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議  題  １ 平成２８年１２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。１２月定例会が迫ってまいりま

した。きょうは定例会の運営について、ひとつよろしくお願いいたします。 

○委員長【山田昌紀議員】  ありがとうございます。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】  おはようございます。大山の紅葉も、例年より若干

早く始まっておりまして、ライトアップも今週日曜日までやっているんですけれ

ども、１１月に５４年ぶりの雪が降ったということで、この雪で、また一段と早

く落ち葉がなくなってしまうのかなとちょっと心配しているところでございます。

それでは、着席して説明させていただきます。 

 本日は、１１月２９日火曜日に招集いたします伊勢原市議会１２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。少し長くなりますけれども、よろし

くお願いいたします。 

 １２月定例会に提出いたします議案は、条例の一部改正議案が５件、補正予算

議案が５件、その他の議案が３０件、報告案件が５件で合計４５件となってござ

います。 

 初めに、条例の一部改正５議案についてご説明をいたします。 

○議案第３９号 伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ 

        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。人事院勧告に基づく国家

公務員の給与改定等を踏まえまして、本市職員の給与の額を改定し、並びに特別

職員及び議会の議員の期末手当の額を改定したいので、提案をするものでござい

ます。 

 ２ページから１１ページ、こちらのほうに改正条例案、１２ページから２２ペ

ージのほうに新旧対照表を掲載してございます。ご確認くださるようお願いをい

たします。 

○議案第４０号 伊勢原市税条例等の一部を改正する条例について 

 続きまして、２３ページをごらんください。地方税法等の一部改正に伴い、市

民税の延滞金の計算の基礎となります期間の見直し、日本と台湾の租税取り決め

の実施に係る対応などに関しまして、所要の措置を講ずる必要が生じたため提案

するものでございます。 

 ２４ページから３３ページまでに改正条例案、３４ページから５９ページまで
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に新旧対照表、６０ページ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。 

○議案第４１号 伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、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 

 次に、６１ページをごらんいただきたいと思います。介護保険法及び関係基準

省令の改正に伴い、地域密着型通所介護の基準を定める等の所要の改正を行う必

要が生じたため、提案するものでございます。 

 ６２ページから８７ページまでに改正条例案、８８ページから１４６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４２号 伊勢原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

        及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予 

        防のための効果的な支援の方法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 

 次に、１４７ページをごらんください。介護保険法及び関係基準省令の改正に

伴い、運営推進会議の設置等の所要の改正を行う必要が生じたため、提案するも

のでございます。 

 １４８ページから１５０ページまでに改正条例案、１５１ページから１６１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４３号 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 次に、１６２ページをごらんください。外国人等の国際運輸業に係る所得に対

する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴いまして、所

要の改正を行う必要が生じたため、提案するものでございます。 

 １６３ページ、１６４ページに改正条例案、１６５ページから１６７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５議案についてでございますので、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ければと思います。 

○議案第４４号 平成２８年度伊勢原市一般会計補正予算（第３号） 

 初めに３ページをお開き願います。この補正予算は、歳入歳出予算、債務負担

行為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５億８５６４万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３１８億７５２６

万５０００円とするものでございます。 

 内容といたしましては、事務事業執行に当たり必要となった経費の追加、国の

補正予算（第２号）に伴うもの、人件費の補正、平成２７年度決算に基づく精算、

歳入の整理、そして、歳入歳出予算の補正に伴う一般財源残余の整理でございま

す。 

 初めに、歳出予算の内容につきまして、ご説明いたします。なお、各特別会計

についても補正予算を提出させていただいておりますが、全会計の共通といたし
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まして、職員人件費の補正につきましては、本定例会に提出いたします給与条例

の改正に伴うもののほか、当初予算に計上しました職員配置と実際の職員配置の

相違による調整、さらには諸手当の支給対象、内容の変更等に伴う職員手当等の

整理を行うものでございます。 

 ２８ページ、２９ページをごらんいただきたいと思います。１款議会費、１項

議会費における議員手当１１１万３０００円の追加は、本定例会に提出いたしま

す議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正に伴うものでございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費における財政運営事務費５３４４万３０００円の

