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令和４年１２月 伊那中央行政組合議会定例会会議録 

 

 

１ 招 集  令和４年 12 月 15 日 告示 

 

２ 開 会  令和４年 12 月 22 日 午後１時 30 分 

 

３ 会議場    伊那市議場 

 

４ 出席議員の氏名（議員 14 名） 

１番 荻原 省三 ２番 池上 謙 ３番 伊藤のり子 ４番 小池  隆 

５番 篠塚みどり ６番 髙橋 明星 ７番 小林眞由美 ８番 寺平 秀行 

９番 原  一馬 10 番 山﨑 文直 11 番  宮原 英幸 12 番 唐澤 千明 

14 番 百瀬 輝和 15 番  唐澤 千明   

 

５ 説明のために出席した者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合長 白鳥  孝  

副組合長 白鳥 政徳 

副組合長 藤城 栄文 

監査委員 北原 藤重 

院長 本郷 一博 

薬剤部長 六波羅 孝 

診療技術部長 廣瀬 佳子 

事務局長 宮原 文彰 

総務課長 中島 住敏 

経営企画課長 金子 勝勇 

施設管理課長 福與 智寿 

医事課長 有賀  博 

診療情報管理室長 松澤  健 

地域医療連携室長 中山 ゆかり 

衛生センター所長 廣瀬 一男 
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６ 職務のため出席した事務局職員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 職務のため出席した組織市町村職員  

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 議事日程 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について  

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 議案第１号 伊那中央行政組合一般職の職員の給与に関する条例の 

            一部を改正する条例 

日程第 ４ 議案第２号 伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例  

日程第 ５ 議案第３号 令和４年度伊那中央行政組合一般会計第２回補正予算 

            について 

日程第 ６ 議案第４号 令和４年度伊那中央病院事業会計第１回補正予算について 

日程第 ７ 一般質問 

 

９ 閉  会    令和４年 12 月 22 日 午後２時５分 

 

  

 

 

 

行政組合事務局長 

伊那中央病院事務部長 
宮原 文彰  

庶務課長 伊藤 美千代 

庶務係長 

衛生センター所長補佐 

      兼管理係長 

経営企画課長補佐 

兼経理係長 

経営企画課企画係長 

西堀 英幸 

守谷 太志 

 

原  隆行 

 

下平 朋彦 

伊那市  市民生活部長 城倉   良 

保健福祉部長 松澤 浩一 

箕輪町  住民環境課長 川合  昭 

健康推進課長 柴宮まゆみ 

南箕輪村 住民環境課長 

     健康福祉課長 

清水 恵子 

伊藤千登世 
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議事の経過 

 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

 ご起立願います。礼。ご着席願います。 

 

【議長あいさつ】 

○議長（唐澤 千明 君） 

議員各位におかれましては市町村の 12 月議会の対応と何かとお忙しいところお集ま

りいただきましてありがとうございます。  

先月８日に、第 1 回目の議員懇談会が伊那中央衛生センターでございました。現状の

施設状況を視察して来た後、懇談会ということで話し合いが行われ、今後の建替えに向

けての理解が深まったんじゃないかと、そんなふうに思います。  

それではこれから 12 月の定例会を開催させていただきます。  

 

【欠席者の報告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

本日の会議に欠席者の届け出がございましたのでご報告いたします。13 番柳川ひろみ

議員が所用のため出席できない旨、届け出がございました。  

 

【議会の成立宣言】 

○議長（唐澤 千明 君） 

本日、議員の過半数が出席されておりますので、議会は成立いたしました。  

 

【開会宣言】 

○議長（唐澤 千明 君） 

これより令和４年 12 月伊那中央行政組合議会定例会を開会いたします。  

 

【議事日程】 

○議長（唐澤 千明 君） 

本日の議事日程は、お配りしてあります議事日程表によって議事を進めてまいります。

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

○議長（唐澤 千明 君） 

ご異議なしと認めます。 

 

