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議  題  １  平成２６年９月定例会の運営について 

 

午前９時３０分   開会 

 

○委員長【越水清議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委員会

を開会いたします。 

 それでは、議長からご挨拶をお願いいたします。 

○議長【小沼富夫議員】  皆さん、おはようございます。昨日告示を迎えまし

て、９月定例会もいよいよ始まります。本日は、９月定例会の運営と議会改革・

活性化委員会でご協議されました委員会の機能充実について、決定機関での協議

についての依頼がございましたので、議会運営を所管する議会運営委員会におい

て協議されるよう、私のほうから議会運営委員会委員長に依頼をし、本日は開催

をいただいたものでございます。議会改革・活性化委員会での結論を踏まえて、

本委員会でご協議いただくよう、よろしくお願いをいたします。 

○委員長【越水清議員】  それでは、９月定例会の運営についてを議題といた

します。総務部長からご挨拶及び執行者側の議案説明をお願いいたします。 

○総務部長【小林博己】  おはようございます。本日は、９月２日火曜日に招

集いたします伊勢原市議会９月定例会の市長提出議案等についてご説明をさせて

いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ９月定例会に提出いたします議案等につきましては、平成２５年度一般会計及

び各特別会計歳入歳出決算の認定議案が６件、条例の制定議案が２件、条例の一

部改正議案が１件、補正予算議案が１件、報告案件が４件、以上、合計１４件で

ございます。 

 まず、平成２５年度歳入歳出決算の認定６議案についてでございます。 

 決算書をごらんいただきたいと思います。４ページ、５ページをお開きくださ

い。全会計の決算の概要についてご説明いたします。 

 平成２５年度の全会計の最終予算現額は、一番左側の欄の一番下、合計欄をご

らんください。最終予算現額は５１４億１９２１万９３８８円でございます。こ

れは、当初予算額４９２億２５００万円に、５回にわたる補正予算措置によりま

して１１億１１００万円余りを追加いたしまして、小学校校舎等改修事業、公共

下水道管渠整備事業など平成２４年度からの繰越事業費１０億８３００万円余り

を加えたものでございます。 

 全会計の収入済額は４９８億２０５０万３３７３円でございまして、前年度と

比べ０．１％増加しております。予算現額に対する収入率は９６．９％で、前年

度と比べ０．３ポイント低下しております。 

 また、支出済額は４８２億５０４９万７４７４円でございまして、前年度と比

べマイナス０ .２％という状況でございます。執行率は９３．８％となりまして、

前年度と比べて０．６ポイント低下しております。 



2 

 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた収支差引額は１５億７０００万５８９

９円で、前年度と比べ９．８％増加しております。 

 また、翌年度への繰越額でございますが、１５億６７２万９６１５円でござい

まして、前年度と比べて１０．４％増加しております。 

 なお、平成２５年度の主な事業の成果につきましては、決算の説明資料として

配付しております主要な施策の成果に関する説明書に記載しておりますので、後

ほどご確認をお願いいたしまして、この場での説明は省略させていただきたいと

存じます。 

 では、各会計別にご説明いたします。 

○議案第３０号 平成２５年度伊勢原市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 まず、一般会計でございます。１０ページから１９ページが一般会計になりま

