
会     議     録 

１ 会 議 の 名 称 議会運営委員会 

 

２ 日     時 

 平成２８年５月３０日（月） 

  午前 ９時３０分  開会 

  午前 ９時５４分  閉会 

３ 場     所 第１委員会室 

 

４ 出 席 者 

   （ ８人） 

山田 昌紀  相馬 欣行  宮脇 俊彦 

舘  大樹  萩原 鉄也  橋田 夏枝 

小沼 富夫  越水 清（議長） 

 

５ 欠  席  者 横田 典之 

６ 委 員 外 議 員 土山由美子 

 

７ 説  明  員 

総務部長（安藤隆幸） 

総務課長（山室好正） 

総務課文書法制係長（川野忠人） 

 

８ 傍  聴  者 なし 

９ 事  務  局 局長  次長  副主幹 

１０会議のてんまつ 別紙のとおり 

 

 

 

 



1 

議  題  １ 平成２８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。いよいよ６月６日から定例会が

始まります。執行者側からご説明、あるいは議案の委員会付託等、きょうの案件

かと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○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【安藤隆幸】  皆さん、おはようございます。総務部長の安藤でご

ざいます。どうぞよろしくお願いします。説明は着座にてさせていただきます。 

 それでは、本日は、６月６日月曜日に招集いたします伊勢原市議会６月定例会

の市長の提出議案等についてご説明を申し上げます。 

 ６月定例会に提出いたします議案は、承認議案が２件、条例の一部改正議案が

２件、補正予算議案が２件、その他の議案が２件、報告案件が６件の合計１４件

でございます。 

 まず、承認２議案についてご説明を申し上げます。 

○承認第１号 専決処分の承認について（伊勢原市税条例等の一部を改正する条 

       例） 

 議案書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

 地方税法等の一部を改正する等の法律が平成２８年３月３１日に公布され、そ

の改正規定の一部が４月１日から施行されることに伴い、緊急に伊勢原市税条例

等について所要の改正を行う必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕が

ないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分をいたしま

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

 ２ページに専決処分書、３ページから６ページまでに改正条例案、７ページか

ら２３ページまでに新旧対照表、２４ページから２６ページまでに改正要旨を掲

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。 

○承認第２号 専決処分の承認について（伊勢原市国民健康保険税条例の一部を 

       改正する条例） 

 続きまして、２７ページをごらんください。 

 地方税法施行令等の一部を改正する等の政令が平成２８年３月３１日に公布さ

れ、その改正規定の一部が４月１日から施行されることに伴い、緊急に伊勢原市

国民健康保険税条例について所要の改正を行う必要が生じましたが、同様に議会

を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定によ
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り、専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求め

るものでございます。 

 ２８ページに専決処分書、２９ページに改正条例案、３０ページ、３１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。 

 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２２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 

        る条例の一部を改正する条例について 

 ３２ページをごらんください。 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、本市

が所管する基準について改める必要があるため、提案するものでございます。 

 ３３ページ、３４ページに改正条例案、３５ページから４０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いたします。 

