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議  題  １ 平成２９年３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。昨日告示、きょうから６日後に

開会となっています３月定例会、一般質問も本日朝までに５名の方に通告をして

いただいております。それでは、３月定例会の運営につきまして、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。まだまだ寒い日が続

くんですけれども、とり年は雪の日が多いということで、ことしも大山、何日か

雪化粧になっておりますけれども、暖かい時期、３月に向かうと暖かくなるとい

うことで、早く暖かくならないかなと思っていますので。じゃ、着座で説明させ

ていただきます。３月議会でございますので、またちょっとボリュームがござい

ます。若干長目になりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、順次、資料に基づいて説明させていただきます。本日は、２月２２

日水曜日に招集いたします伊勢原市議会３月定例会の市長提出議案につきまして

ご説明を申し上げます。３月定例会に提出いたします議案は、平成２９年度当初

予算議案６件、条例の制定議案が２件、条例の一部改正議案が７件、補正予算議

案が６件、その他の議案が４件の合計２５件でございます。 

 まず、平成２９年度予算６議案につきましてご説明を申し上げますので、平成

２９年度予算及び予算説明書の厚いやつのほう、こちらをご準備願います。１ペ

ージを、まず、ごらんください。平成２９年度予算案は、一般会計の予算規模が

３１２億３３００万円で、前年度と比べまして、１．４％、４億３３００万円の

増となりました。また、５つの特別会計を合わせました全会計の予算規模は５５

９億２９００万円で、前年度と比べまして、０．８％、４億４７００万円の増と

なりました。 

○議案第１号 平成２９年度伊勢原市一般会計予算 

 次に、７ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ

３１５億３３００万円と定め、また、債務負担行為、地方債、一時借入金及び歳

出予算の流用につきまして、それぞれ定めるものでございます。 

 主な事業の内容につきましては、平成２９年度予算の概要に記載してございま

すので、また後ほどご確認いただきたいと思います。 

○議案第２号 平成２９年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算 



2 

 続きまして、ちょっと飛びますけれども、２２７ページをごらんください。歳

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１２２億８００万円と定め、また、一時

借入金及び歳出予算の流用につきまして、それぞれ定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業拠出

金、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費の増加等により、前年度

と比べまして、１億１７００万円、１％の増としております。 

○議案第３号 平成２９年度伊勢原市下水道事業特別会計予算 

 次に、２７５ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ４４億６７００万円と定め、また、債務負担行為、地方債及び一時借入金に

つきまして、それぞれ定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、管渠費の増加などにより、前年度と比べまして、１億１１

００万円、２．５％増としております。 

○議案第４号 平成２９年度伊勢原市用地取得事業特別会計予算 

 続きまして、３１５ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ１００万円と定めるものです。 

 なお、予算規模は、公共用地先行取得事業費の皆減により、前年度と比べて、

３億３７００万円、９９．７％減といたしております。 

○議案第５号 平成２９年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算 

 続きまして、３３１ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ６５億３７００万円と定め、また、一時借入金につきまして定めるも

のでございます。 

 なお、予算規模は、地域支援事業費の増加などにより、前年度と比べまして、

７５００万円、１．２％増としております。 

○議案第６号 平成２９年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 続きまして、３６９ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ１１億８３００万円と定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、保険料等納付金や保険基盤安定制度拠出金の増加などによ

り、前年度と比べて、４８００万円、４．２％増としております。 

 以上が、平成２９年度予算６議案の概要でございます。 

 次に、条例の制定２議案についてご説明をいたしますので、議案書をごらんく

ださい。 

○議案第７号 伊勢原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定 

       について 

 議案書の４ページになります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第  

２３条第１項の規定により、学校における体育に関することを除く、スポーツに

関する事務を市長が管理し、執行するため、提案するものでございます。 

 ５ページ、６ページに条例案、また、７ページから１１ページまでに新旧対照

表を掲載してございますので、後ほどご確認いただきますようお願いたします。 
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○議案第８号 伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例の制定について 