追加及びまちづくり市民ファンド寄附金積立基金積立金８０００万円の追加は、

８月から開始いたしました、ふるさと納税におきます返礼品制度につきまして、

想定を上回るご寄附が寄せられておりますことから、返礼品に係る経費等が不足

する見込みとなりましたので、追加するものでございます。国県支出金等精算返

納金２５９４万６０００円の追加は、平成２７年度に歳入した障害福祉や子ど

も・子育て支援関連を中心とした国県支出金の精算に伴うものでございます。 

 次に、３２ページ、３３ページをごらんください。３款民生費、１項社会福祉

費における国民健康保険事業特別会計繰出金２０２万７０００円、介護保険事業

特別会計繰出金１２７１万８０００円の追加、後期高齢者医療事業特別会計繰出

金２９２万６０００円の減額は、特別会計における職員人件費の補正等に伴うも

のでございます。臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費２億２１２２万９０

００円の計上は、国の補正予算（第２号）に伴うものでございます。 

 次に、３４ページ、３５ページをごらんください。障害者自立支援給付費３４

５１万８０００円の追加は、サービス利用量の増などによるものでございます。 

 同じく２項児童福祉費における母子等福祉費２５９万７０００円の追加は、母

子生活支援施設への入所措置に伴うものでございます。児童扶養手当支給事業費

２６１万４０００円、障害児通所支援事業費６２４２万円、子ども・子育て支援

給付費９４０３万円及び特別支援教育・保育補助金５９８万６０００円の追加は、

対象者の増等に伴うものでございます。子ども・子育て支援給付費１７５６万６

０００円の追加は、給付単価の増などによるものでございます。 

 次に、３６ページ、３７ページをごらんください。５款農林水産業費、１項農

業費における農業経営基盤強化対策事業費１４８万５０００円の追加は、新たに

就農した青年農業者の定着及び農地集積の促進等を図るためのものでございます。

農村振興整備事業費４１０５万８０００円の追加は、国の補正予算（第２号）に

伴いまして、農道や農業用排水路の整備等について、所要の経費を追加するため

のものでございます。 

 次に、３８ページ、３９ページをごらんください。下のほうに７款がございま

す。７款土木費、２項道路橋りょう費における財源内訳の変更は、国の補正予算

（第２号）を活用し、橋りょう長寿命化対策といたしまして、平成２９年度に予

定しておりました橋りょうの定期点検の一部につきまして、市債を活用せず、本
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年度に前倒して実施するものでございます。 

 ４０ページ、４１ページをごらんください。同じく、４項都市計画費における

下水道事業特別会計繰出金７１７５万７０００円の減額は、特別会計における職

員人件費の補正に伴い、２１６５万円を追加する一方、平成２７年度決算に基づ

く精算として、９３４０万７０００円を減額することによるものでございます。 

 次に、歳入予算の補正内容についてご説明をいたしますので、２０ページ、 

２１ページをごらんください。１０款地方交付税、１項地方交付税における普通

交付税７１２２万９０００円の減額は、交付額の決定に伴うものでございます。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金における障害者自立支援給付費負担金１７