【会議録署名議員の指名について】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第１、「会議録署名議員の指名について」を行います。本日の会議録署名議員は、
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５番篠塚みどり議員、６番髙橋明星議員を指名いたします。 

【会期の決定について】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。  

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。  

（異議なしの声） 

○議長（唐澤 千明 君） 

ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

【組合長あいさつ】 

○議長（唐澤 千明 君） 

ここで組合長からごあいさつをお願いいたします。白鳥組合長。  

○組合長（白鳥 孝 君） 

令和４年 12 月伊那中央行政組合議会定例会の開会にあたりまして、一言ごあいさつを

申し上げます。 

今日は暦の上では冬至、1 年のうちで夜が最も長いとされます。本格的な冬を迎えて

おりますが、春に向かう季節の折り返し点となってきました。  

議員各位におかれましては各市町村の 12 月議会が閉会となり、年末を迎え、何かとお

忙しい中ご出席を賜りましてありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。 

本年も新型コロナウイルス感染症の度重なる波に対応した 1 年でございます。感染者

の全数の見直しや行動制限もなく、ウィズコロナに向けた新たな段階に移行したと感じ

ております。と言いながら、現在は第８波に直面している状況でありまして、またイン

フルエンザの流行も懸念をされているため、柔軟に対応していくことが求められている

と考えております。 

この 1 年間伊那中央行政組合の運営にご理解、ご支援賜りましたことに重ねて深く感

謝を申し上げます。 

さて、本年度これまでの事業の進捗状況についてご報告をさせていただきます。  

最初に伊那中央病院の状況でございます。  

初めに、10 月末時点での経営状況でございますが、累計での医業収支が４億 8,577 万

円の増、経常収支は 11 億 8,993 万円の増となっております。空床補償、空いている病床

の補償の補助金、これは昨年度に比べて早く入ってきたことが大きく影響しているわけ

であります。 

若干は回復したものの燃料費、また経費の高騰により厳しい状況が続いております。 

患者数におきましては 1 日あたりで外来患者数が 819.7 人、入院患者数が 299.9 人とな

っております。 

病床利用率につきましては、一般病床が 77.4%、回復期が 71.7%という状況であります

が患者数を昨年と比べてみますと約 24%の増となっております。 

回復傾向にあるわけでありますが、一方で臨機応変なベッドコントロール等が必要な
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状況でもあります。今後も経営状況を見極めながら適切な収支の改善に努めたいと考え

ているというところであります。  

次に伊那中央衛生センターでございますが、令和４年 11 月までの１日当たりの処理量

は 65.5 キロリットルで、昨年から 0.56%の増となりました。 

衛生センターの整備事業におきましては、旧サンライフ伊那の解体工事、事業者選定

業務を進めておりまして、それぞれ順調に推移をしております。引き続き地元の皆様に

丁寧に説明をしながら事業を進めてまいりたいと存じます。  

さて、本議会にご提案申し上げます案件につきましては、条例案件が２件、補正予算

が２件の計４件でございます。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただき

ます。 

 

【議案第１号の上程】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第３、議案第 1 号「伊那中央行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例」を議題といたします。 

○議長（唐澤 千明 君） 

 事務局をして件名のみ朗読いたさせます。伊藤課長。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

はい。議案書の３ページをお願いいたします。 

議案第１号「伊那中央行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例」令和４年 12 月 22 日提出、伊那中央行政組合長、白鳥孝。以上でございます。  

○議長（唐澤 千明 君） 

理事者から提案理由の説明を求めます。宮原事務局長。  

○事務局長（宮原 文彰 君） 

議案第 1 号、「伊那中央行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例」についてご説明をいたします。  