 続きまして、１２ページをごらんください。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第１８条の規定に基づき、個人番号カー

ドの利用に関し必要な事項を定めるため、提案するものでございます。 

 １３ページから１５ページまでに条例案を掲載しております。後ほどご確認い

ただければと思います 

 次に、条例の一部改正７議案につきましてご説明をいたします。 

○議案第９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 

       育長の給与、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 

 １６ページをごらんください。特別職員等の給与の減額措置を講ずるため、提

案するものでございます。 

 １７ページから１９ページまでに改正条例案、また、２０ページから２２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１０号 伊勢原市職員の育児休業等に関する条例及び伊勢原市職員の勤 

        務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、２３ページをごらんください。地方公務員の育児休業等に関する

法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴い、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。 

 ２４ページから２９ページまでに改正条例案、また、３０ページから３８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１１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、３９ページをごらんください。地方税法の一部改正に伴いまし

て、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等、法人市

民税における法人税割の税率の引き下げ、また、軽自動車税における環境性能割

の創設などに関しまして、所要の措置を講ずるとともに、その他所要の整理を行

う必要が生じたため、提案するものでございます。 

 ４０ページから５０ページまでに改正条例案、また、５１ページから７９ペー

ジまでに新旧対照表、そして、８０ページから８５ページまでに改正要旨を掲載

しておりますので、後ほどご確認くださるようお願いいたします。 

○議案第１２号 伊勢原市印鑑条例等の一部を改正する条例について 

 続きまして、８６ページをごらんください。民間事業者が設置する端末機から

印鑑登録証明書の交付を行うとともに、個人番号カードを印鑑登録証としてみな

すために必要な規定を整備するため提案するものでございます。 

 ８７ページから８９ページまでに改正条例案、また、９０ページから９６ペー
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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１３号 伊勢原市保育所条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、９７ページをごらんください。伊勢原市比々多保育園が公私連携

型保育所に移行することに伴いまして、同保育所の公立保育所としての位置づけ

を廃止する必要が生じたため、提案するものでございます。 

 ９８ページに改正条例案を、また、９９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。 

○議案第１４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について 

 続きまして、１００ページをごらんください。横浜伊勢原線沿道地区地区計画

区域内におきまして、適正な土地利用の規制及び誘導を図るため、提案するもの

でございます。 

 １０１ページから１１２ページまでに改正条例案を、また、１１３ページ、１

１４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。 

○議案第１５号 伊勢原市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す 

        る条例について 

 続きまして、１１５ページをごらんください。消防職員の特殊勤務手当のう

ち、救急救命士が救急救命士法で定めます救急救命処置を行った場合に支給され

る救急業務手当の額を引き上げるとともに、道路交通法の一部改正に伴いまし

て、消防車両運転手当に係る自動車の区分について、所要の改正を行う必要があ

るため、提案するものでございます。 

 １１６ページに改正条例案を、また、１１７ページに新旧対照表を掲載してお

りますので、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 次に、補正予算６議案について説明いたしますので、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たいと存じます。 

○議案第１６号 平成２８年度伊勢原市一般会計補正予算（第４号） 

 初めに、３ページをごらんください。この補正予算は、歳入歳出予算、繰越明

許費、債務負担行為及び地方債の補正を行うもので、既定の予算総額に３億４４

７７万３０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３２２億２００３万８０００

円とするものでございます。 

 それでは、まず、歳入歳出予算の補正についてご説明をいたします。歳出予算

の補正内容からご説明をいたしますので、２６ページ、２７ページをごらんくだ

さい。２款総務費におきます財政運営事務費３２８２万５０００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４９００万円の追加は、ふるさと納

税につきまして、想定を上回るご寄附が寄せられておりますことから、返礼品代

及び返礼品を取り扱う委託料など所要の経費並びに積立金を追加するものでござ
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います。財政調整基金積立金４３４０万１０００円の追加は、今回の歳入歳出予

