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議  題  １ 平成２７年６月定例会の運営について 

 

 午前９時３０分   開会 

 

○委員長【山田昌紀議員】  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。 

 ここで、議長に出席いただいておりますので、ご挨拶をお願いいたします。 

○議長【越水清議員】  おはようございます。９日から３０日までの間、２２

日間、改選後の初議会でございます。どうぞ議事運営が円滑にいきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長【山田昌紀議員】  次に、総務部長から、ご挨拶及び執行者側の議案

説明をお願いします。 

○総務部長【小林博己】  おはようございます。本日は、６月９日火曜日に招

集いたします伊勢原市議会６月定例会の市長提出議案等についてご説明申し上げ

ます。 

 ６月定例会に提出いたします議案につきましては、条例の一部改正議案が４件、

補正予算議案が２件、その他の議案が１件、報告案件が６件、以上、合計１３件

となってございます。 

 まず、条例の一部改正４議案について、ご説明いたします。 

○議案第３０号 伊勢原市税条例の一部を改正する条例について 

 １ページをお開きいただきたいと思います。こちらにつきましては、地方税法

第３１４条の７第１項第４号に規定する、個人市民税の寄附金税額控除の対象と

なる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定することとしたいので、同条

３項の規定により提案するものでございます。 

 ２ページから８ページまでに改正条例案、９ページから１７ページまでに新旧

対照表、１８ページから２２ページまでに改正の要旨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３１号 伊勢原市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、２３ページになります。市内における企業誘致、既存企業の設備

投資などを促す奨励措置を充実したいので、提案するものでございます。 

 ２４ページから２６ページまでに改正条例案、２７ページから３１ページまで

に新旧対照表を掲載しておりますので、ご確認くださるようお願い申し上げます。 

○議案第３２号 伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、３２ページでございます。介護保険法施行令の一部改正に伴いま

して、平成２７年度から平成２９年度までの第１号被保険者に係る保険料につい

て、減額賦課の措置を講ずるために提案するものでございます。 

 ３３ページに改正条例案、３４ページに新旧対照表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。 
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○議案第３３号 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改 

        正する条例について 

 続きまして、３５ページ。こちらにつきましては、地方税法の一部を改正する

法律の改正規定に施行期日を合わせるために、伊勢原市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の一部を改正するものでございます。 

 ３６ページに改正条例案、３７ページに新旧対照表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。 

 続きまして、補正予算２議案についてご説明をいたします。補正予算書をごら

んいただきたいと思います。 

○議案第３４号 平成２７年度伊勢原市一般会計補正予算（第１号） 

 まず、３ページでございます。この補正予算は、歳入歳出予算及び地方債の補

正を行うものでございます。歳入歳出予算の補正につきましては、既定の予算総

額から３７万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を３０３億１５６３万

円とするものでございます。 

 補正の内容についてご説明をさせていただきます。２２、２３ページをごらん

いただきたいと思います。歳出の予算でございます。まず、今回の補正におきま

しては、国の地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策の実施に伴いまして、本

年３月定例会において、補正の追加により、平成２６年度予算に前倒し計上した

経費及びその財源につきまして、平成２７年度予算から減額するという補正を行

います。 

 歳出におきましては、６款商工費、１項商工費における企業立地促進事業費の

減５０万円、さらに、その下段の平成大山講プロジェクト推進事業費の減８１万

円を減額いたします。さらに、７款土木費、２項道路橋りょう費の橋りょう維持

管理費の減ということで、２４５２万円を減額させていただきました。 

 続きまして、恐縮ですが、歳入の１８、１９ページをごらんいただきたいと思

います。今回の道路橋りょう費の、ただいま申し上げました削減に伴いまして、

財源といたしまして、１４款国庫支出金、国庫補助金、防災安全社会資本整備交

付金ということで、１２９３万６０００円を同じく減額いたします。さらに、 

２０、２１ページの市債でございます。道路橋りょう整備事業費の事業市債の減

ということで、９５０万円を減額するということでございます。 

 以上が、歳入歳出における、いわゆる平成２６年度に前倒し計上した経費を減

額した項目でございます。 

 その他の補正予算の内容につきましては、２２、２３ページにお戻りいただき

たいと思います。２款総務費、１項総務管理費において、自治会振興費を２５０

万円追加させていただきます。内容といたしましては、一般財団法人自治総合セ

ンターの助成金を活用いたしまして、自治会が実施する地域防犯活動に係る備品

の購入、また、防犯灯の設置に関する経費を追加するものでございます。こちら

の事業費の財源といたしましては、２０、２１ページの歳入、２０款諸収入、５
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項雑入におけるコミュニティ助成事業助成金２５０万円ということで、歳出予算

