議で委員長報告を行うことができた。
f 

新型コ口ナウイルス感染症が発生している状況であったが、重点調査項目について、相手先にも協力いただきながら、県内外調査や参考人招致を行い、しっかりと調査することができた。

委員長の変更もあったが、年聞を通じてスムーズに審査・調査することができた。

Z 各委員会{理事)の野点の平均点

0義本方針~住民本盈盈盤筆法定と政祭殿筏_'_I軍備の披進~ 議会の本来の機能である政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及び評価在行います左辺監豆 = 陣曹=回目._r...，=.... " .... 掴 =晶画~盟 圃~陸自 - -廼思量 = ~ 4 睡f宮田=轟~ M = "T" ，... W_' "!Z'!" 晶画~ 圃~陸自‘~ =量

番号 評価対象取組 取締田方向 評価の視点 平均点

有議まF調た事襲、機効及爾車びと約連しかて合のつ審効議査会果会由的由機な活垂能用員をに+会努分のめ発運ま揮営すすを。函るため晶、議、垂員相互聞の討由開議催を積を極は的!こ行うよう努めます.

議員間討議の機会1;1:+分に確保されていましたか。

1 垂員全審議の活性化 るた 員長童謡 じめとした霊員会慌の情報共 議員間討議の機金を十分に活用しましたか。 3.7 

議員闇討議を通じて合意形成を図るよう努めましたか。

年間活動計画の策定に当たって、霊員会で+分lこ議論を行いましたか。

z 年間活動計蘭 の効予車定的にかつっい効て果定的めなる聾年員間会活の動運計曹画をを図策る定たしめます、1。年聞の活動スケジュール、重点調査項目、県内外調査等 年間活動計画の内容は適切なものでしたか。 3.9 

年照活動計粛に沿って垂員会活動を行いましたか。

重点誠査項昌の設定に当たって、霊員会で+分に議論告行いましたか。

3 重点部査項自 て県年政間で活課動題計と箇なでっ定てめいまるす項.目など、年間を通じて特!こ調査を行っていく必要がある事項を「重点翻査項目」とし 重点調査項目白両容は適切なものでしたか。 4.1 

重点調査項目について十分な調査・審査を行いましたか。

県再外観査の調査先は適切でしたか.

「重点調査項目」を中心として、所管事項について調査するための県内外翻査の予定在年間活動計画で定め
4 県内外調査

ます。 翻査先で十分な調査を実施しましたか。 3.9 

県内外調査における両容をその撞の調査審査に活用しましたか。

、予当「ま当初算す初決予。予算算算常に」については.毎成年度が抽、議ま長るを前陣や〈予全算議要員求参白加段型階のか予ら算予決算算銅常製任方聾針員、会予を算中要心求に状調坦査な・ど審の査調を査行いI ます。 当初予算について十分な誤査・審査を行いましたか。
5 当初予算に係る調査審査

ついて、予算輔 審査を行
4.0 

L 怪垂員会に6つの分科会を設置し、さ当初予算の詳細な翻査・審査を行います。 当初予算に議会由意思を庄映させるよう、具体的な提言や提案を実施しましたか。

B 総合計画に係る調査審査 総合計画及び「みえ県毘力ビジョしン入れ行を動行計い画ま」すの策定並びに衛行動計醸の「成果レポート」の作成に合わせ 総合計函等Lついて十分な翻査・審査を行いましたか。

て蹄査・審査を行い、知事への申 3.8 
総合計画等に議会の意思を反映させるよう、具体的な提首や提車苦実施しましたか。

個別の調行査政・計審画査に係る る識個議別金案のの置行議疑政決を計対行画象うなにとどなつ、っいよててりいは詳る、細計改な蘭定調に時査つ織陪い審をて査毘は等据、をえ所行、管基いの本、常議約任決iニ垂にiま員至所全る管までのでの常一調任貫査垂し‘員審て会議査でだ会翻けが査で関・な与審〈し査、ま本をす会行。議いにます。
個別由行政計霞について十分な調査a審査を行いましたか。

7 おけ 3.8 
由到の行政計画に議会の意思を車眼させるよう、異体的な提言や提案を実施しましたかー

0基本方針~聞かれト鰻会遺骨の耳障環~誠会宣勤ま星島r::対して説明する責務巷有することに鑑み.積極的に情報の公開事堕るとともに‘県民が毒菌しやすい額か仇た謹会運営努特います肉

番号 評価対車取組 取組の方向 評価白視点 平均点

県政の重要な案件31.1孟県民由利害iこ関わさせるる重た要めな、案必件要のに劉応査じて審参査考に人当のた招っ致ては公、専聴門会的の知間識程を有する者 必要に応じて、参考人招致や公聴金由実施について協議を行いましたか。
参考人徹底等の活用 のほか、利害関係者や県畏由意見をE映 や 催を符いま 4.1 