算の補正に伴い生じました一般財源の残余を積み立てるものでございます。国県

支出金等精算返納金１４４５万２０００円の追加は、平成２７年度に歳入しまし

た生活保護関連の国庫支出金の精算に伴うものでございます。 

 ３款民生費における国民健康保険事業特別会計繰出金８４６万１０００円の追

加は、国民健康保険税の軽減措置拡充等に伴うものでございます。 

 障害福祉施設施設整備事業費４８万２０００円の計上は、国の補正予算第２号

に伴い、障害者施設の防犯対策を支援するためのものでございます。 

 ５款農林水産業費における畜産競争力強化対策整備事業費７６７万９０００円

の追加は、国の補正予算第２号に伴い、市内農場におきます乳牛牛舎整備を支援

するためのものでございます。農村振興整備事業費３８００万円の追加は、下小

稲葉地区におきます農道や水路の整備等に向け、測量や設計など所要の経費の追

加でございます。 

 続きまして、２８ページ、２９ページをごらんください。９款教育費における

小学校施設維持管理費３５５４万５０００円の追加は、国の補正予算第２号に伴

い、大山小学校校舎の外壁修繕を行うためのものでございます。中学校校舎等改

修事業費１億１４９２万８０００円の追加は、中沢中学校、成瀬中学校及び山王

中学校のトイレ改修等を行うためのものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきまし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。１款市税におきます個人市民税、現年課

税分９５００万円の追加、そして、法人市民税、現年課税分１億３０００万円の

追加、固定資産税、現年課税分１億３２００万円の追加、また、都市計画税、現

年課税分１４００万円の追加は、決算見込みに基づき追加するものでございま

す。 

 １４款国庫支出金におきます保険基盤安定負担金、保険者支援分２５９万５０

００円の追加は、国民健康保険事業特別会計繰出金の追加の財源としまして、ま

た、学校施設環境改善交付金１１９６万６０００円の追加は、小学校施設維持管

理費の追加の財源とするものでございます。 

 続きまして、２２ページ、２３ページをごらんください。学校施設環境改善交

付金３６６１万８０００円の追加は、中学校校舎等改修事業費の追加の財源とす

るものでございます。 

 １５款県支出金における保険基盤安定負担金の保険税軽減分１５７万７０００

円及び保険者支援分１２９万８０００円の追加は、国民健康保険事業特別会計繰

出金の追加の財源とするものです。また、農村振興総合整備事業費補助金２５７

５万３０００円の追加は、農村振興整備事業費の追加財源として、また、畜産競

争力強化対策整備事業費補助金７６７万９０００円の追加は、畜産競争力強化対

策整備事業費の追加財源とするものでございます。 

 次に、１６款財産収入における市有土地売払収入１億８０００万円の減額は、
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市営小山住宅跡地の売り払い収入について、平成２９年度予算へ計上することに

伴い、平成２８年度予算から減額するためのものでございます。 

 １７款寄附金におけるまちづくり市民ファンド寄附金４９００万円の追加は、

想定を上回るご寄附が寄せられておりますことに伴う増額でございます。 

 続きまして、２４ページ、２５ページをごらんください。１８款繰入金におけ

る財政調整基金繰入金８９７１万３０００円の減額は、今回の補正により生ずる

一般財源の残余を調整するためのものでございます。これによりまして、財政調

整基金繰入金は皆減となります。 

 ２１款市債における土地改良事業債１１００万円の追加は、農村振興整備事業

費の追加の財源として、また、学校施設環境改善交付金事業債７２５０万円の追

加は、中学校校舎等改修事業費の追加の財源として、そして、学校施設環境改善

交付金事業債２３５０万円の計上は、小学校施設維持管理費の追加の財源とする

ものでございます。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたしますので、１０ページをごらんくださ