２７万９０００円の追加は、歳出におきます障害者自立支援給付費の追加の財源

として、また、児童扶養手当負担金８７万１０００円の追加は、歳出における児

童扶養手当支給事業費追加の財源として、そして、障害児通所支援給付費負担金

３１２１万円の追加は、歳出におきます障害児通所支援事業費の追加の財源とし

て、また、子ども・子育て支援給付費負担金３３２８万７０００円の追加は、歳

出におきます子ども・子育て支援給付費追加の財源として、そして、児童入所措

置費等負担金１２９万８０００円の追加は、歳出におきます母子等福祉費追加の

財源として、それぞれ追加するものでございます。 

 同じく、２項国庫補助金における地域生活支援事業費補助金１５万２０００円

の追加は、歳出における障害者自立支援給付費追加の財源として、また、臨時福

祉給付金（経済対策分）給付事業費補助金２億１０００万円及び給付事務費補助

金１２０１万２０００円の計上は、歳出におきます、それぞれ給付事業費の財源

として、それぞれ計上するものでございます。 

 一番下の１５款県支出金、１項県負担金における障害者自立支援給付費等負担

金８６４万円の追加は、歳出におきます障害者自立支援給付費の財源として追加

するものでございます。 

 次に、２２ページ、２３ページをごらんください。障害児通所支援給付費負担

金１５６０万５０００円の追加は、歳出における障害児通所支援事業費追加の財

源として、子ども・子育て支援給付費負担金１６６４万３０００円の追加は、歳

出における子ども・子育て支援給付費の追加財源として、そして、児童入所措置

費等負担金６４万９０００円の追加は、歳出におきます母子等福祉費追加の財源

として、それぞれ追加するものでございます。 

 同じく、２項県補助金における地域生活支援事業費補助金７万６０００円の追

加は、歳出におきます障害者自立支援給付費追加の財源として追加するものでご

ざいます。 

 子ども・子育て支援給付費補助金３３３万４０００円の減額は、認定こども園

において、教育施設として通園する子どもの数が、見込みより減少したことから、

子ども・子育て支援給付費の財源を減額するものでございます。そして、農村振

興総合整備事業費補助金２８２８万円の追加は、歳出における農村振興整備事業
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費追加の財源として、青年就農給付金事業補助金７５万円及び機構農地集積協力

金７３万５０００円の追加は、歳出における農業経営基盤強化対策事業費追加の

財源として、それぞれ追加するものでございます。 

 一番下の１７款寄附金、１項寄附金におけるまちづくり市民ファンド寄附金８

０００万円の追加は、当初の想定を上回るご寄附が寄せられたことによります追

加でございます。 

 次に、２４ページ、２５ページをごらんください。１８款繰入金、１項特別会

計繰入金における介護保険事業特別会計繰入金９１６８万３０００円の追加は、

平成２７年度決算に基づきます精算によるものでございます。 

 同じく、２項基金繰入金における財政調整基金繰入金９５６６万４０００円の

減額は、今回の補正により生じる一般財源の余剰を調整するものでございます。 

 １９款繰越金、１項繰越金における前年度繰越金３億２７１１万３０００円の

追加は、平成２７年度決算における実質収支の予算未計上の全額を精算するため

のものでございます。 

 一番下の２０款諸収入、５項雑入における児童手当負担金過年度収入１２万４

０００円、養育医療助成事業負担金過年度収入１万８０００円、低所得者保険料

軽減県負担金過年度収入７０００円、児童手当負担金過年度収入６２万５０００

円、低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入１万５０００円の計上は、平成 

２７年度に歳入した国県支出金を精算するため、それぞれ計上するものでござい

ます。 

 次に、２６ページ、２７ページをごらんください。２１款市債、１項市債にお

ける土地改良事業債１２１０万円の追加は、歳出における農村振興整備事業費追

加の財源とするものでございます。道路橋りょう整備事業債１７１０万円の減額

は、国の補正予算（第２号）に伴う橋りょう維持費の財源内訳変更に伴うもので

ございます。臨時財政対策債１億１６２０万円の減額は、普通交付税算定に伴う

借入可能額の決定に伴うものでございます。 

 次に、債務負担行為の補正についてでございます。１１ページをごらんくださ

い。債務負担行為の補正は、指定管理者運営委託費に係るもので、本定例会に提

案をいたします伊勢原シティプラザ等の公の施設につきまして、指定管理者を平

成２９年４月に更新するため、債務負担行為予算を追加するものでございます。 

 次に、１２ページ、１３ページをごらんください。地方債の補正でございます。

地方債の補正は、土地改良事業費、道路橋りょう整備事業費及び臨時財政対策債

の限度額を変更するものです。 

○議案第４５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 

        ２号） 

 続きまして、６５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、既定の予算総額に２億５４４２万８０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を１２３億４８２５万８０００円とするものです。 
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 歳出予算の補正内容につきましては、７８ページ、７９ページをごらんくださ

い。１款総務費については、職員人件費等の補正でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費における一般被保険者療養給付費１億７０００