議案書の３ページからになりますが、まず提案理由をご説明いたしますので、おめく

りをいただき、14 ページをお願いいたします。 

提案理由でございますが、国家公務員に対する人事院勧告の内容を踏まえた一般職の

職員の給料月額の改定を行うものであります。  

令和４年度の人事院勧告では初任給および若年層の報酬月額の引き上げが勧告された

勤勉手当の支給月数の引き上げを勧告されました。  

今回、伊那中央行政組合の給与関係につきまして、人事院勧告に合わせ、給料表の改

正を行うものであります。  

議案書の３ページにお戻りいただきまして、条文になりますが、別表第１、別表第３

及び別表第４を改めるといたしまして、別表第１は、行政職給料表で一般事務の関係別

表第３医療職給料表 2 は診療技術職の関係、別表第４医療職給料表 3 は看護職の給料表

となりまして、それぞれを改定するものであります。  
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なお、議案関係資料につきましてはそれぞれの給料表の新旧対照表となっており下線

を引いた部分が今回改正となる部分となっておりますので、後ほどご確認をいただきま

すようお願いをいたします。  

恐れ入りますが議案書の 14 ページをお願いいたします。  

附則でございますが、第１項でこの条例は公布の日から施行するとし、第２項で今回

の条例改正を令和４年４月１日に遡及して適用するとしたものであります。第３項につ

きましては、改正前の条例に基づき、今年度既に支給されている給料、手当について改

正後の条例による給料、手当の内払いとみなすことを規定したものであります。第４項

は、条例の施行に必要な事項は、組合長が別に定めることを規定したものとなります。  

説明は以上であります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  

 

【議案に対する質疑】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもって質疑を終結します。 

 

【議案に対する討論】 

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより討論に入ります。ご意見ございませんか。 

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもって討論を終結いたします。 

 

【表決の宣告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

これより議案第１号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  

（起立全員） 

○議長（唐澤 千明 君） 

 起立全員であります。よって議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

【議案第２号の上程】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第４、議案第２号「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」を議題といた

します。 

○議長（唐澤 千明 君） 

 事務局をして件名のみ朗読いたさせます。伊藤課長。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

はい。それでは議案書 15 ページをお願いいたします。  
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議案第２号「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」令和４年 12 月 22 日提出、

伊那中央行政組合長、白鳥孝。以上でございます。 

○議長（唐澤 千明 君） 

理事者から提案理由の説明を求めます。宮原事務局長。 

○事務局長（宮原 文彰 君） 

 議案第２号、「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」についてご説明いたし

ますので議案書の 15 ページをお願いいたします。  

提案理由につきましては、美容外科の新規施術の実施により所要の改正を行うため提

案するものであります。 

それでは、改正内容を説明いたしますので、議案関係資料の 16 ページをご覧ください。 

「伊那中央病院料金条例の一部を改正する条例」の新旧対照表でございます。  

美容外科診察料について新たな料金を設定するもので、ピコ秒レーザー治療の次にＱ

ルビーレーザーの料金を設定するもので、10 ショットまで 1 件 1 万円及び 10 ショット

を超え 1 ショットごと 1,000 円を追加するものであります。  

また、注射関連の料金について、水光注射の次に脂肪溶解注射、１バイアル１件７万

円を加えるものであります。  

それでは議案書の 15 ページにお戻りください。  

なお、附則でございますが、この条例は令和５年１月１日より施行するものとするも

のであります。 

説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

 

【議案に対する質疑】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 以上をもって質疑を終結します。  

 

【議案に対する討論】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより討論に入ります。ご意見ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもって討論を終結いたします。 

 

【表決の宣告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより議案第２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  

（起立全員） 

○議長（唐澤 千明 君）  
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 起立全員であります。よって議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

【議案第３号の上程】  

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第５、議案第３号「令和４年度伊那中央行政組合一般会計第２回補正予算につい

