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議  題  １ 平成２９年６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。 

 まず初めに、委員長を務めさせていただきます、舘でございます。２年間どう

ぞよろしくお願いいたします。皆様の円滑な進行へのご協力、よろしくお願いい

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。改選後初の定例議会

が始まろうとしています。今、ご挨拶ありましたように、舘委員長のもとで、２

年間このメンバーでやっていただきますので、議会運営委員会は初めての方もい

らっしゃるかと存じますけれども、活発な議論をしていただいて臨んでいただけ

ればなと思っています。それと、まだ正式には正副委員長と相談していませんが、

議会改革もやはり担っていただくようになろうかと思いますので、そちらのほう

もよろしくお願いします。 

 それで、きのう告示となりましたので、早速、一般質問も４人提出済みであり

ます。こちらのほうも早目の決定をしていただいて、慎重に担当者と調整をしっ

かりとしていただいて、深堀りの議論を一般質問でやっていただきたいな、そん

なように思っています。あとは、視察の件ですけれども、視察も、総務常任委員

会はもう決定いたしました。ほかの２委員会も早目に決定していただいて、調整

のほどをお願いしたいと思います。あとは、まち検等々の話もあろうかと思いま

す。大変忙しいかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○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。一昨日はチャレンジ

デー、議員の皆様にも本当にご協力いただきまして、ありがとうございました。

４回目の挑戦ということで、初勝利を上げたということで、今までは参加するこ

とに意義があると思っていたんですけれども、やはり４回目にして初めて勝てて、

勝った味というのはやっぱりちょっと違うのかなということでございます。率も

予想より、６０％どころか７５．８％ということで、市民の皆さんも、４回目と

いうことで浸透してきているのかなと思っております。１年を通じて、その日だ

けじゃなくて、運動できる機会として、皆さんにもやっていただければと思って

おりますので、本当にありがとうございました。 

 また、この議会運営委員会に際しましては、私のほうで議会の前に調整させて

いただいて、議案の提案につきまして、内容を説明させていただきますので、ど
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うぞよろしくお願いいたします。 

 じゃ、着座にてご説明させていただきます。それでは、本日は、６月８日木曜

日に招集いたします、伊勢原市議会６月定例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。６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２件、補正予算議案が２件、その他の議案が１件、報告案件が５件の合計 

１０件でございます。 

 初めに、条例の一部改正２議案についてご説明申し上げます。 

○議案第３１号 伊勢原市税条例の一部を改正する条例について 

 議案書の１ページをごらんください。地方税法等の一部改正に伴い、上場株式

等の配当所得等に係る個人市民税の課税方式の選択、固定資産税に係るわがまち

特例措置の適用固定資産の追加、軽自動車税のグリーン化特例の延長などに関し

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。 

 ２ページから１４ページまでに改正条例案、そして、１５ページから４５ペー

ジまでに新旧対照表、４６ページから５０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申し上げます。 

○議案第３２号 伊勢原市営駐車場設置条例の一部を改正する条例について 

 次に、５１ページをごらんください。伊勢原市営大山第一駐車場及び第二駐車

場における駐車車両の種類を明確化することを目的に、駐車車両の定義を道路交

通法から道路運送車両法に規定する自動車の種類に変更するため、提案するもの

でございます。 

 ５２ページ、５３ページに改正条例案、そして、５４ページから５７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。 

○議案第３３号 平成２９年度伊勢原市一般会計補正予算（第１号） 

 こちらのクリーム色の表紙の補正予算及び予算説明書の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１８８２万８０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を３１５億５１８２万８０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正につきましてご説明いたしますので、１８ページ、

１９ページをごらんください。２款総務費における自治会振興費５８０万円の追

加は、新たに採択されました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事業助成金を活用し、自治会が行う地域活動及びイ