万円の追加は、高齢者の医療費等の増加に伴うものでございます。 

 同じく、２項高額療養費における一般被保険者高額療養費８２００万円の追加

は、高齢者に係る高額療養費等の支給額の増加に伴うものでございます。 

 ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等における後期高齢者支援金

１０万２０００円の追加は、平成２８年度の支払い金額の確定に伴うものでござ

います。 

 次に、８０ページ、８１ページをごらんください。４款前期高齢者納付金等、

１項前期高齢者納付金等における前期高齢者納付金２９万９０００円の追加は、

平成２８年度の支払金額の確定に伴うものでございます。 

 次に、歳入予算の補正内容でございますので、７６ページ、７７ページをごら

んください。３款国庫支出金、１項国庫負担金における現年度療養給付費等国庫

負担金８０７６万７０００円の追加及び６款県支出金、２項県補助金における県

財政調整交付金１２８７万２０００円の追加は、一般被保険者療養給付費、一般

被保険者高額療養費及び後期高齢者支援金の増額補正に伴うものでございます。 

 ９款繰入金、１項他会計繰入金における職員給与費等繰入金２０２万２０００

円の追加は、職員人件費の増加に伴うものでございます。 

 １０款繰越金、１項繰越金におけるその他繰越金１億５８７６万２０００円の

追加は、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費、後期高齢者支援金

及び前期高齢者納付金の増額補正に伴うものでございます。 

○議案第４６号 平成２８年度伊勢原市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 続きまして、８５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、既定の予算総額に２１６５万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を４３億７７６５万円とするものでございます。 

 歳出予算の補正内容につきまして、９６ページ、９７ページをごらんください。

１款総務費、１項下水道総務費については、職員人件費の補正でございます。 

 ９４ページ、９５ページをごらんください。歳入予算の補正内容につきまして

は、４款繰入金、１項他会計繰入金における一般会計繰入金７１７５万７０００

円の減額は、歳出の職員給与費等の増額及び５款繰越金の追加に伴うものでござ

います。 

 ５款繰越金、１項繰越金における前年度繰越金９３４０万７０００円の増額は、

平成２７年度決算剰余金の整理によるものでございます。 

○議案第４７号 平成２８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、１０１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、既定の予算総額に２億８３２６万８０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を６７億４５２６万８０００円とするものでございます。 
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 １１２ページ、１１３ページをごらんください。歳出予算の補正内容につきま

して、１款総務費、１項総務管理費については、職員人件費の補正でございます。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金における介護給付準備基金積立金１億４４３

０万３０００円の追加は、平成２７年度における介護給付準備基金繰入金の余剰

額が確定したことに伴うものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金における償還金３４５９万４０００

円の追加は、平成２７年度に交付を受けました国県支出金等の精算に伴い、一部

返還が必要となりましたことから追加するものです。 

 同じく、２項繰出金における一般会計繰出金９１６８万３０００円の追加は、

平成２７年度における一般会計繰入金の余剰額が確定したことに伴うものでござ

います。 

 １１０ページ、１１１ページをごらんください。歳入予算の補正内容につきま

しては、３款支払基金交付金、１項支払基金交付金における過年度分介護給付費

交付金５２７万８０００円の追加及び４款県支出金、１項県負担金における過年

度分介護給付費等県負担金６９０万４０００円の追加は、平成２７年度の実質収

支が確定したことに伴うものでございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金における職員給与費等繰入金１２６８万８００

０円の追加は、職員給与費等の増額に伴うものでございます。低所得者保険料軽

減繰入金３万円の追加及び７款繰越金、１項繰越金における前年度繰越金２億５

８３６万８０００円の追加は、平成２７年度の実質収支が確定したことに伴うも

のでございます。 

○議案第４８号 平成２８年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

        （第１号） 

 続きまして、１１９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、既定の予算総額に２９２万６０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を１１億３２０７万４０００円とするものでございます。 