い。戸籍住民基本台帳管理費など１０事業について、年度内の完了が困難と見込

まれるために設定するものでございます。繰越明許費の総額は、８億４８９万５

０００円でございます。 

 続きまして、債務負担行為の補正につきましてご説明申し上げます。１１ペー

ジをごらんください。平成２９年度当初から執行する施設設備の維持管理や施設

の運営管理、電算システム等の保守管理、燃料・原材料等の購入につきまして、

平成２８年度中に契約準備事務を行うため、設定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。地方債の補正につきまし

て、ご説明申し上げます。市債の補正に伴い、起債の限度額を追加または変更す

るもので、学校施設環境改善交付金事業費、小学校費の限度額の追加、また、土

地改良事業費の限度額の変更、そして、学校施設環境改善交付金事業費、中学校

費の限度額の変更を行うものでございます。 

○議案第１７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 

        ３号） 

 続きまして、４５ページをごらんください。この補正予算は、歳入歳出予算及

び債務負担行為の補正を行うもので、既定の予算総額に２億９５８４万４０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２６億４４１０万２０００円とするもので

す。 

 まず、歳出予算の補正内容につきまして、６０ページ、６１ページをごらんく

ださい。２款保険給付費における財源内訳の変更は、療養給付費等交付金の減額

に伴いまして、財源内訳のうち特定財源のその他を減額し、国県支出金及び一般

財源に振りかえる財源内訳の変更を行うものでございます。 

 ３款後期高齢者支援金等における財源内訳の変更は、２款保険給付費と同様の

理由によるものでございます。 
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 ７款共同事業拠出金における高額医療費共同事業拠出金１０２８万５０００円

の追加は、医療の高度化等に伴うＣ型肝炎新薬の影響などにより、高額医療費共

同事業に係る拠出対象医療費の増加に伴うものでございます。 

 続きまして、６２ページ、６３ページをごらんください。９款基金積立金にお

きます国民健康保険療養給付費等支払調整基金積立金２億５０８万９０００円の

追加は、平成２７年度実質収支額から補正財源を除いた額を追加するものでござ

います。 

 １１款諸支出金におきます償還金８０４７万円の追加は、平成２７年度療養給

付費等国庫負担金などの精算に伴う返還金として追加するものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきましてご説明申し上げますので、５６