て」を議題といたします。 

○議長（唐澤 千明 君） 

 事務局をして件名のみ朗読いたさせます。伊藤課長。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

 はい。議案書 16 ページをご覧ください。 

議案第３号「令和４年度伊那中央行政組合一般会計第２回補正予算について」令和４

年 12 月 22 日提出、伊那中央行政組合長、白鳥孝。以上でございます。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 理事者から提案理由の説明を求めます。宮原事務局長。  

○事務局長（宮原 文彰 君） 

議案第３号「令和４年度伊那中央行政組合一般会計第２回補正予算について」をご説

明いたしますので、令和４年度伊那中央行政組合補正予算書の７ページをお願いいたし

ます。 

今回の補正は、年度途中において職員が退職したことに伴う給与費の補正と電気料金

の高騰に伴う補正予算となってございます。  

第 1 条でございますが歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 187 万 2 千円を増額し、

歳入歳出予算の総額を 20 億 6,380 万円としたいというものであります。  

おめくりをいただき、８ページをご覧ください。  

歳入では、１款分担金及び負担金につきまして 187 万 2 千円を増額する補正でありま

す。 

歳出では４款し尿処理費を同じく 187 万 2 千円を増額補正でありまして、歳入歳出そ

れぞれ 187 万 2 千円の増額補正としてございます。  

それでは右側９ページより事項別明細書となりまして詳細についてご説明いたします。 

10 ページ、11 ページの歳入おめくりをいただき、12 ページ、13 ページの歳出につきま

しては、先ほどご説明いたしました内容と同様となりますのでご覧をいただき、14 ペー

ジをお願いいたします。 

歳入１款分担金及び負担金では２節し尿処理費を 187 万 2 千円の増額させていただく

ものでございます。 

おめくりをいただき、16 ページ、17 ページをお願いいたします。  

歳出の第４款、し尿処理費の 1 項１目一般管理費、1 節報酬は職員退職により、会計

年度任用職員を採用したことから、103 万 8 千円の増額をしてございます。２節の給料、

３節職員手当等、４節共済費につきましては退職職員分についてそれぞれ記載の額を減

額したものであります。 

２項１目施設管理費につきましては、電気料金の高騰により 10 節需用費を 550 万円の

増額とするものであります。  
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なお、おめくりいただきました 18 ページ、19 ページに給与明細書を載せてあります

のでご確認をいただければと思います。  

またおめくりいただきまして、20 ページに組織市町村分担金・負担金一覧表を載せて

ありますのでこちらも後ほどご覧をいただきたいと思います。  

説明は以上となります。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。  

 

【議案に対する質疑】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 以上をもって質疑を終結します。  

 

【議案に対する討論】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより討論に入ります。ご意見ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもって討論を終結いたします。 

 

【表決の宣告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより議案第３号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  

（起立全員） 

○議長（唐澤 千明 君） 

 起立全員であります。よって議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

【議案第４号の上程】 

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第６、議案第４号「令和４年度伊那中央病院事業会計第１回補正予算について」

を議題といたします。 

 

○議長（唐澤 千明 君） 

 事務局をして、件名のみ朗読いたさせます。伊藤課長。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

はい。議案書17ページをお願いいたします。議案第４号「令和４年度伊那中央病院

事業会計第１回補正予算について」令和４年12月22日提出、伊那中央行政組合長、白

鳥孝。以上でございます。 

○議長（唐澤 千明 君） 

 理事者から提案理由の説明を求めます。宮原事務局長。  
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○事務局長（宮原 文彰 君） 