す。初めに歳入についてご説明をいたします。１４ページ、１５ページに合計を

記載してございます。収入済額は２８８億３５６１万８１８１円でございまして、

前年度と比べて０．７％減尐しております。予算現額に対する収入率としては９

７．３％でございまして、前年度と比べ１．１ポイント上昇しております。 

 次に、歳出でございます。１８ページ、１９ページに合計を記載してございま

す。支出済額は２７８億２９３５万９０５８円でございます。前年度と比べ１．

１％の減となってございます。予算現額に対する執行率は９３．９％で、前年度

と比べて０．６ポイント上昇しております。 

 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた収支差引額につきましては、欄外に記

載してございますけれども、１０億６２５万９１２３円で、前年度と比べ１４．

０％増加しております。 

 なお、普通会計ベースの財政指標等につきましては、行政資料に県下１６市普

通会計決算状況調書、また決算状況指数表などを記載しておりますので、後ほど

ご確認をお願いしたいと思います。 

 続きまして、各特別会計についてご説明をいたします。 

○議案第３１号 平成２５年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

        の認定について 

 ２３、２４、２５ページが歳入になります。収入済額が最下段の合計欄をごら

んいただきたいと思いますけれども、収入済額は１０８億５１９６万２０４１円

で、前年度と比べ１．６％増加しております。 

 ２８ページ、２９ページに歳出の合計を記載してございます。支出済額につき

ましては１０５億１５７０万１１５３円で、前年度と比べ１．３％増加してござ

います。 

 欄外にございます歳入歳出差引額につきましては３億３６２６万８８８円で、

前年度と比べ９．９％の増となってございます。 

○議案第３２号 平成２５年度伊勢原市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 

        について 
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 続きまして、３３、３４、３５ページが歳入でございます。収入済額は３４億

２０６９万５２００円で、前年度と比べ１０．６％の減となってございます。 

 ３６、３７ページが歳出でございます。支出済額につきましては３３億６２３

１万５５１４円で、前年度と比べ９．８％減尐してございます。 

 欄外にございます歳入歳出差引残額でございますが、５８３７万９６８６円で、

前年度と比べ３９．２％の減となってございます。 

○議案第３３号 平成２５年度伊勢原市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定 

        について 

 続きまして、４１、４２、４３ページが歳入になります。収入済額につきまし

ては１５９０万２１２２円で、前年度に比べ０．１％の減となってございます。 

 ４４、４５ページが歳出になります。支出済額は１５９０万２１２２円で、前

年度と比べ０．１％の減でございます。 

 歳入歳出差引残額につきましては、支出済額、収入済額同額でございますので、

ゼロ円となってございます。 

○議案第３４号 平成２５年度伊勢原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

 続きまして、４９、５０、５１ページが歳入になります。収入済額が５７億８

４８７万２５２３円で、前年度と比べて７．９％の増となってございます。 

 ５２、５３ページをごらんください。歳出になります。支出済額は５６億１８

１８万８９６１円で、前年度と比べ７．６％の増となってございます。 

 歳入歳出差引額につきましては１億６６６８万３５６２円で、前年度と比べ１

６．３％の増となってございます。 

○議案第３５号 平成２５年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決 

        算の認定について 

 続きまして、５７、５８、５９ページが歳入になります。収入済額につきまし

ては９億１１４５万３３０６円、前年度と比べ４．７％の増となってございます。 

 ６０、６１ページが歳出になります。支出済額が９億９０３万６６６円でござ

いまして、前年度と比べ４．７％増加しております。 

 歳入歳出の差引額につきましては２４２万２６４０円でございまして、前年度

と比べ２１．２％増加しております。 

 以上、平成２５年度歳入歳出決算の認定６議案につきましては、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の意見を付して本議会に認定を

お願いするものでございます。 

 次に、条例の制定の２議案についてでございますけれども、議案書をごらんく

ださい。条例の制定２議案につきましては、いずれも子ども・子育て支援新制度

において、市が条例で定めることとされた基準を定めるものでございます。 

○議案第３６号 伊勢原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

        る条例の制定について 
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 まず、１ページをごらんください。児童福祉法の一部改正によりまして、家庭

的保育事業等につきましては市長の認可事業となります。この家庭的保育事業の

認可に当たりまして、児童福祉法の規定に基づきまして、本市の家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定めたいので、提案するものでございます。 

 ２ページから２９ページに条例案を掲載しておりますので、ご確認くださるよ

うお願いいたします。 

○議案第３７号 伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

        関する基準を定める条例の制定について 

 続きまして、３０ページをお開きください。こちらにつきましては、子ども・

子育て支援法の規定に基づきまして、本市の特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定めたいので、提案するものでございます。 