○議案第２３号 伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公 

        費負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 続いて、４１ページをごらんください。 

 公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、選挙運動の公費負担の

限度額を引き上げる必要が生じたため、提案するものでございます。 

 ４２ページに改正条例案、４３ページから４６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いたします。 

 次に、補正予算２議案についてでございます。恐れ入りますが、クリーム色の

表紙の補正予算及び予算説明書をごらんいただき、３ページをお開きいただきた

いと思います。 

○議案第２４号 平成２８年度伊勢原市一般会計補正予算（第１号） 

 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す。歳入歳出予

算の補正は、既定の予算総額に２８６９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を３

１１億２８６９万円とするものです。 

 歳入歳出予算の補正の内容としましては、事務事業執行に当たり必要となった

経費の追加、新たに採択された特定財源の活用、そして、歳入歳出予算の補正に

伴う一般財源残余の整理の３点でございます。 

 それでは、初めに歳出予算の補正につきましてご説明をいたしますので、２２

ページ、２３ページをごらんいただきたいと思います。 

 ２款総務費、１項総務管理費における自治会振興費３００万円の追加は、全国

自治宝くじを財源とした、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成制

度におきまして、串橋自治会館の新築に対する本市の助成事業が採択されたこと

によるものです。当初予算計上分と合わせまして、合計で１５００万円の補助金

を交付するものでございます。 

 ３款民生費、２項児童福祉費における児童扶養手当支給事業費３０４万６００

０円の追加は、手当額改正による、児童が２人以上のひとり親家庭の経済的負担



3 

の軽減措置拡充に伴う電算システム改修経費の追加でございます。子ども・子育

て支援制度運営事業費３３９万２０００円の追加は、多子世帯やひとり親世帯等

の保育料負担の軽減措置拡充に伴う電算システム改修経費の追加でございます。 

 ８款消防費、１項消防費における消防団活動事業費１００万円の追加は、一般

財団法人地方自治総合センターのコミュニティ助成制度におきまして、消防団員

への貸与品として、安全長靴の整備が採択されましたことによるものでございま

す。また、３目の消防施設費の財源内訳の変更は、当初予算に計上しております

災害対応特殊救急自動車の更新が、このたび国庫補助対象として採択されました

ことによるものです。 

 ９款教育費、４項社会教育費における文化財保護事業費１３０万４０００円の

追加は、昨年、堀江家からご寄附いただいた建物を、日本遺産に係る活動の拠点

として整備するためのものでございます。日本遺産活用推進事業費１０５５万１

０００円の追加は、日本遺産の活用に係る事業主体である協議会を通じ、日本遺

産を生かした事業展開を図るためのものでございます。 

 ２４ページ、２５ページをごらんください。 

 同じく５項保健体育費における体力づくり推進事業費６３９万７０００円の追

加は、スポーツや運動をする機会が少ない市民の方等を対象に、楽しみながら気

軽に運動に参加できる環境づくりを行い、健康的な生活習慣の定着を推進するク

ルリン健康ポイント事業が、このたび国庫補助対象として採択されましたことか

ら、追加するものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正につきましてご説明をいたしますので、少しお戻

りいただいて、１８ページ、１９ページをごらんいただきたいと思います。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金における子どものための教育・保育事業費

補助金１００万円の追加は、歳出における子ども・子育て支援制度運営事業費の

追加の財源として計上するものでございます。また、地方スポーツ振興費補助金

６１９万７０００円の追加は、歳出における体力づくり推進事業費の追加の財源

として計上するものです。緊急消防援助隊設備整備費補助金１３６１万６０００

円の追加は、災害対応特殊救急自動車更新の財源として、新たに採択された補助

金を計上するものでございます。 

 １８款繰入金、２項基金繰入金における財政調整基金繰入金４６２万３０００

円の減額は、今回の補正により生じます一般財源の余剰額を調整するものです。

今回の補正予算は、主にコミュニティ助成事業助成金の新規採択によりまして、

歳入が歳出を上回ることとなりました。この余剰分につきまして、財政調整基金

からの繰入金を減額することで調整するものでございます。 

 ２０款諸収入、３項貸付金元利収入における日本遺産活用推進事業貸付金元金

収入９７０万円の追加は、日本遺産活用推進事業費におきまして、事業主体とな

る協議会に対して文化庁から補助金が交付するまでの間、協議会が必要とする事

業資金に充てるための市からの貸付金に対する返済金として計上するものでござ
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います。 

 同じく５項雑入における総務費雑入１５００万円の追加は、自治会振興費追加

の財源として、消防費雑入１００万円の追加は、消防団活動事業費の追加の財源

として計上するもので、いずれも新たに採択されましたコミュニティ助成事業助

成金に伴う追加でございます。 

 続きまして、２０ページ、２１ページをごらんください。 

 同じく雑入における市スポーツ事業参加者負担金２０万円の追加は、体力づく

り推進事業費の追加の財源とするものでございます。 

 ２１款市債、１項市債における消防施設整備事業債１３４０万円の減額は、災

害対応特殊救急自動車更新の財源として、緊急消防援助隊設備整備費補助金が新

たに採択されたことに伴うものでございます。 

 続きまして、地方債の補正内容についてご説明をいたしますので、また少しお

戻りいただいて、１０ページ、１１ページをごらんいただければと思います。 

 第２表地方債補正につきましては、ただいまご説明いたしました市債の補正に

伴い、起債の限度額を変更するもので、消防施設整備事業費の限度額を１億５３

００万円から１３４０万円減額し、１億３９６０万円に変更するとともに、起債

限度額合計を１９億４８８０万円から、同じく１３４０万円減額し、１９億３５

４０万円とするものでございます。 

○議案第２５号 平成２８年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

        １号） 

 次に、２９ページをごらんください。 

 この補正予算は、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

の補正は、既定の予算総額に２８３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２０

億９３８３万円とするものです。 

 歳出の補正内容につきましては、４２ページ、４３ページをごらんいただきた

いと思います。 

 １款総務費、１項総務管理費における一般管理費２８３万円の追加は、国民健

康保険制度改革に伴いまして、本市の標準保険税率等の算出に係る必要なデータ

を神奈川県に提供するため、本市の国保システムを改修する経費を追加するもの

でございます。 

 次に、歳入の補正内容でございますので、１つ戻って４０ページ、４１ページ

をお開きいただきたいと思います。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金における財政調整交付金２８３万円の追加

