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議  題  １ 平成２９年９月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【舘大樹議員】  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【小沼富夫議員】  皆さん、おはようございます。夏もそろそろ終わり

でありますけれども、ことしは天候不順でありまして、皆さんにおかれては、こ

こで気持ちを切りかえていただきまして、３０日から決算議会ということになり

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 きのうの新聞だったか、おとといの新聞に、相模原市の経常収支比率が１０

０％を超えたということで。全国に９カ所しかないようであります。そういう事

態にならないように、ひとつ皆さんの知恵をこの決算でいろいろと出していただ

くことによって、予算に結びつくわけでありますので、どうぞよろしくお願い申

し上げ、簡単ですけれども、ご挨拶にかえます。よろしくお願いします。 

○委員長【舘大樹議員】  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】  皆さん、おはようございます。議長のほうからもあ

りましたけれども、８月に入って天気が悪く、東京では２１日間雨が続いたとい

うことで、またその雨が終わった後、急にまた暑さが戻ってきたということなん

ですけれども、昨日は二十四節気の一つ処暑ということで、本来であれば暑さも

落ち着く時期ということなんですけれども、またきのうも暑く、高知では３８度

ぐらいまでなったということで、きょうもあしたも暑い日がまだ続くということ

です。何とかこの厳しい残暑、体調を整えながら乗り越えていければと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、私のほうから、本日は、８月３０日水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申し上げたいと思います。 

 ９月定例会に提出いたします議案につきましては、平成２８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、そして、報

告案件が２件の合計９件でございます。 

 まず初めに、平成２８年度歳入歳出決算の認定６議案についてでございます。 

 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、全会計の決

算概要のご説明をいたしますので、４ページ、５ページをお開きください。平成

２８年度の全会計の最終予算現額は、５８２億７２０２万８６００円です。これ

は、当初予算額５５４億８２００万円に、補正予算措置により１９億８４００万

円余りを追加し、平成２７年度からの繰越事業費８億６００万円余りを加えたも

のでございます。 
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 また、全会計の収入済額は５５９億９０７７万３５５０円で、前年度と比べま

して０．７％増加いたしました。また、予算現額に対する収入率は９６．１％と

なり、前年度と比べ１．０ポイント低下しているところです。 

 続きまして、支出済額は５３８億７８６１万８６８６円で、前年度と比べまし

て０ .５％増加いたしました。また、執行率につきましては９２．５％となり、

前年度と比べ１．１ポイント低下しております。 

 これにより、収支差引額は２１億１２１５万４８６４円で、前年度と比べ６．

３％増加し、翌年度への繰越額は２０億７１８８万８５１３円で、前年度と比べ

７．６％増加となりました。 

 なお、平成２８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

配付しており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、

後ほどごらんいただきと思います。 

 それでは、各会計別にご説明いたします。９ページをごらんください。 

○議案第３７号 平成２８年度伊勢原市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 初めに歳入です。１４ページ、１５ページをごらんください。合計を記載して