 １３０ページ、１３１ページをごらんください。歳出予算の補正内容につきま

しては、１款総務費、１項総務管理費については、職員人件費の補正でございま

す。 

 次に、１２８ページ、１２９ページをごらんください。歳入予算の補正内容に

つきましては、２款繰入金、１項他会計繰入金における事務費繰入金２９２万６

０００円の減額は、職員給与費等の減額に伴うものでございます。 

 次に、その他の議案３０件についてでございますので、議案書にお戻りいただ

きまして、１６８ページをごらんください。 

○議案第４９号 伊勢原市コミュニティセンター（成瀬コミュニティセンター） 

        の指定管理者の指定について 

○議案第５０号 伊勢原市コミュニティセンター（伊勢原北コミュニティセンタ 

        ー）の指定管理者の指定について 



8 

○議案第５１号 伊勢原市コミュニティセンター（伊勢原南コミュニティセンタ 

        ー）の指定管理者の指定について 

○議案第５２号 伊勢原市立地域集会所（八幡台集会所）の指定管理者の指定に 

        ついて 

○議案第５３号 伊勢原市立地域集会所（峰岸集会所）の指定管理者の指定につ 

        いて 

○議案第５４号 伊勢原市立地域集会所（下落合公民館）の指定管理者の指定に 

        ついて 

○議案第５５号 伊勢原市立地域集会所（アイリスの丘集会所）の指定管理者の 

        指定について   

○議案第５６号 伊勢原市営自転車等駐車場の指定管理者の指定について 

○議案第５７号 伊勢原シティプラザの指定管理者の指定について 

○議案第５８号 伊勢原市福祉館（片町福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第５９号 伊勢原市福祉館（岡崎福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第６０号 伊勢原市福祉館（石倉福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第６１号 伊勢原市福祉館（池端福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第６２号 伊勢原市老人福祉センター阿夫利荘の指定管理者の指定につい 

        て 

○議案第６３号 伊勢原市老人憩の家（坪ノ内老人憩の家）の指定管理者の指定 

        について 

○議案第６４号 伊勢原市児童館（善波児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第６５号 伊勢原市児童館（三ノ宮児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第６６号 伊勢原市児童館（大原児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第６７号 伊勢原市児童館（沼目児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第６８号 伊勢原市児童館（中央児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第６９号 伊勢原市児童館（高森児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第７０号 伊勢原市児童館（下谷児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第７１号 伊勢原市児童館（高森台児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第７２号 伊勢原市児童館（つきみの児童館）の指定管理者の指定につい 

        て 

○議案第７３号 伊勢原市児童館（七五三引児童館）の指定管理者の指定につい 

        て 

○議案第７４号 伊勢原市児童館（藤野児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第７５号 伊勢原市児童館（子易児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第７６号 伊勢原市児童館（板戸児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第７７号 伊勢原市立武道館の指定管理者の指定について 

 １６８ページです。「議案第４９号、伊勢原市コミュニティセンター（成瀬コ

ミュニティセンター）の指定管理者の指定について」から２２４ページの「議案
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第７７号、伊勢原市立武道館の指定管理者の指定について」までの２９議案につ

きまして、一括してご説明申し上げます。これらの２９議案につきましては、公

の施設３６施設の指定管理期間が本年度末をもって満了することから、引き続き

指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より提案するものです。これらの公の施設の指定管理者につきましては、これま

での管理運営が良好に行われていることを、伊勢原市指定管理者候補者選定委員

会におきまして確認されたため、引き続き、現在の指定管理者である自治会を初

めとする各公共的団体を候補者といたしました。なお、指定の期間は、議案第 

５４号、地域集会所の下落合公民館が２年間、その他の３５施設が５年間でござ

います。 

○議案第７８号 伊勢原市営土地改良事業の変更について 

 次に、２２６ページをごらんください。高部屋地区の伊勢原市営土地改良事業

計画を変更するため、土地改良法第９６条の３第１項の規定により提案するもの

でございます。２２７ページ及び２２８ページに計画概要、２２９ページに計画

概要図、２３０ページ及び２３１ページに参考資料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５件についてでございます。いずれも市長の専決事項の指定に