ページ、５７ページをごらんください。１款国民健康保険税における一般被保険

者国民健康保険税の医療給付費分６７万５０００円の減額、また、後期高齢者支

援金分２６万６０００円の減額、そして、介護納付金分１１６万２０００円の減

額は、制度改正による保険税軽減額が増加したことにより、国民健康保険税が減

少する見込みとなったことによるものでございます。 

 ３款国庫支出金におきます現年度療養給付費等国庫負担金１８８２万５０００

円の追加は、療養給付費等負担金の算定上、控除額となる療養給付費等交付金の

減額に伴う補助対象経費の増加によるものでございます。 

 ４款療養給付費等交付金における現年度療養給付費等交付金６２４７万９００

０円の減額は、退職被保険者の影響に係る一般被保険者医療費等への財源として

交付されている調整対象基準額分及び後期高齢者支援金分が、平成２８年度の概

算交付決定に伴いまして減少したことによるものでございます。 

 ６款県支出金におきます県財政調整交付金４７０万６０００円の追加は、療養

給付費等交付金の減額に伴う、補助対象経費の増加によるものでございます。 

 続きまして、５８ページ、５９ページをごらんください。７款共同事業交付金

における高額医療費共同事業交付金１０２８万５０００円の追加は、医療の高度

化に伴いますＣ型肝炎新薬の影響などにより、高額医療費共同事業に係る交付対

象医療費の増加に伴うものでございます。 

 ９款繰入金における保険基盤安定繰入金の保険税軽減分２１０万３０００円の

追加及び保険者支援分５１９万１０００円の追加は、制度改正に伴い保険税軽減

対象世帯が拡大されたことによるものです。財政安定化支援事業繰入金１１６万

７０００円の追加につきましては、神奈川県から繰入額が明示されたことから追

加するものでございます。 

 １０款繰越金におけるその他繰越金３億１８１４万９０００円の追加は、平成

２７年度実質収支額のうち、既決予算額を差し引いた残額を追加するものでござ

います。 

 次に、債務負担行為の補正につきましてご説明をいたしますので、５０ページ

をごらんください。平成２９年度当初から執行する施設設備維持管理等につきま
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して、平成２８年度中に契約準備事務を行うために設定するものでございます。 

○議案第１８号 平成２８年度伊勢原市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 続きまして、６９ページをごらんください。この補正予算は、繰越明許費及び

債務負担行為の補正を行うものです。 

 繰越明許費の補正につきましてご説明いたしますので、７０ページをごらんく

ださい。地元調整や工事関係機関との協議等のため、年度内の完了が困難と見込

まれる２事業につきまして、繰越明許費を設定するものでございます。 

 次に、債務負担行為の補正につきましてご説明をいたしますので、７１ページ

をごらんください。平成２９年度当初から執行する施設設備の維持管理や施設の

運営管理、燃料、原材料等の購入につきまして、平成２８年度中に契約準備事務

を行うために設定するものでございます。 

○議案第１９号 平成２８年度伊勢原市用地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 続きまして、７９ページをごらんください。この補正予算は、繰越明許費の設

定を行うものでございます。８０ページをごらんください。移転等の手続のた

め、年度内の完了が困難と見込まれることから、伊勢原駅前線事業用地取得費に

つきまして、繰越明許費を設定するものでございます。 

○議案第２０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２号） 

 続きまして、８３ページをごらんください。この補正予算は、債務負担行為の

補正を行うものでございます。８４ページをごらんください。平成２９年度当初

から執行する施設の運営管理、また、電算システム等の保守管理につきまして、

平成２８年度中に契約準備事務を行うために設定するものでございます。 

○議案第２１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 

         ２号） 

 続きまして、９１ページをごらんください。この補正予算は、歳入歳出予算及

び債務負担行為の補正を行うもので、既定の予算総額に９０６万２０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を１１億４１１３万６０００円とするものでございま

す。 

 まず、歳出予算の補正予算につきまして、１０２ページ、１０３ページをごら

んください。２款後期高齢者医療広域連合納付金における保険料等納付金９０６

万２０００円の追加は、平成２７年度の収納実績等に基づきます精算納付金を納

付するために追加するものでございます。 

 次に、歳入予算の補正内容につきまして、１００ページ、１０１ページをごら

んください。１款後期高齢者医療保険料におきます普通徴収保険料滞納繰越分１

４５万５０００円の追加は、収納率の改善に伴いまして増収が見込まれるため、

追加するものでございます。４款繰越金における前年度繰越金７６０万７０００

円の追加は、平成２７年度実質収支額のうち、既決予算額を差し引いた残額全額

を計上し、歳出における保険料等納付金の財源として追加するものでございま

す。 
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 次に、９４ページをごらんください。債務負担行為の補正につきまして、ご説

明を申し上げます。平成２９年度当初から執行する施設運営管理等につきまし

て、平成２８年度中に契約準備事務を行うために設定するものでございます。 

 議案書にお戻りいただきまして、その他の議案４議案についてご説明を申し上

げます。 

○議案第２２号 不動産（土地・建物）の譲与について 

○議案第２３号 不動産（土地）の譲与について 

 議案書の１１８ページと１２１ページをごらんいただきたいと思います。議案

第２２号及び議案第２３号につきましては、不動産の譲与につきましてでござい

ます。 

 まず、議案第２２号は下落合児童遊園の土地及び下落合自治会倉庫を下落合自

治会へ譲与することについて、また、議案第２３号は宮の根集会所の土地を串橋

自治会へ譲与することについて、地方自治法の規定により提案するものでござい

ます。 

○議案第２４号 市道の認定について 

 続きまして、１２４ページをごらんください。新たに市道として認定をしたい

と考えておりますので、道路法の規定により提案するものでございます。 

 １２５ページ、１２６ページに市道認定調書、また、１２７ページから１３１

ページまでに市道認定図を掲載しておりますので、後ほどご確認いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議案第２５号 工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について 