す。 参考人招致や公臆会における意見をその撞の調査・審査に活用しましたか。

畳理した請願については、主として所管の垂員全において、過誠且実びか結っ果慎の重報に告審を査求をめ行るいほまかす。また、採択した
請採対出願す席択要る審した経査求錆過は、請瀬報適覇田告切者原書な事意由由方参の要法考実求で人現実、知招に施事致向し等まなけへしてどた〕‘の。具か申体(し執的入行なれ部取、か意組ら見をの行書意いの見ま提聴し出取たなやかど紹。)(介知議事員等のに2 請願への対応 錆願については、必要に応じて、知事等に対しその処理由経 、冨等に対し意 4.0 

見書を提出するなど、議会として願意由実現に向けた取締を行いますa



医療保健子ども福祉病院常任委員会 活動計阻害(令和 3年5月~令和 4年5月)

1 所管調査事項

医療及び介護行政の推進について

保健衛生行政の推進について

社会福祉及び社会保障の推進について

病院事業の運営について

子ども及び青少年の育成について

2 重点調査項目

(1) (※昨年度 新型コロナウイノレス感染症対策の現状と今後の課題について)

(2) (※昨年度地域医療提供体制の確保について)

(3) (※昨年度 障がい者の自立と共生社会づくりについて)

(4) (※昨年度健康づくりの推進について)

(5) (※昨年度 子どもを育てる環境づくりについて)

3 活動計画表

重点調査項臣

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

<調査方法>

-当局から説明聴取

-参考人招致

県内外調査

-委員開討議

など

執行部の主な予定

4 県内外調査について

(1)県内調査

令和 3年

5Jl 6月

常任委員会 常任委員会

所管事項説明 議案の審査、

(5/25) 所管事項の

務査等

予決分科会

補正予算等

(6/18， 22) 

令和 3年版
成果レポート

(案)

7月

県内調査

(7/28-

30の聞)

B月

県内調査

(8/4-

5の間)

県外調査

(8/23-

25の間)

7月2呂田 -30日の関(日帰り) 00の取組等の調査を行う。

8月 4日~ 日日の聞(日帰り) 00の取組等の調査を行う。

(2)県外調査

9月

重点調査項目を中心として、他県の先進的な取組について調査を行うことができる。

実施する場合は 8Jl 2 3日(月)-25日(水) (2治 3日以内)

令和4年
10Jl 1 1月 1 2月 1月 2月

常任委員会 予決分科会 常任委員会

議案の審査、 令和 2年度 議案の審査、

所管事項の 歳入歳出決算、 所管事項の

調査等 所管事項の 調査等

予決分科会 調査 予決分科会

補正予算等 (当初予算線成 補正予算等

(10/11，13) に向けての基本 (12/9， 13) 
的な考え方)
(11/12) 

企業会計決算 当初予算要求 当初

一般会計・ 状況 予算案

特別会計決算

令和4年度

経営方針(案)

当初予算編成に

向けての基本的

な考え方

直E
骨和 3年 5月 25日現在

3月 4丹 5月

常任委員会

議案の審査、

所管事項の

調王ま等

予決分科会

当初予算、

補正予算等

(3/・，・)

令和4年度

経営方針



資料4

監療保健子ども福祉病院常任委員会 重点調査項自について

重点調査項目は、常任委員会で年間を通して特に重点的に調査する事項で

あり、例年 3~5 項目を選定しています。

【過去5ヶ年の重点調査項目】

令和2年度

(1)新型コロナウイルス感染症対策の現状と今後の課題について

(2) 地域医療提供体制の確保について

(3) 障がい者の自立と共生社会づくりについて

(4)健康づくりの推進について

(5)子どもを育てる環境づくりについて

令和元年度

(1)児童虐待防止と社会的養育の推進について

(2) 医療と介護の提供体制について(災害医療を含む。)

(3) 地域共生社会づくりについて

(4)健康づくりの推進について

(5) ひきこもり支援について

平成 30年度

(1)医療と介護の総合的な確保について

(2) 国保財政基盤の安定化と健康づくりの推進について

(3) 子どもの豊かな育ちを支える体制づくりについて

(4) 支え合いの福祉社会づくりについて

平成 29年度

(1)国民健康保険の財政運営の都道府県化について

(2) 地域における医療と介護の提供体制について

(3) 支え合いの福祉社会づくりについて

平成 28年度

(1) 地域における医療と介護の提供体制について

(2) 障がい者の自立と共生社会づくりについて

(3) 子どもの育ちゃ子育てを支える体制づくりについて