額と同額を計上させていただいております。 

 歳出の２２、２３ページをごらんください。３款民生費、１項社会福祉費にお

きまして、介護保険事業特別会計繰出金を１０５４万円追加いたします。こちら

につきましては、国の制度改正に伴いまして、所得の低い方の介護保険料の軽減

を図るために、繰出金を追加するものでございます。こちらの歳出１０５４万円

の財源といたしましては、１８、１９ページの歳入におきます１４款国庫支出金、

１項国庫負担金における低所得者保険料軽減負担金５２７万円、負担率は２分の

１になります。１５款県支出金、県負担金における低所得者保険料軽減負担金の

２６３万５０００円、こちらは４分の１の負担率を計上しております。 

 続きまして、再び歳出の２４ページ、２５ページをごらんいただきたいと思い

ます。７款土木費、４項都市計画費におきまして、都市計画推進事業費を１２４

２万円追加いたします。内容といたしましては、ツインシティ整備計画の関連道

路のうち、伊勢原大神軸の事業の具体化に向けまして、平成２８年度に改定され

る県のかながわのみちづくり計画への整備計画路線として位置づけるため、平塚

市と共同いたしまして調査等を行う経費を追加するものでございます。１２４２

万円の財源といたしましては、１８、１９ページの１５款県支出金、２項県補助

金におきまして、市町村自治基盤強化総合補助金を４０３万６０００円追加いた

しますとともに、２０ページ、２１ページの２０款諸収入、５項雑入におきまし

て、伊勢原大神軸検討事業平塚市負担金として４３４万７０００円を計上いたし

ました。 

 最後に、今回の補正に生じます一般財源の不足額を補うために、歳入の１８款

繰入金、２項基金繰入金におきまして、財政調整基金繰入金を３２７万８０００

円追加しております。 

 続きまして、地方債の補正についてご説明いたします。１０ページ、１１ペー

ジをごらんいただきたいと思います。地方債の補正内容につきましては、国の地

方への好循環拡大に向けた緊急経済対策の実施に伴います財源の減額によりまし

て、起債の限度額を変更するものでございます。内容といたしましては、道路橋

りょう整備事業費の限度額を３億６７５０万円から９５０万円減額いたしまして、

３億５８００万円とするものでございます。これに伴いまして、起債限度額の合

計を２１億６８００万円から９５０万円減額いたしまして、２１億５８５０万円

とするものでございます。 

○議案第３５号 平成２７年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 続きまして、２９ページをごらんいただきたいと思います。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、国の制度改正に伴いまして、所

得の低い方の介護保険料の軽減を図るための予算措置を行う補正でございます。

歳入におきまして、一般会計からの繰入金を追加いたしまして、同額の介護保険

料を減額するものでございます。したがいまして、予算総額に変更はございませ



4 

ん。 

 ３８ページ、３９ページをごらんいただきたいと思います。１款介護保険料、

１項介護保険料におきまして、第１号被保険者保険料現年度分を１０５４万円減

額いたします。６款繰入金、１項他会計繰入金におきまして、低所得者保険料軽

減繰入金を同額の１０５４万円計上しております。 

 以上が、補正予算の説明となります。 

○議案第３６号 工事委託に関する協定の締結について 

 議案書３８ページをお開きいただきたいと思います。伊勢原市公共下水道根幹

的施設の管理棟受変電設備等に係る建設工事委託に関する協定の締結につきまし

て、伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により提案するものでございます。 

 ３９ページに協定の内容を、４０ページから４４ページまでに協定書の写し、

４５ページに協定概要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。 

 続きまして、報告案件５件についてでございます。 

○報告第１２号 平成２６年度伊勢原市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に 

        ついて 

 ４６ページ。地方自治法第２１３条第１項の規定によりまして、平成２７年度

に予算を繰り越しいたしました平成２６年度一般会計予算に係る繰越明許費につ

いて、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございま

す。 

 ４７ページに繰越明許費繰越計算書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。 

○報告第１３号 平成２６年度伊勢原市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算 

        書の報告について 

 続きまして、４８ページ。ただいまの報告第１２号の一般会計と同様に、地方

自治法の規定によりまして、下水道事業特別会計に係る繰越明許費について報告

するものでございます。 

 ４９ページに繰越明許費繰越計算書を掲載しておりますので、ご確認くださる

ようお願い申し上げます。 

○報告第１４号 平成２６年度伊勢原市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告に 

        ついて 

 続きまして、５０ページ。地方自治法第２２０条第３項ただし書きの規定によ

り、事故繰越しをした平成２６年度伊勢原市一般会計予算につきまして、地方自

治法施行令第１５０条第３項の規定により報告するものでございます。 

 ５１ページに事故繰越し繰越計算書を掲載しておりますので、ご確認くださる

ようお願い申し上げます。 

 続きまして、市長の専決事項の指定についてに基づきまして、専決処分をいた
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しました２件について、ご説明させていただきます。 