 ３１ページから６２ページに条例案を掲載してございますので、ご確認くださ

るようお願いいたします。 

 次に、条例の一部改正１議案についてでございます。 

○議案第３８号 伊勢原市税条例の一部を改正する条例について 

 ６３ページをお開きください。こちらにつきましては、平成２６年３月３１日

に公布されました地方税法等の一部を改正する法律による改正内容のうち、さき

の市議会６月定例会においてご承認いただきました専決処分により改正を行った

もの以外について、伊勢原市税条例の一部改正をお願いするものです。 

 改正内容としましては、法人市民税にあっては法人税割の税率の引き下げ、ま

た、軽自動車税にあっては税率の引き上げ、また、経年車の重課の導入などに関

して所要の措置を講じるとともに、その他規定の整理を行いたいということで提

案するものでございます。 

 ６４ページから７０ページに改正条例案、また、７１ページから９３ページま

でが新旧対照表、９４ページから９８ページにわたりまして改正要旨を掲載して

おりますので、ご確認をお願いしたいと思います。 

 次に、補正予算１議案でございます。 

 補正予算及び予算説明書をご用意ください。 

○議案第３９号 平成２６年度伊勢原市一般会計補正予算（第３号） 

 まず、３ページでございます。 

 この補正予算につきましては、歳入歳出予算の補正を行うもので、既定の予算

総額に６１３１万１０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ２８７億８２０５万９０００円とするものでございます。 

 １８ページ、１９ページをお開きください。歳出予算の補正内容についてご説

明いたします。今回の補正予算は、事務事業の執行に当たりまして必要となった

経費の追加をお願いするものでございます。内容といたしましては、まず、上か

ら２款総務費、１項総務管理費におきまして、社会保障・税番号制度、いわゆる

マイナンバー制度の導入に向けた住民基本台帳システム等の改修を行うための電
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算事務管理費を追加いたします。５款農林水産業費、１項農業費におきましては、

農地法改正に伴う農地基本台帳システムの改修を行うため、農業委員会事務局費

を追加するものでございます。６款商工費、１項商工費においては、大山モータ

ープール公衆トイレの内装のリニューアルを行うために、観光施設維持管理費の

追加を行うものでございます。９款教育費、１項教育総務費におきましては、外

国籍児童生徒等の増加に伴いまして、日本語指導等協力者の追加派遣のため、国

際及び姉妹都市交流教育推進事業費の追加、また、２項小学校費及び３項中学校

費におきましては、小中学校の校舎の改修工事を円滑に実施するための設計の経

費といたしまして、小学校施設維持管理費及び中学校校舎等改修事業費の追加を

行うものでございます。 

 歳入予算の補正内容につきましては、１６ページ、１７ページをごらんくださ

い。ただいまご説明いたしました電算事務管理費の追加の財源といたしまして、

第１４款国庫支出金、２項国庫補助金におきまして、社会保障・税番号制度シス

テム整備費補助金の新規計上をいたしました。また、農業委員会事務局費追加の

財源といたしまして、１５款県支出金、２項県補助金において、農業委員会補助

金の新規計上を行ってございます。また、１９款繰越金、１項繰越金においては、

前年度繰越金を追加するものでございます。 

 以上が補正予算の説明になります。 

 議案書にお戻りいただきまして、報告案件４件についてご説明いたします。 

○報告第１４号 平成２５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の 

        報告について 

 議案書の９９ページをお開きいただきたいと思います。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定によりまして、平成２５年度

決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見を付し

て報告するものでございます。 

 続きまして、専決処分の３件でございます。 

 この３件につきましては、いずれも市長の専決事項の指定に基づきまして専決

処分をいたしましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告するも

のでございます。 

○報告第１５号 専決処分の報告について（伊勢原市心身障害者医療費の助成に 

        関する条例等の一部を改正する条例） 

 まず、１０１ページ。具体的に１０２ページの処分書をごらんください。中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴いまして、伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する

条例、伊勢原市手数料条例及び伊勢原市市営住宅条例中に引用する用語を整理し

たものでございます。 

 １０３ページに改正の条例、１０４ページから１０６ページに新旧対照表を掲

載しておりますので、ご確認いただきたいと思います。 
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○報告第１６号 専決処分の報告について（伊勢原市福祉事務所設置条例の一部 

        を改正する条例） 

 続きまして、１０７ページ、１０８ページの専決処分書を参考にごらんくださ

い。母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴いまして、伊勢原市福祉事務所設置条例

中に引用する用語を整理したものでございます。 

 １０９ページに改正条例、１１０ページに新旧対照表を掲載しておりますので、

ご確認いただきたいと思います。 

○報告第１７号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 続きまして、１１１ページ。こちらにつきましても、１１２ページの専決処分