 続きまして、１３２ページをごらんください。平成２７年度伊勢原市公共下水

道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定について、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の規定に基

づき提案するものでございます。 

 １３３ページに変更協定の概要、また、１３４ページに変更協定、そして、１

３５ページから１３９ページには変更前の協定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。 

 以上で、３月議会定例会に提出いたしました議案につきましての説明を終了さ

せていただきます。 

 なお、任期満了に伴います副市長の選任及び伊勢原市監査委員の選任に係る人

事案件の提出を予定しております。副市長につきましては、３月３１日をもって

任期を迎えます武山副市長の選任でございます。また、監査委員につきまして

は、同じく３月３１日をもって島委員の任期が満了いたします。現在、調整を進

めているところでございますので、ご承知おきいただきますようよろしくお願い

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
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ついて、質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 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、議会側処理事項をごらんいただきたいと思います。まず、陳情の受理状

況についてでございます。陳情は１件ございます。内容は、配付いたしました

陳情文書表のとおりとなってございます。 

 次に、議員提出議案の提出についてでございます。議員提出議案第１号につ

きまして、当初議案として提出し、提案説明の後、質疑、討論、採決を行うも

のでございます。 

 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】   正副議長と協議の上、付託表の案を３セット

配付してございますので、ごらんいただきたいと思います。１枚目は、２月 

２２日分の議員提出議案第１号についてでございます。こちらにつきましては、

付託省略でございます。２枚目は、ホッチキスでとじてございます２月２８日

分の市長提出議案でございます。市長提出議案第７号から議案第２５号までの

１９件のうち、議案第７号、第８号及び第１２号は総務常任委員会に付託、そ

れ以外の１６件については付託省略、陳情は１件で、陳情第１号は総務常任委

員会に付託。３枚目でございます。３月７日分で、議案第１号から議案第６号

までの平成２９年度各会計予算について、一般会計予算は所管部分を各常任委

員会に分割付託、特別会計予算は所管の各常任委員会に付託でございます。 

 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【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。会期につきましては、
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２月２２日から３月２４日までの３１日間でございます。 

・２月２２日 本会議 提案説明 

・２月２４日 総括質疑 一般質問通告期限正午  

・２月２８日 本会議 議案審議 

・３月 ２日 総務常任委員会 午前９時３０分  

・３月 ３日 委員会 付託審査 

・３月 ７日 本会議 総括質疑 

・３月 ９日 委員会 予算審査  

      （総務常任委員会 午前９時３０分）  

・３月１３日 委員会 予算審査  

      （産業建設常任委員会 午前９時３０分）  

・３月１４日 委員会 予算審査  

      （教育福祉常任委員会 午前９時３０分）  

・３月１６日 本会議 一般質問 

・３月２１日 本会議 一般質問  

・３月２２日 本会議 一般質問  

・３月２４日 本会議 最終日  

 なお、産業建設常任委員会または教育福祉常任委員会の付託案件が出た場合に

は、再度協議をいたします。 

 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、２月  

２２日の本会議において議長からお諮りいたします。 

 ここで、私より１件、報告がございます。先ほど総務部長より説明がありまし

た「議案第７号、伊勢原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制

定について」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第２項の規

定に基づき、議会として教育委員会の意見を求め、回答文の写しを、本会議初日

に議場配付することを予定しておりますので、ご承知おきください。 

 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１０時１１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２９年２月１６日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 山 田 昌 紀  