議案第４号「令和４年度伊那中央病院事業会計第 1 回補正予算について」をご説明い

たしますので、令和４年度伊那中央行政組合補正予算書の 22 ページをお願いいたします。 

今回の補正は、人事院勧告、職員異動等による給与費の補正と電気料金の高騰に伴う補

正予算となってございます。  

第２条でございますが、収益的収入及び支出につきまして、１款１項医業費用に１億

821 万 8 千円を増額し、総額を 143 億 7,849 万 9 千円としたいというものであります。  

第３条につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、

給与費を 3,321 万 8 千円増額し、80 億 4,431 万 3 千円としたいというものであります。 

おめくりをいただき、24 ページをご覧ください。 

補正予算の詳細でありますが、支出の１款病院事業費用の１項１目、給与費を 3,321

万 8 千円を人事院勧告、職員異動等により増額を行い、３目経費につきましては、電気

料金の高騰に伴い６節光熱水費を 7,500 万円増額とするものであります。なお、26 ペー

ジ以降に給与費明細書を載せてありますので、後ほどご確認ください。  

説明は以上となります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

【議案に対する質疑】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 以上をもって質疑を終結します。  

 

【議案に対する討論】  

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより討論に入ります。ご意見ございませんか。  

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもって討論を終結いたします。 

 

【表決の宣告】 

○議長（唐澤 千明 君） 

 これより議案第４号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  

（起立全員） 

○議長（唐澤 千明 君） 

 起立全員であります。よって議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

【一般質問】 

○議長（唐澤 千明 君） 

日程第７、「一般質問」に入ります。質問通告者は１名であります。あらかじめお伝え
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します。質疑の回数については、伊那中央行政組合議会会議規則第 22 条により、同一議

題に対する質疑は４回までとなっております。 

○議長（唐澤 千明 君） 

それでは、寺平秀行議員の質問に入ります。 

はい、８番寺平秀行議員。 

○議員（寺平 秀行 君） 

 それでは通告に基づきまして質問させていただきたいと思います。  

まず最初に「伊那中央病院における子供の入院に対する親の付き添いについて」でご

ざいます。 

幼い子供が入院する際に、親などが病室に泊まり、世話をする付き添い入院について

厚生労働省による支援の検討が事実上ストップしているという記事を見ました。全国

300 病院を抽出して行われた患者家族の実態を把握するアンケートの回収率が 1.4%と不

調に終わったためです。厚生労働省は再調査の予定はなく、今後も未定としています。

これを受けて SNS では支援を求める声が広がっています。  

この点について２点お尋ねいたします。  

まず 1 点目は、厚生労働省が行った実態調査で伊那中央病院も調査対象であったのか

どうか、２点目は伊那中央病院における付き添いの状況はどうか。以上２点でございま

す。 

次に、「伊那中央病院におけるサイバー攻撃に対する情報セキュリティ対策について」

お尋ねいたします。 

独立行政法人情報処理推進機構から情報セキュリティ 10 大脅威の 2022 年版が発表さ

れています。 

組織向けの脅威の中で注目されているのが、１位ランサムウェアによる被害、２位標

的型攻撃による情報の盗難です。  

ランサムウェア攻撃では組織のネットワークに侵入したり、データを暗号化するだけ  

でなく、情報を盗難して公開すると脅したりして復旧と引き換えに身代金を要求された

りします。近年では病院や自治体が標的となっていて問題化しています。 

この点について２点お尋ねいたします。 

１点目は現状の取組でございます。２点目は今後の対策についてでございます。  

以上２点お尋ねいたします。質問は以上となります。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 白鳥組合長。 

○組合長（白鳥 孝 君） 

 まず最初のご質問でありますけれども、子供の入院に対する付き添い、厚生労働省の

調査につきましては「入院患者の家族等による付き添いに関する実態調査」というもの

で、入院患者の家族等による付き添いに関する医療機関の取組、それから家族等の意識

を把握するために行われたというふうに聞いております。令和３年９月から 11 月の間に

全国の病院の中から都道府県に規模別に各２施設程度ランダムで 300 施設抽出、調査の

対象については病院と家族、患者家族で、入院していた患者家族と 10 名を対象としてい
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たようであります。伊那中央病院については対象となっておりませんでした。 