書をごらんいただきたいと思います。平成２６年６月５日に発生いたしました車

両損傷事故につきまして、損害賠償の額の決定及び和解をしたものでございます。 

 車両損傷事故の概要でございますが、市職員が公用車を駐車スペースに駐車さ

せるために後退させた際、車両が駐車スペースから逸脱したために、後方に駐車

してあった相手方車両の後部バンパーに接触し、損傷を与えたものでございます。

なお、本市と相手方との過失割合につきましては、市側の過失１００％でござい

まして、本市賠償額につきましては、本市が加入している自動車事故の損害賠償

に係る任意保険により補塡されるものでございます。 

 以上で、９月定例会に提出いたします議案等につきまして説明をさせていただ

きました。 

 なお、９月３０日の任期満了に伴います教育員会委員の任命につきまして、こ

の人事案件につきましては、議案を追加提出させていただく予定でございますの

で、あらかじめご承知おきいただけるようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長【越水清議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につき

まして、質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 以上で執行者側の議案説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項を議題とし、事務局から内容を説明します。局長。 

○議会事務局長【佐藤順】  議会側処理事項でございます。資料を配付させて

いただいております。 

 請願、陳情の受理状況についての１件でございまして、陳情につきましては重

度障害者の医療助成に関するもの、移動困難者の通院支援に関するもの、ウイル

ス性肝炎の医療費助成に関するものの３件でございます。 

 以上でございます。 

○委員長【越水清議員】  次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、事

務局から内容を説明いたします。局長。 

○議会事務局長【佐藤順】  正副委員長とご協議をさせていただきまして、付

託表の案を２枚お配りしてございます。９月８日分と９月１６日分ということに

なります。 
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 まず、９月８日分でございますが、市長提出議案４件のうち、議案第３６号と

議案第３７号につきましては、教育福祉常任委員会に付託でございます。議案第

３８号と議案第３９号につきましては、ともに付託省略でございます。陳情３件

につきましては、いずれも教育福祉常任委員会に付託とさせていただいておりま

す。 

 ２枚目の９月１６日分でございますが、こちらは平成２５年度の各会計の決算

の認定でございます。一般会計につきましては、所管の部分を各常任委員会に分

割して付託でございます。特別会計は、所管の各常任委員会にそれぞれ付託とな

ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長【越水清議員】  ただいまの説明につきまして、質疑、意見があれば

お伺いいたします。（「なし」の声あり）それでは、お諮りいたします。議案等

の委員会付託については、配付した付託表のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【越水清議員】  ご異議なしと認め、付託表のとおり決定いたします。 

 次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。局

長。 

○議会事務局長【佐藤順】  会期につきましては、過日原案をお示しをさせて

いただきまして、ご了承していただきました内容で日程案を作成して、本日配付

をさせていただいております。会期につきましては、９月２日から１０月３日ま

での３２日間となります。 

・９月 ２日 本会議 提案説明等 

・９月 ４日 総括質疑及び一般質問通告期限正午 

・９月 ８日 本会議 議案審議 

・９月１０日 委員会・付託審査 

      （教育福祉常任委員会 午前９時３０分） 

・９月１１日 委員会・付託審査 

・９月１６日 総括質疑 

・９月１８日 委員会・決算審査 

      （総務常任委員会 午前９時３０分） 

・９月１９日 委員会・決算審査 

      （産業建設常任委員会 午前９時３０分） 

・９月２２日 委員会・決算審査 

      （教育福祉常任委員会 午前９時３０分） 

・９月２９日 一般質問 
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・９月３０日 一般質問 

・１０月１日 一般質問 

・１０月３日 本会議 最終日 

 なお、総務常任委員会並びに産業建設常任委員会の付託案件が提出されました

場合は、再度ご協議をお願いすることになります。 

 以上でございます。 

○委員長【越水清議員】  それでは、お諮りをいたします。会期の決定につい

ては、配付した内容のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【越水清議員】  ご異議ありませんので、配付した内容で９月２日の

本会議において議長からお諮りいたします。 

 以上で、９月定例会の運営についての協議を終了いたします。執行者の皆様は、

ここでご退席でございます。お疲れさまでございました。 

 

〔総務部長（小林博己）・執行者側職員退席〕 

 

議  題  ２  委員会の機能充実について 

 