は、歳出予算額と同額を計上するものでございます。 

 次に、その他の２議案についてでございますので、恐縮でございますけれど

も、もとの議案書にお戻りいただければと思います。 

○議案第２６号 物件供給契約の締結について 

 議案書の４７ページをごらんいただければと思います。 
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 災害対応特殊救急自動車１台の物件供給について、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３条の規定により提案するもの

でございます。 

 ４８ページに契約内容、４９ページに物件供給契約締結状況、５０ページに災

害対応特殊救急自動車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。 

○議案第２７号 物件供給契約の締結について 

 続きまして、５１ページをごらんいただきたいと思います。 

 小型動力ポンプ付積載車３台の物件供給について、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３条の規定により提案をするも

のです。 

 ５２ページに契約内容、５３ページに物件供給契約締結状況、５４ページに小

型動力ポンプ付積載車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。 

 次に、報告案件６件についてでございます。 

○報告第８号 平成２７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 

 ５５ページをごらんいただきたいと思います。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、平成２８年度に予算を繰り越しま

した平成２７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す。 

 ５６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９号 平成２７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 

 ５７ページをごらんいただきたいと思います。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、平成２８年度に予算を繰り越しま

した平成２７年度下水道事業特別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す。 

 ５８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。 

 続きまして、損害賠償の額の決定及び和解の報告１件でございます。 

○報告第１０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） 

 ５９ページ、６０ページをごらんいただければと思います。 

 平成２７年１２月１３日に発生しました車両損傷事故に係るものでございま

す。職員が公用車で走行中、交差点を左折する際、公用車の右前方部が、右方向

より直進してきました相手方車両の左後方部座席のドアに接触をし、損傷を与え

ました。なお、本市と相手方との過失割合は、市側の過失が７０％、相手方の過
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失が３０％であり、本市賠償額につきましては、本市が加入しております自動車

事故の損害賠償に係る任意保険により補塡をされ、損害賠償額としましては３万

７４５０円となります。 

○報告第１１号 平成２８年度伊勢原市土地開発公社の事業計画・予算及び資金 

        計画について 

○報告第１２号 平成２８年度一般財団法人伊勢原市事業公社の事業計画及び予 

        算について 

○報告第１３号 平成２８年度公益財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団の事 

        業計画及び予算について 

 続きまして６１ページ、次の６２ページ、そして６３ページ。以上の３件につ

きましては、それぞれ地方自治法第２４３条の３第２項の規定により提出をする

ものでございます。 

 以上で、６月議会定例会に提出いたします議案等につきましての説明を終了さ

せていただきます。 

 なお、追加の議案といたしまして、人事案件１件、伊勢原市土地開発公社等の

平成２７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の

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  ありがとうございます。 

 ただいま総務部長から説明がありました内容について、質疑があればお伺いい

たします。（「なし」の声あり） 

 ないようですので、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【岡留一司】  それでは、議会側処理事項をごらんいただきた

いと思います。 

 陳情が全部で７件提出をされてございます。内容につきましては、配付いたし

ました陳情文書表のとおりでございます。 

 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【岡留一司】  正副委員長と協議をいたしまして、付託表の案

を配付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。市長提出の専決処分

の承認２件及び議案６件については、いずれも付託省略。陳情は、ただいま申し

上げたとおり７件で、陳情第２号、第５号及び第６号につきましては総務常任委

員会、第３号、第７号及び第８号につきましては教育福祉常任委員会、第４号に

つきましては産業建設常任委員会に付託ということでございます。 

 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、意見がご
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ざいましたらお伺いいたします。（「なし」の声あり）ありませんので、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します。局長。 

○議会事務局長【岡留一司】  会期の決定につきましては、過日原案をお示し、

ご了解をいただいておりますので、その内容に基づきまして日程を作成し、お配

りをしてございますので、ごらんいただきたいと思います。会期は、６月６日か

ら２３日までの１８日間。 

・６月 ６日 本会議 提案説明 

・６月 ７日 一般質問通告期限正午  

・６月 ９日 本会議 議案審議 

・６月１３日 委員会 付託審査 

      （総務常任委員会、午前９時３０分）  

      （産業建設常任委員会、午後１時３０分）  

・６月１４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１７日 本会議 一般質問 

・６月２０日 本会議 一般質問  

・６月２１日 本会議 一般質問  

・６月２３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６

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ございますが、そのほかに何か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、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。 
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午前９時５４分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  平成２８年５月３０日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 山 田 昌 紀  


