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議  題  １ 平成２８年１０月臨時会の運営について 

 

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。それでは、きょうは１０月臨時

会についての協議があると思います。また、閉会中の委員会について、お話が出

るのでしょうか。ひとつ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。土曜日、日曜日の道

灌まつり、大変ありがとうございました。また、きょう、あしたと火祭薪能、日

曜日には地区の体育祭ということで、秋のイベントが続く中なんですけれども、

一番気になるところはお天気で、特に台風１８号、若干北寄りにそれたというこ

とで、職員も待機しておりますけれども、余り来ないでいただきたいなというの

が実感でございます。それでは、着座にて説明をさせていただきます。 

 それでは、本日は、１０月１２日水曜日に招集いたします伊勢原市議会１０月

臨時会の市長提出議案等につきましてご説明を申し上げます。 

 １０月臨時会に提出いたします議案につきましては、平成２７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、条例の一部改正議案が１件、そし

て、報告案件が３件の合計１０件となってございます。 

 それでは、初めに、平成２７年度歳入歳出決算の認定６議案について説明いた

します。 

 ブルーの表紙の決算書をごらんいただきたいと思います。初めに、４ページ、

５ページをお開きいただきたいと思います。全会計の決算概要を、ここに記載し

てございます。平成２７年度の全会計の最終予算現額は、５７２億８９１６万７

５７８円となってございます。これは、当初予算額５４５億２４００万円に、６

回にわたる補正予算措置により２０億８７００万円余りを追加するとともに、一

般会計及び下水道事業特別会計におきまして、平成２６年度からの繰越事業費６

億７８００万円余りを加えたものでございます。 

 全会計の収入済額は５５６億５６３万１０８５円で、前年度と比較しまして 

７．１％増加してございます。予算現額に対する収入率は９７．１％となりまし

て、前年度と比べまして０．６ポイント低下をしております。 

 また、支出済額は５３６億１８４０万５０９３円で、前年度と比較しまして 

６ .６％増加をいたしました。執行率は９３．６％となり、前年度と比べ１．０

ポイント低下をしております。 



2 

 収支差引額は１９億８７２２万５９９２円で、前年度と比較しまして２０．

２％増加しております。 

 また、翌年度への繰越額は１９億２４８４万９４４７円で、前年度と比較しま

して１８．１％増加をしてございます。 

 なお、平成２７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、この場での説明は省略をさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、各会計別にご説明をしたいと思います。 

○議案第３１号 平成２７年度伊勢原市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 ９ページをお開きいただければと思います。 

 初めに歳入でございますけれども、１４ページ、１５ページをお開きいただき

たいと思います。収入済額は３０８億８７１８万８３９２円で、前年度と比較し

まして３．９％増加しております。予算現額に対する収入率は９６．５％で、前

年度と比べ１．９ポイント低下をしております。 

 次に、歳出です。１８ページ、１９ページをごらんいただきたいと思います。

支出済額は２９８億２２２４万６４２３円で、前年度と比較しまして３．７％増

加しております。予算現額に対する執行率につきましては９３．２％で、前年度

と比較し２．０ポイント低下をしております。 

 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引残額は１０億６４９４万

１９６９円で、前年度と比べまして９．４％増加をしております。 

 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市の

普通会計決算状況調書並びに決算状況指数表などを掲載しておりますので、後ほ

どご確認をしていただければと思います。 

 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３２号 平成２７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ページをお開きいただきたいと思います。 

 ２４ページ、２５ページが歳入になります。収入済額は１２７億９４０９万１

８８９円で、前年度と比較しまして１５．５％増加してございます。 

 ２８ページ、２９ページには歳出を記載してございますので、ごらんいただき

たいと思います。支出済額は１２２億７６１８万９５３円で、前年度と比べまし

て１４．６％増加をしております。 

 歳入歳出差引残額は５億１７９１万９３６円で、前年度と比較し４０．５％増

加をしております。 

○議案第３３号 平成２７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ページをお開きください。 
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 ３４ページ、３５ページに歳入が記載してございます。収入済額は４２億８４

０２万２８１６円で、前年度と比較しまして７．３％増加をしております。 

 ３６ページ、３７ページには歳出を記載してございます。支出済額は４１億４

７２２万５５７３円で、前年度と比較しまして５．６％増加をしております。 

 歳入歳出差引残額は１億３６７９万７２４３円で、前年度と比べ１１０．４％

増加をしております。 

○議案第３４号 平成２７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ページをごらんいただきたいと思います。 

 ４２ページ、４３ページが歳入になります。収入済額は２億２９２３万７６３

３円で、前年度と比較しまして２億２７２９万９７１５円増加しております。 

 ４４ページ、４５ページには歳出を記載してございます。支出済額は２億２９

２３万７６３３円で、前年度と比べまして２億２７２９万９７１５円増加してお

ります。 

 収入済額と支出済額は同額で、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３５号 平成２７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ページをごらんいただきたいと思います。 

