
 会     議     録 

１ 会 議 の 名 称 議会運営委員会 

 

２ 日     時 

 平成２７年８月２５日（火） 

  午前 ９時３０分  開会 

  午前１０時 ２分  閉会 

３ 場     所 第１委員会室 

 

４ 出 席 者 

   （ ９人） 

山田 昌紀  相馬 欣行  宮脇 俊彦 

舘  大樹  横田 典之  萩原 鉄也 

橋田 夏枝  小沼 富夫  越水  清（議長） 

  

５ 欠  席  者 なし 

６ 委 員 外 議 員 土山由美子 

 

７ 説  明  員 

総務部長（小林博己） 

総務課副主幹（守屋康弘） 

 

 

８ 傍  聴  者 なし 

９ 事  務  局 局長  参事（兼）次長  主査 

１０会議のてんまつ 別紙のとおり 

 

 

 

 



1 

議  題 １ 平成２７年９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、議長から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。ご出席の議員の皆さんには、昨

日に引き続きまして、ご苦労さまでございます。８月３１日招集、開会されます

９月定例会が円滑に運営されますよう、どうぞご審議よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

○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、８月３１日月曜日に

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。 

 ９月定例会に提出いたします議案につきましては、平成２６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１件、条例の一部

改正議案が２件、補正予算議案が１件、報告案件が３件ということで、合計１３

件を予定しております。 

 まず、平成２６年度歳入歳出決算の認定６議案についてでございます。 

 青い表紙の決算書をごらんいただきたいと思います。まず初めに、全会計の決

算の概要についてご説明いたします。４ページ、５ページをごらんいただきたい

と思います。 

 平成２６年度の全会計の予算現額につきましては、最下段の合計欄にございま

すように、５３１億４３５９万７２８４円となりました。これにつきましては、

当初予算額５１４億３００万円に、７回の補正予算措置によりまして７億５７０

０万円余りを追加、また、平成２５年度からの繰越事業費９億８４００万円余り

を加えたものでございます。平成２５年度からの繰越事業の主なものといたしま

しては、小学校校舎等改修事業費、交通安全施設整備事業費、公共下水道管渠整

備事業費などでございます。 

 全会計の収入済額につきましては、５１９億３０１０万７９０１円でございま

す。前年度と比べますと、４．２％、２１億９６０万４５２８円の増となってご

ざいます。また、予算現額に対します収入率につきましては、９７．７％でござ

います。前年度と比べまして、０．８ポイントの上昇となってございます。 

 また、支出済額につきましては５０２億７６８７万５４７１円ということで、

前年度比４.２％、２０億２６３７万７９９７円に増加いたしました。執行率は、

資料にございませんが、９４．６％となりまして、前年度と比べると０．８ポイ
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ント上昇しているという状況でございます。 

 歳入決算額から歳出決算額を差し引きました収支差引額につきましては１６億

５３２３万２４３０円、前年度比５．３％、８３２２万６５３１円増加いたしま

した。 

 また、翌年度への繰越額でございますが、１６億２９９８万４３６６円、前年

度比で８．２％、１億２３２５万４７５１円の増というような状況でございます。 

 なお、平成２６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

配付してございます主要な施策の成果に関する説明書に記載してございますので、

後ほどご確認をお願いしたいと思います。この場での説明は省略させていただき

たいと思います。 

 続きまして、各会計別にご説明をいたします。 

○議案第３７号 平成２６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。９ページから１９ページまでが一般会計となり