基づき専決処分をいたしましたので、地方自治法の規定に基づき報告するもので

す。 

○報告第２１号 伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

        の一部を改正する条例 

 ２３２ページをごらんください。建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴

い、条例中に引用する用語を整理する必要が生じたため、専決処分をしたもので

ございます。２３３ページに専決処分書、２３４ページに改正条例、２３５ペー

ジから２３８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。 

 続きまして、損害賠償の額の決定及び和解の報告３件です。 

○報告第２２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） 

 ２３９ページをごらんください。事故の概要は、８月２５日に発生しました救

急活動中における負傷事故に係るものです。救急活動中において、患者を救急車

に収容するため布担架による搬送中に、頭部を保持していた職員が階段で足を踏

み外し、患者の右側頭部を負傷させたものでございます。本市と相手方の過失割

合は、市側過失１００％であり、損害賠償額は１０万６３４円となります。なお、

本市賠償額につきましては、本市が加入しております消防業務賠償責任保険によ

り補塡されます。 

○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） 

○報告第２４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） 

○報告第２５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） 
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 ２４１ページから２４６ページまでをごらんください。報告第２３号から報告

第２５号までの３件は、同一の事故によるものでございます。事故の概要は、２

４２ページをごらんください。平成２８年２月９日に、学校敷地内おいてスプレ

ー缶塗料によるフェンスの塗装作業中、風により塗料が飛散し、駐車してあった

相手方車両に塗料が付着したことにより損害を与えましたことから専決処分をし

たものでございます。本市と相手方の過失割合は、市側過失１００％であり、損

害賠償額は、報告第２３号が２２万４１００円、報告第２４号が１８万４２２６

円、報告第２５号が２１万６０００円となります。なお、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災害賠償補償保険により補塡されます。 

 ２４２ページ、２４４ページ及び２４６ページにそれぞれの専決処分書を掲載

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、１２月議会定例会に提出いたしました議等案についての説明を終了さ

せていただきます。 

 なお、任期満了に伴う副市長の選任、伊勢原市固定資産評価審査委員会委員の

選任及び人権擁護委員の推薦に係る人事案件３件につきまして、議案を追加提出

させていただく予定でございますので、あらかじめ承知おきいただくようお願い

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、質疑があればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 ありませんので、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、お配りしてございます議会運営委員

会、議会側処理事項（１１月２４日）をごらんいただきたいと思います。 

１ 平成２７年度決算審査について 

 各常任委員会において、いずれも認定すべきものと決定し、１１月２９日の本

会議において、委員長報告の後、質疑、討論、採決を行います。 

２ 請願・陳情の受理状況について 

陳情第１２号から陳情第１８号までの陳情７件を受理しております。内容は、

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】  正副委員長と協議の上、付託表の案を２枚作成

し、配付してございます。 

 まず、１１月２９日分をごらんいただきたいと思います。「議案第３９号、伊

勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について」の１議案につ

きましては、付託省略。期末手当の支給基準日が１２月１日であり、１１月中に
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採決を行う必要があることから、初日に質疑、討論、採決をお願いするものです。

次に、１２月５日分をごらんいただきたいと思います。市長提出議案３９件は、

付託省略。陳情は７件で、陳情第１２号から陳情第１５号は教育福祉常任委員会、

陳情第１６号及び陳情第１７号は産業建設常任委員会、陳情第１８号は総務常任

委員会にそれぞれ付託するものでございます。 

○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、議案の採決方法を議題といたします。先ほど総務部長から説明がありま

したが、１２月定例会には、指定管理者にかかわる議案が２９件提出されており

ます。いずれも公募によらない施設の議案でありますことから、先例に基づき、

議案第４９号から議案第７７号までを一括で採決してはいかがかと考えます。そ

の他の議案は、従来どおり１議案ごとに採決いたします。ご意見等があれば、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。議案第４９号から議案第７７号までを一括で採

決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、議案第４９号から議案第

７７号までを一括で採決することに決定いたしました。 

 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【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、その内容に基づいて日程案を作成し、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、１１月 

２９日から１２月１６日までの１８日間。 

・１１月２９日 本会議 提案説明 

            議案審議（議案第３９号） 

・１１月３０日 一般質問通告期限正午 

・１２月 ５日 本会議 議案審議 

・１２月 ７日 委員会・付託審査 
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      （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） 

・１２月 ８日 委員会・付託審査 

      （教育福祉常任委員会 午前９時３０分） 

・１２月１２日 本会議 一般質問 

・１２月１３日 本会議 一般質問 

・１２月１４日 本会議 一般質問 

・１２月１６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、１１月

２９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しま

す。（「ありません」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１０時９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１１月２４日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 山 田 昌 紀 

 