ございます。収入済額は３１２億３４１０万８８６９円で、前年度と比べ１．

１％増加しております。予算現額に対する収入率は９５．１％で、前年度と比べ

１．４ポイント低下しております。 

 次に、歳出でございます。１８ページ、１９ページをごらんください。支出済

額は３０３億１９７０万９５６１円で、前年度と比べまして１．７％増加してお

ります。予算現額に対する執行率は９２．３％で、前年度と比べ０．９ポイント

低下しております。 

 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９億１４３９万９

３０８円で、前年度と比べまして１４．１％減少となりました。 

 なお、普通会計ベースの財政指標等につきましては、行政資料の中に県下１６

市普通会計決算状況調書、また、決算状況指数表などを掲載しておりますので、

後ほどごらん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いたします。２３ページをごらんくだ

さい。 

○議案第３８号 平成２８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 

 ２４ページ、２５ページをごらんください。歳入になります。収入済額は１２

７億５３０２万２３９４円で、前年度と比べまして０．３％減少しております。 

 続きまして、２８ページ、２９ページをごらんください。歳出でございます。

支出済額は１１９億９１０９万３９０３円で、前年度と比べまして２．３％減少

しております。 

 歳入歳出差引残額は７億６１９２万８４９１円で、前年度と比べ４７．１％増

加となりました。 



3 

 続きまして、３３ページをごらんください。 

○議案第３９号 平成２８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 

 ３４ページ、３５ページをごらんください。歳入になります。収入済額は４０

億４４０７万３０２８円で、前年度と比べ５．６％減少しております。 

 次に、３６ページ、３７ページをごらんください。歳出になります。支出済額

は３８億９２１６万６７０円で、前年度と比べ６．２％減少しております。 

 歳入歳出差引残額は１億５１９１万２３５８円で、前年度と比べまして１１％

増となりました。 

 続きまして、４１ページをごらんください。 

○議案第４０号 平成２８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 

 ４２ページ、４３ページをごらんください。歳入になります。収入済額は２億

２９２６万３３３７円で、前年度と比べ２万５７０４円増加しております。 

 ４４ページ、４５ページをごらんください。歳出になります。支出済額は２億

２８７３万１３８６円で、前年度と比べまして５０万６２４７円減少しておりま

す。 

 歳入歳出差引残額は５３万１９５１円で、前年度と比べまして、同じく５３万

１９５１円増加となりました。 

 続きまして、４９ページをごらんください。 

○議案第４１号 平成２８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 

 ５０ページ、５１ページをごらんください。歳入になります。収入済額は６６

億５２９万９８０５円で、前年度と比べ３．４％増加しております。 

 続きまして、５２ページ、５３ページをごらんください。歳出になります。支

出済額は６３億２５８４万３１２９円で、前年度と比べまして３．２％増加して

おります。 

 歳入歳出差引残額は２億７９４５万６６７６円で、前年度と比べまして７．

５％増加となりました。 

 続きまして、５７ページをごらんください。 

○議案第４２号 平成２８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 

 ５８ページ、５９ページをごらんください。歳入になります。収入済額は１１

億２５００万６１１７円で、前年度と比べ１０．０％増加しております。 

 次に、６０ページ、６１ページをごらんください。歳出でございます。支出済

額は１１億２１０８万３７円で、前年度と比べ１０．４％増加しております。 

 歳入歳出差引残額は３９２万６０８０円で、前年度と比べまして４８．４％減

少となりました。 
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 以上、平成２８年度歳入歳出決算の認定６議案につきましては、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、条例の制定１議案についてでございます。 

 恐れ入りますけれども、議案書の１ページをごらんください。 

○議案第４３号 伊勢原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数 

        を定める条例の制定について 

 農業委員会等に関する法律の一部改正に伴いまして、伊勢原市農業委員会の委

員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数並びに報酬等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ページ及び３ページに新規条例案、そして４ページ及び５ページに非常勤特

別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表を掲載しておりますので、

恐れ入りますけれども、ご確認いただけるようお願い申し上げます。 

 次に、報告案件２件についてでございます。先ほどのブルーの決算書にお戻り

いただきまして、６５ページをごらんください。 

○報告第１４号 平成２８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 

 平成２７年度及び平成２８年度の２カ年の継続費予算を設定し、事業実施いた

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、ご確認くださるようお願いいたします。 

 恐縮ですけれども、議案書の６ページをごらんください。報告の２件目になり

ます。 

○報告第１５号 平成２８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 

 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、平成２８年度決算に

基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、報告するものでございま

す。 

 ７ページをごらんください。健全化判断比率につきましては、実質赤字比率、

連結実質赤字比率ともに赤字が生じていないため、横棒で表示してございます。

実質公債費比率は６．３％、将来負担比率は８７．４％となりました。また、資

金不足比率につきましては、赤字額が生じていないため、横棒で表示しておりま

す。 

 以上で、９月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でございます。 
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 平成２５年１０月１日からご活躍いただいております、教育委員の永井武義氏

の任期が、平成２９年９月３０日をもって満了となりますことから、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【舘大樹議員】  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。（「ありません」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いたします。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（８月２４日）をごらんください。陳情が２件提出されてお

ります。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【舘大樹議員】  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。 

 １枚目は９月５日分で、市長提出議案の議案第４３号については、産業建設常

任委員会に付託、陳情第５号及び第６号は、教育福祉常任委員会に付託でござい

ます。 

 ２枚目は、９月１３日分です。議案第３７号から議案第４２号までの平成２８

年度各会計決算の認定についての６件、一般会計決算は、所管部分を各常任委員

会に分割付託、特別会計決算については、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【舘大樹議員】  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。（「ありません」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【舘大樹議員】  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】  会期の決定については、過日原案をお示し、ご



6 

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。会期は、８月３０日から 

１０月２日までの３４日間でございます。 

・８月３０日 本会議 提案説明等 

・９月 １日 総括質疑及び一般質問通告期限正午 

・９月 ５日 本会議 議案審議 

・９月 ７日 産業建設常任委員会 午前９時３０分 

       教育福祉常任委員会 午後１時３０分 

・９月 ８日 委員会 付託審査 

・９月１３日 本会議 総括質疑 

・９月１９日 委員会 決算審査 

      （総務常任委員会 午前９時３０分） 

・９月２０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２１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 本会議 一般質問 

・９月２６日 本会議 一般質問 

・９月２８日 本会議 一般質問 

・１０月２日 本会議 最終日 

 なお、総務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

願いすることにいたします。 

 以上でございます。 

○委員長【舘大樹議員】  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【舘大樹議員】  ご異議ありませんので、配付した内容で、８月３０

日、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。（「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９時４９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８月２４日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 舘 大樹 