ます。 

 初めに歳入についてご説明をいたします。１４、１５ページをお開きいただき

まして、１５ページに収入済額が記載してございます。収入済額につきましては、

２９７億３５７１万５６８４円ということで、前年度比３．１％、９億９万７５

０３円の増となってございます。また、予算現額に対する収入率につきましては

９８．４％、前年度と比べて１．１ポイント上昇してございます。 

 次に、歳出でございます。１８、１９ページをお開きいただきまして、１９ペ

ージに支出済額の合計を記載してございます。支出済額につきましては２８７億

６２６９万３０１６円でございまして、前年度比で３．４％、９億３３３３万３

９５８円減少している状況でございます。予算現額に対する執行率につきまして

は９５．２％、前年度と比べまして１．３ポイントの上昇ということでございま

す。 

 歳入決算額から歳出決算額を差し引きました歳入歳出差引残額、欄外にござい

ますが、こちらにつきましては９億７３０２万２６６８円、前年度と比べまして

マイナス３．３％、３３２３万６４５５円減少という状況でございます。 

 なお、普通会計ベースの財政指標等につきましては、行政資料等に掲載してご

ざいますので、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

ていただきます。 

 続きまして、各特別会計についてご説明をさせていただきます。 

○議案第３８号 平成２６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 

 まず、２３ページでございます。１枚おめくりいただきまして、２４、２５ペ

ージが歳入になってございます。２５ページの収入済額をごらんいただきたいと

思います。収入済額につきましては、１１０億７８１８万８５０４円でございま

す。前年度と比べまして、２．１％、２億２６２２万６４６３円の増となってご
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ざいます。 

 もう１枚おめくりいただきまして、２６ページから２９ページは歳出になって

ございます。２９ページをごらんいただきまして、２９ページの支出済額でござ

います。支出済額は、１０７億９５２万１４９８円でございます。前年度比で１．

８％、１億９３８２万３４５円の増ということになってございます。 

 歳入歳出差引残額につきましては３億６８６６万７００６円、前年度比９．

６％、３２４０万６１１８円の増となってございます。 

○議案第３９号 平成２６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 

 続きまして、３３ページでございます。１枚おめくりいただきまして、３４、

３５ページをごらんいただきたいと思います。まず、歳入についてです。３５ペ

ージの収入済額をごらんください。収入済額につきましては３９億９３０５万７

１８２円でございまして、前年度比１６．７％、５億７２３６万１９８２円の増

となってございます。 

 おめくりいただきまして、３６、３７ページが歳出になってございます。３７

ページの支出済額をごらんいただきたいと思います。支出済額は、３９億２８０

３万４７５円でございます。前年度比１６．８％、５億６５７１万４２６１円の

増ということになります。 

 歳入歳出差引残額につきましては６５０２万６７０７円でございまして、前年

度比で１１．４％、６６４万７０２１円の増ということでございます。 

○議案第４０号 平成２６年度伊勢原市用地取得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ページをお開きいただきたいと思います。４２、４３ページ

が歳入になります。４３ページの収入済額をごらんいただきたいと思います。収

入済額につきましては１９３万７９１８円でございまして、前年度と比べますと

皆増ということでございます。 

 ４４、４５ページが歳出になります。４５ページの支出済額をごらんいただき

たいと思います。支出済額につきましては１９３万７９１８円、前年度と比べて

皆増という状況でございます。 

 支出済額、収入済額同額でございますので、歳入歳出差引残額につきましては

ゼロ円となってございます。 

○議案第４１号 平成２６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ページ。５０ページ、５１ページが歳入になります。５１ペ

ージの収入済額の合計をごらんください。収入済額につきましては、６１億３８

４８万８０５８円、前年度比６．１％、３億５３６１万５５３５円の増という状

況でございます。 

 おめくりいただいて、５２、５３ページが歳出でございます。５３ページの支
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出済額をごらんください。支出済額につきましては５８億９５２０万７４９９円

でございまして、前年度比４．９％、２億７７０１万８５３８円の増という状況

でございます。 

 歳入歳出差引残額につきましては２億４３２８万５５９円で、前年度比４６．

０％の増、７６５９万６９９７円の増となってございます。 

○議案第４２号 平成２６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ページをごらんいただきたいと思います。５８、５９ページ