 ５０ページ、５１ページが歳入になります。収入済額は６３億８８０９万２８

９２円で、前年度と比較しまして４．１％増加をしております。 

 ５２ページ、５３ページには歳出を記載してございます。支出済額は６１億２

８１２万５７２８円で、前年度と比べ４．０％増加をしております。 

 歳入歳出差引残額は２億５９９６万７１６４円で、前年度と比べ６．９％増加

をしてございます。 

○議案第３６号 平成２７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ページをごらんください。 

 ５８ページ、５９ページが歳入になります。収入済額は１０億２２９９万７４

６３円で、前年度と比較しまして４．１％増加をしております。 

 ６０ページ、６１ページには歳出を記載してございます。支出済額は１０億１

５３８万８７８３円で、前年度と比較しまして３．７％増加をしております。 

 また、歳入歳出差引残額は７６０万８６８０円で、前年度と比べ１３５．５％

増加をしております。 

 以上で、平成２７年度歳入歳出決算の認定６議案につきまして申し上げました

けれども、これにつきましては、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認定をお願いするものでございます。 

 次に、条例の一部改正１議案についてでございます。 
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○議案第３７号 伊勢原市特別職員の給与に関する条例及び伊勢原市教育委員会 

        教育長の給料、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部 

        を改正する条例について 

 議案書の１ページから５ページまでをごらんいただきたいと思います。社会経

済情勢を勘案し、市長、副市長及び教育長の給与の減額措置を講ずるもので、平

成２８年１１月１日から平成２９年３月３１日までの給料月額について、市長 

３０％、副市長２０％、教育長１５％の減額を行うものでございます。 

 ２ページ及び３ページに改正条例案、４ページ及び５ページには新旧対照表を

掲載しておりますので、ご確認いただききますようよろしくお願いいたします。 

 次に、報告案件３件についてでございます。 

○報告第１８号 平成２７年度伊勢原市下水道事業特別会計継続費精算報告書の 

        報告について 

 先ほどのブルーの表紙、決算書の６５ページをごらんいただきたいと思います。

平成２６年度及び平成２７年度の２カ年の継続費予算を設定し、日本下水道事業

団と締結いたしました平成２６年度伊勢原市公共下水道根幹的施設、水処理施設

でございますけれども、こちらの建設工事委託に関する協定に基づき実施をいた

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項の規定により報告するものでございます。 

 ６６ページ、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してご

ざいますので、ご確認いただきますようお願いを申し上げます。 

 続きまして、損害賠償の額の決定及び和解の報告２件でございます。 

○報告第１９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） 

 先ほどの議案書にお戻りいただきまして、６ページをお開きいただきたいと思

います。 

 事故の概要につきましては、次の７ページをごらんいただきたいと思います。

ことし５月８日に発生しました、道路の管理の瑕疵による事故に係るものでござ

います。市道上の路面に段差が生じていたため、歩行中の相手方が段差につまず

き、転倒して、顔面、腕、膝を負傷したものでございます。本市と相手方との過

失割合は、市側の過失が１００％であり、本市賠償額は２万１３５０円となりま

す。なお、損害賠償額は、本市が加入しております道路賠償責任保険により補塡

をされます。 

○報告第２０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、８ページをごらんいただきたいと思います。 

 事故の概要につきましては、次の９ページをごらんいただきたいと思います。

ことし６月２２日に発生いたしました、公用車による物損事故に係るものでござ

います。職員が方向転換をするため後退した際に、相手方宅地内の塀と公用車の

後部が接触をし、相手方塀に損傷を与えたものでございます。本市と相手方との

過失割合は、市側の過失が１００％であり、本市賠償額は５万９４００円となり
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ます。なお、損害賠償額は、本市が加入してござい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いたします。 

 以上で、１０月臨時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教育委員会委員の任命に係る人事案件１件につきま

して、議案を追加提出させていただく予定となってございますので、よろしくお

願いいたします。この内容につきましては、平成２４年１１月１９日からご活躍

をいただいております渡辺正美氏の任期が平成２８年１１月１８日をもって満了

になりますことから、現在、後任の人選を進めているところでございますので、

あらかじめご承知おきをくださるようお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○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

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、議案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】  正副委員長と協議の上、付託表の案をお配りし

てございますので、ごらんをいただきたいと思います。 

 １０月２８日分で、議案第３１号から議案第３６号までの平成２７年度各会計

決算の認定について、一般会計予算につきましては、所管部分を各常任委員会に

分割委託、特別会計予算につきましては、所管の各常任委員会に付託、議案第 

３７号については付託省略。 

 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、質疑等があれば

お伺いします。（「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

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案を作成し、

お配りをしてございますので、ごらんをいただきたいと思います。会期は、１０

月１２日から２８日までの１７日間。 

・１０月１２日 本会議 提案説明 
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・１０月１４日 総括質疑通告期限正午 

・１０月２８日 本会議 総括質疑 

閉会中の決算審査の委員会でございます。 

・１１月 ４日 総務常任委員会 

・１１月 ８日 産業建設常任委員会 

・１１月 ９日 教育福祉常任委員会 

 各常任委員会の審査結果は、１２月定例会の初日に報告するものといたします。 

 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、１０月

１２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） 

 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９時５０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１０月５日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 山 田 昌 紀 