○委員長【越水清議員】  次に、議会改革・活性化委員会でご協議いただいた

委員会の機能充実についてを議題といたします。 

 先ほど議長よりお話がありましたとおり、議会改革・活性化委員会での結論を

踏まえ、本委員会でご協議いただくようよろしくお願いいたします。 

 本件について、議会改革・活性化委員会委員長である相馬委員から、同委員会

の協議結果をご説明願います。 

○委員【相馬欢行議員】  この中身につきましては、前回全員協議会の中でも

詳細について説明をさせていただきました。議会改革・活性化委員会として、こ

の案件につきまして１４回の委員会を開催し、内容を審議してまいりました。前

回の全協の中でも説明させていただき、また、意見聴取等を何回かさせていただ

いて、最終的に議会改革・活性化委員会として、この内容で決定をしたいという

確認を得られた案件で、今議運に対し提案をし、決定をいただき、できればこの

まま進めさせていただきたいと思っております。 

 内容については、前回全協の中でお話をしておりますので、詳細についての説

明について割愛させていただきますけれども、所管する事案について、各委員会

で「ありたい姿」としては、各常任委員会が所管する事業について、常に動向を

把握し、成果や課題について共有されている。また、その中で、市民福祉に大き

な影響を及ぼす事業や将来のまちづくりに影響が及ぶ事業について、委員会内の
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論議を深め、必要な取り組みをまとめ提案していく。改善案については、１）か

ら５）まで書かせていただいております。 

 具体的な中身については、前期活動、後期活動、それから短期活動、この３つ

を踏襲し、ＰＤＣＡのサイクルを回していきたいということでございます。具体

的なその詳細については、この次のページに具体的な日程と動きについてという

ことで、ＰＤＣＡサイクルの記載をさせていただいております。まずはテーマの

選定を行い、常任委員会による具体的な活動を進め、活動内容の報告、そして市

長へ政策提言や意見書等の行動に結びつける。これが具体的な内容になろう思っ

ております。ぜひご審議をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長【越水清議員】  ありがとうございました。 

 それでは、相馬委員からの説明について、ご意見等があればお伺いいたします。 

○議長【小沼富夫議員】  総論的な内容については、ただいまの説明をいただ

きました内容で賛成をいたしたいと思うのでありますけれども、ここで１つ、私

の立場から提案をさせていただきたいと思います。それは、今、説明をいただい

た表にもあるわけですけれども、実施時期は、来年の４月以降の予定ということ

で、議員の改選時期であります。そういう中で、改選後は新たな役職にかわるわ

けでありまして、また、その改選後、新人の議員も出てくるのではなかろうかと

いうことの中で、臨時会であるとか勉強会、委員会協議会、そしてまた６月定例

会など、すぐにもう時間が経過してしまうと思っています。新たな構成となって、

早期に実施する体制をとれるかが、現時点では不明確であると考えますので、し

たがいまして、この機能充実の案を実施する時期については、改選後、改めて調

整をするという柔軟な対応にしたほうがいいと考えています。この件について、

皆さんにご協議いただきたいと思います。 

○委員長【越水清議員】  ただいまの議長のご発言につきまして、ご意見があ

ればお伺いいたします。（「なし」の声あり）それでは、お諮りいたします。委

員会の機能充実について、実施時期を除く部分については、相馬委員のご説明の

とおりとし、実施時期については、議長のご発言のとおりとすることに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

○委員長【越水清議員】  挙手全員。よって、本件については、ただいまの内

容のとおり決定いたしました。 

 ほかにご意見ございますか。小沼議長。 

○議長【小沼富夫議員】  今、委員長のお許しいただきましたので、発言させ

ていただきますけれども、議会改革・活性化委員会の委員長である相馬委員にお

願いをいたしたいと思います。本日、委員会の機能充実について、総論的な取り

組み内容が賛成されたところであります。実施に向けた具体的な進め方について
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は、今後も引き続き議会改革・活性化委員会の中でご協議をいただくことを、私

の立場からお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長【越水清議員】  各委員におかれましては、各案件の決定事項につい

て、それぞれの会派において報告をお願いいたします。本日出席されていない会

派については、私から報告いたします。 

 本日予定した案件は以上でありますが、その他に何か発言があればお伺いいた

します。（「なし」の声あり） 

 以上をもちまして、本日の議会運営員会を閉会いたします。お疲れさまでござ

いました。 

 

午前１０時６分   閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 
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