○報告第１５号 専決処分の報告について（伊勢原市職員の再任用に関する条例 

        の一部を改正する条例） 

 ５２ページになります。被用者年金制度の一元化等を図るために、厚生年金保

険法の一部を改正する法律の一部が施行されたことに伴いまして、条例中に引用

する条項を整理したものでございます。 

 ５３ページに専決処分書、５４ページに改正条例案、５５ページに新旧対照表

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。 

○報告第１６号 専決処分の報告について（伊勢原市市営住宅条例の一部を改正 

        する条例） 

 ５６ページになります。福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行

に伴いまして、条例中に引用する条項を整理したものでございます。なお、福島

復興再生特別措置法の一部を改正する法律につきましては、５月７日に公布、施

行されましたが、改正規定の解釈について、国または県へ照会、確認を行った後

に、５月２９日に専決処分をさせていただきました。こうしたことから、さきに

開催されました全員協議会でご説明できませんでしたが、当初議案として提出を

させていただくものでございます。 

 ５７ページに専決処分書、５８ページに改正条例案、５９ページに新旧対照表

を掲載しておりますので、ご確認くださるようお願い申し上げます。 

○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、６０ページでございます。こちらの案件につきましては、修学旅

行の際、利用したバスの中におきまして、児童が瞬間接着剤を床に落とし、不特

定の児童が踏みつけたことによって、バスの床に対して損傷を与えたという事件

でございまして、このことにつきまして、学校側の管理瑕疵が認められることか

ら、市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をしたものでございます。

なお、本市と相手方の過失割合につきましては、市側の過失１０割でございまし

て、損害賠償額は１８万１６０２円でございます。本市賠償額につきましては、

本市が加入しております学校旅行総合保険の契約によりまして、免責額１万円を

直接市が支払いまして、免責額を除いた額が保険により補塡されることになりま

す。 

 ６１ページに専決処分書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。 

 以上で、６月議会定例会に提出いたしました議案等についての説明を終了させ

ていただきます。 

 なお、追加議案といたしまして、土地開発公社等の平成２６年度の事業報告及

び決算に係る報告３件の提出を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ
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いて、質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 ないようでございますので、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】  それでは、お手元に配付してございます議会側処

理事項をごらんいただきたいと思います。 

 陳情が３件提出されてございます。内容につきましては、陳情第１号が最低賃

金に関するもの、陳情第２号が、保険診療への消費税ゼロ課税の陳情でございま

す。陳情第３号につきましては、教育の充実に関する陳情でございます。内容に

つきましては、配付してございますので、ご確認いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  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します。局長。 

○議会事務局長【佐藤順】  それでは、正副委員長と協議をさせていただきま

して、付託表の案を配付してございますので、ごらんをいただきたいと思います。

市長提出議案の７件でございますが、議案第３１号につきまして、こちらのみ産

業建設常任委員会に付託をする。その他の議案第３０号と議案第３２号から３６

号までは、いずれも付託省略でございます。陳情につきましては、陳情第１号が

産業建設常任委員会、第２号が総務常任委員会、第３号が教育福祉常任委員会に

付託するという案件です。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  ただいま説明した内容について、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【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、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】  それでは、配付してございます会期日程案をごら

んをいただきたいと思います。過日原案についてご了解をいただきましたので、

その内容に基づきまして、案を作成してございます。会期につきましては、冒頭

で議長から、６月９日から３０日と申し上げました。２２日間でございます。 

・６月 ９日 本会議 提案説明 

・６月１０日 一般質問通告期限正午 

・６月１２日 本会議 議案審議 
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・６月１６日 委員会 付託審査 

     （産業建設常任委員会、午前９時３０分） 

     （総務常任委員会、午後１時３０分） 

・６月１７日 委員会 付託審査 

     （教育福祉常任委員会、午前９時３０分） 

・６月２３日 本会議 一般質問 

・６月２４日 本会議 一般質問 

・６月２５日 本会議 一般質問 

・６月３０日 本会議 最終日 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  それでは、お諮りいたします。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【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、配付した内容で、６月９

日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 本日予定した案件は以上でありますが、そのほかに何か発言があればお伺いい

たします。（「なし」の声あり） 

 それでは、以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

 

午前９時５５分   閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

 平成２７年６月３日 

 

                         議会運営委員会 

                         委員長 山田 昌紀  

 