が歳入になります。５９ページの収入済額をごらんいただきたいと思います。収

入済額につきましては、９億８２７２万５５５円でございます。前年度比７．

８％、７１２６万７２４９円の増ということになります。 

 ６０ページ、６１ページが歳出になります。６１ページの支出済額の合計欄を

ごらんいただきたいと思います。支出済額は９億７９４８万５０６５円、前年度

比７．８％、７０４５万４３９９円の増ということでございます。 

 歳入歳出差引残額につきましては３２３万５４９０円、前年度比３３．６％、

８１万２８５０円の増となってございます。 

 以上、平成２６年度歳入歳出決算の認定６議案につきまして、地方自治法第２

３３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の認定をお

願いするものでございます。 

 続きまして、条例の制定１議案について、ご説明をさせていただきます。 

○議案第４３号 伊勢原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

        利用に関する条例の制定について 

 議案書の１ページをごらんいただきたいと思います。行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施

行に伴いまして、個人番号の利用について定める必要があるため、提案するもの

でございます。 

 ２ページから９ページまでが条例案となってございます。ご確認いただきたい

と思います。 

 次に、条例の一部改正２議案についてでございます。 

○議案第４４号 伊勢原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 議案書の１０ページでございます。こちらにつきましては、マイナンバー法の

施行に伴いまして、特定個人情報の適正な管理を図る必要があるため、提案する

ものでございます。 

 １１ページから１５ページまでに改正条例案、１６ページから２８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４５号 伊勢原市手数料条例及び伊勢原市印鑑条例の一部を改正する条 

        例について 

 続きまして、２９ページをごらんください。マイナンバー法の施行に伴いまし



5 

て、通知カード及び個人番号カードを再発行した際の手数料の徴収について定め

るとともに、個人番号カードを印鑑登録申請時の本人確認資料として使用するた

めに提案するものでございます。 

 ３０ページ、３１ページに改正条例案、３２ページから３４ページまでに新旧

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申し上げます。 

 続きまして、補正予算１議案についてご説明をさせていただきます。 

○議案第４６号 平成２７年度伊勢原市一般会計補正予算（第２号） 

 別冊の補正予算及び予算説明書をごらんいただきたいと思います。３ページを

ごらんください。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５１５

万８０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を３０３億２０７８万８

０００円とするものでございます。 

 歳出予算の補正内容について、ご説明をさせていただきます。１８、１９ペー

ジをごらんください。まず、歳出、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉

総務費でございます。こちらにつきましては、特定中国残留邦人等支援給付事業

費を１９６万１０００円追加いたします。続きまして、３款民生費、２項児童福

祉費におきましては、母子等福祉費を１０８万２０００円追加いたします。 

 以上の２件につきましては、対象者の増加に伴います扶助費の追加となります。 

 続きまして、もう１点といたしましては、９款教育費、４項社会教育費、１目

社会教育総務費におきまして、新たに採択されました国庫補助金を活用いたしま

して、市の文化遺産を将来にわたって保存、活用していくためのマスタープラン

の作成といたしまして、歴史文化基本構想策定事業費を２１１万５０００円追加

いたします。 

 歳入の財源のご説明をいたしますので、１６、１７ページをごらんいただきた

いと思います。一番上の国庫負担金、民生費国庫負担金、生活保護費負担金追加、

１４７万円を追加するというものでございますが、こちらにつきましては、歳出

における特定中国残留邦人等支援給付事業費の国庫の財源ということになります。

また、歳出で母子等福祉費を追加いたしましたけれども、歳入といたしましては、

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金の母子家庭等対策費

補助金８１万１０００円を追加してございます。また、今回のこれらの補正によ

ります一般財源の不足を補うということで、１９款繰越金、１項繰越金につきま

して、前年度繰越金を７６万４０００円追加させていただきます。また、教育費

の歴史文化基本構想策定事業費の歳入といたしまして、１４款国庫支出金、教育

費国庫補助金として、文化芸術振興費補助金を２１１万３０００円追加させてい

ただいているということでございます。 

 以上が補正予算の内容になります。 

 次に、報告案件３件についてでございます。 

○報告第２１号 平成２６年度伊勢原市下水道事業特別会計継続費精算報告書の 
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        報告について 

 恐れ入りますが、もう一度ブルーの表紙の決算書にお戻りいただきまして、 

６５ページをお開きいただきたいと思います。平成２５年度及び平成２６年度の

２カ年の継続費予算を設定いたしまして、日本下水道事業団と締結いたしました

伊勢原市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定に基づきまして実施

いたしました終末処理場整備事業費に関する継続費の精算につきまして、地方自

治法施行令第１４５条第２項の規定によりまして、報告するものでございます。 

 ６６、６７ページに下水道事業特別会計継続費精算報告書を掲載させていただ

いておりますので、ご確認いただくようお願い申し上げます。 

○報告第２２号 平成２６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 

 続きまして、報告案件の２件目になります。恐れ入りますが、議案書のほうに

再度お戻りいただきまして、３５、３６ページをごらん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２６年度