伊那中央病院の考え方としては、家族の希望によって主治医が許可した場合に付き添

いを行っております。 

その判断としては、子供の精神的安定のためとか、手術などによって重篤な状態でま

た患者の精神的な安定をとるため、もう一つは不穏状態で患者の精神的な安定、そうし

たことを配慮しながら主治医が許可をするというものもあります。看護師の不足によっ

ての家族の付き添いということではございません。  

次のご質問でありますが、サイバー攻撃に対する情報セキュリティの対策状況、これ

過去における医療機関に対するサイバー攻撃の事例、これを踏まえまして、攻撃の起点

となった侵入経路として悪用された院外業者とのリモート回線のルーター、このルータ

ー機器というのは当院も同様に設置をしておりますので、厚生労働省の指示に従ってコ

ンピューターとを直接接続される機器 18 台ありますが、この 18 台の制御プログラムの

最新化というのを実施をしております。 

このコンピューターシステム以外となります医療機器、医療の検査機器におけるリモ

ート回線機器についても同様に実施をして、各科の機器についても対応を講じていると

いう状況であります。 

万が一の患者個人情報の流出の際に必要な金銭的な補償の担保、またサイバー攻撃に

よっての事故等の対応のために令和２年度よりサイバー保険というものにも加入をして

おります。 

サイバー攻撃によります被害状況を詳細に公表している徳島県、それから大阪府のこ

の２つの府県の医療機関、このところでは侵入経路として悪用された機器があります。  

製品名が FortiGate 60E という、フォーティーネットというところの製造元であります

が機器については当院それから院外業者を含めて現段階の調査では設置をしている導入

しているということは確認をしておりません。  

現在、院内に機器の故障を想定したバックアップデータというものを保管をしており

ますが、コンピューターシステムとオンラインで接続をされております。 

昨今のサイバー攻撃の被害を鑑みるとバックアップデータの遠隔地の外部保管、これ

はランサムウェア対策、あるいは被害の軽減化に向けた有効な手段でありますので、令

和５年度の予算案に計上して、今後このバックアップを取るためのシステムについて３

月定例会に上程をしていきたいという考えでおります。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 はい、８番寺平秀行議員。 

○議員（寺平 秀行 君） 

 それではありがとうございました。サイバー攻撃のセキュリティ対策について 1 点再

質問させていただきます。 

ただいま遠隔地外部保管について、令和５年度の予算案に計上し３月定例会に上程す

る予定という答弁でしたけれども、この遠隔地外部保管の具体的な手法というか、例え

ば紙データで保管するバックアップを取るのかデータで保管するのか、また遠隔地って

いうのはどういった場所、伊那以外になるのか現状のところ計画しているところござい
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ましたらお尋ねいたします。  

○議長（唐澤 千明 君） 

 はい、宮原事務局長 

○事務局長（宮原 文彰 君） 

 まず最初のバックアップの方法でございますけれども、やはりもし被害に遭った場合、

今後の復旧ということを考えますと、データとして遠隔地に保存する必要があるという

ことで、まず一旦システム全体をバックアップしたものに対して日ごとの差分ファイル

を日々バッチの形で送信をして保管をしてもらうというような方法を考えております。  

また、保管の場所につきましては、今業者からの提案を受けているところでございま

すが、バックアップデータがあっても元の機器を復旧させるということで導入メーカー

との協力が必要なので、現在のところ県外のバックアップ場所にサーバーを立てて保管

することを予定しております。以上です。  

○議長（唐澤 千明 君） 

８番寺平秀行議員。 

○議員（寺平 秀行 君） 

 ８番。私の質問は以上になります。ありがとうございました。  

○議長（唐澤 千明 君） 

以上をもちまして寺平秀行議員の質問が終了いたしました。  

 

【議事日程の終了宣言】  

○議長（唐澤 千明 君） 

本日の日程は全部終了いたしました。これをもちまして令和４年 12 月伊那中央行政組

合議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

○事務局（伊藤 美千代 君） 

 ご起立願います。礼。お疲れ様でした。  
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