決算に基づく健全化判断比率、資本不足比率につきまして、監査委員の意見を付

しまして報告するものでございます。 

 ３６ページに健全化判断比率及び資金不足比率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２３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） 

 最後、報告事項でございます。３７ページ。３８ページに専決処分書がござい

ますので、ごらんいただきたいと思います。今回につきましては、市道上の路面

にくぼみが生じていたために、市道走行中の車両に損傷を与えたことにつきまし

て、道路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

づきまして専決処分し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、市側の過失が５割でございます。損害賠償額は５万円です。本市

の損害賠償額につきましては、本市が加入している道路賠償責任保険の契約によ

り補塡することになります。 

 以上で、９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、任期満了に伴います固定資産評価審査委員会委員の選任、教育委員会委

員の任命及び人権擁護委員候補者の推薦に係る人事案件３件と、新たな観光の核

づくり促進交付金提案事業に係る補正予算１件につきましては、追加議案として

提出させていただく予定としておりますので、あらかじめご承知おきくださるよ

うお願い申し上げます。 

 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

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） 

 なしということで、終了いたします。 
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 続いて、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、配付してございます議会側処理事項を

ごらんください。 

 陳情が５件提出をされてございます。配付をいたしました資料をごらんいただ

きたいと思います。陳情第５号につきましては、マイナンバー制度の実施の中止

または延期を求めるもの、陳情第６号につきましては、市の情報公開制度の改善

を求めるもの、７号につきましては、安全保障関連法案の廃案を求めるもの、８

号につきましては、重度障害者医療費助成制度の継続と年齢制限の撤廃を求める

もの、陳情９号につきましては、慢性腎臓病及び生活習慣病対策についての陳情

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】  付託表の案を２枚配付させていただいております

ので、ごらんをいただきたいと思います。 

 右肩の日付をごらんいただきますと、１枚目でございますが、９月４日分でご

ざいます。市長提出議案４件のうち、議案第４３号を総務常任委員会に付託、議

案第４４号から議案第４６号までは付託省略、陳情５件につきましては、陳情第

５号から第７号までを総務常任委員会に付託、陳情第８号及び陳情第９号につき

ましては、教育福祉常任委員会に付託する案でございます。 

 ２枚目につきましては、９月１４日分でございまして、議案第３７号から議案

第４２号までの平成２６年度各会計決算の認定につきまして、一般会計決算は、

所管部分をそれぞれ各常任委員会に分割付託、特別会計決算につきましては、所

管の各常任委員会に付託するという案でございます。 

 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） 

 ないということで、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】  ご異議ございませんので、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します。局長。 

○議会事務局長【佐藤順】  それでは、会期の決定につきましては、過日原案

をお示し申し上げまして、ご了解をいただいております。それに基づきまして、

本日、日程案を配付させていただいております。会期につきましては、８月３１

日から１０月６日までの３７日間でございます。 
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・８月３１日 本会議 提案説明等 

・９月 ２日 総括質疑及び一般質問通告期限正午 

・９月 ４日 本会議 議案審議 

・９月 ８日 委員会・付託審査 

      （総務常任委員会、午前９時３０分） 

・９月 ９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１４日 総括質疑 

・９月１６日 委員会・決算審査 

      （総務常任委員会、午前９時３０分） 

・９月１７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１８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２５日 一般質問 

・９月２９日 一般質問 

・９月３０日 一般質問 

・１０月６日 本会議 最終日 

 なお、産業建設常任委員会の付託案件が出た場合につきましては、再度ご協議

をお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  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【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、配付した内容で、８月 

３１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、その他に何か発言があればお伺いいた

します。（「なし」の声あり） 

 ないようですので、それでは、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。お疲れさまでした。 

 

午前１０時２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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 平成２７年８月２５日 

 

                        議会運営委員会 

                        委員長 山 田 昌 紀  