ベント用備品の整備に対して支援するためのものでございます。 

 ３款民生費における地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費１８７万３００

０円の計上は、新たに採択された県補助金を活用し、民間高齢者施設が行う防犯

カメラの設置などの防犯対策の強化に対して支援するためのものでございます。 



3 

 ７款土木費における公園維持管理費２８０万円の追加は、新たに採択されまし

たコミュニティ助成事業助成金を活用し、総合運動公園におけるバリアフリー対

策の充実を図るため、外階段の一部に手すりを設置する工事を行うため追加する

ものでございます。 

 ９款、２つございます。教育費における小学校費及び中学校費の要保護準要保

護児童就学援助費２３６万８０００円及び要保護準要保護生徒就学援助費５９８

万７０００円の追加は、小学校及び中学校新入学時の学用品費援助額を増額する

とともに、これまで入学後に行ってまいりました小学校新入学時の学用品費援助

について、小学校入学前の支給を開始するものでございます。あわせまして、現

在、小学校費に計上しております中学校入学前支給に係る経費を中学校費として

整理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いたしますので、ちょっとお

戻りいただきまして、１６ページ、１７ページをごらんください。１５款県支出

金における地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金１８７万３０００円の計上

は、歳出におきます地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費の追加の財源とし

て計上するものでございます。 

 １８款繰入金における財政調整基金繰入金８３５万５０００円の追加は、今回

の補正により生じます一般財源の不足額を補うためのものでございます。 

 一番下の２０款諸収入における総務費雑入５８０万円及び土木費雑入２８０万

円の計上は、新たに採択されましたコミュニティ助成事業助成金を自治会振興費

及び公園維持管理費の追加の財源としてそれぞれ計上するものでございます。 

○議案第３４号 平成２９年度伊勢原市用地取得事業特別会計補正予算（第１ 

        号） 

 次に、２３ページをごらんください。この補正予算は、歳入歳出予算及び地方

債の補正を行うもので、既定の予算総額に２億４９１０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を２億５０１０万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いたします。歳出予算の

補正内容からご説明いたしますので、３４ページ、３５ページをごらんくださ

い。３款公共用地先行取得等事業費における伊勢原駅前線整備事業用地取得費２

億４９１３万８０００円の計上は、土地所有権者から早期の買い取りの申し出を

受け、用地取得費を計上するものでございます。 

 次に、歳入予算の補正内容をご説明いたしますので、３２ページ、３３ページ

をごらんください。２款市債における公共用地先行取得等事業債２億４９１０万

円の追加は、伊勢原駅前線整備事業用地取得費として追加するものでございま

す。なお、歳出の補正額２億４９１３万８千円と、歳入の補正額２億４９１０万

円の差額３万８０００円につきましては、歳出におきまして、第２款予備費から

３万８０００円を減額し、補正額合計を２億４９１０万円とし、歳出予算の総額

を２億５０１０万円としております。 
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 次に、地方債の補正につきましてご説明いたしますので、２６ページをごらん

ください。市債の補正に伴いまして、起債の限度額を追加するもので、公共用地

先行取得等事業費の限度額を追加するものでございます。 

 以上が、補正予算２議案についての説明でございます。 

 続きまして、その他の議案１議案について説明いたしますので、恐縮でござい

ますけれども、議案書にお戻りいただきたいと思います。 

○議案第３５号 物件供給契約の締結について 

 議案書の５８ページをお開きください。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。 

 ５９ページに契約内容、そして、６０ページに物件供給契約締結状況、さらに

６１ページには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。 

 次に、報告案件５件についてご説明いたします。 

○報告第６号 平成２８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 

 ６２ページをごらんください。地方自治法第２１３条第１項の規定により、平

成２９年度に予算を繰り越しました平成２８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ござ

います。６３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７号 平成２８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 

 次に、６４ページをごらんください。同じく平成２８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、報告するものでございます。６５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８号 平成２８年度伊勢原市用地取得事業特別会計繰越明許費繰越計算 

       書の報告について 

 次に、６６ページをごらんください。同じく平成２８年度用地取得事業特別会

計予算に係る繰越明許費について、報告するものでございます。こちらも６７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２件でございます。 

○報告第９号 専決処分の報告について 

 初めに、６８ページ、６９ページをごらんください。本年３月１０日に発生し

た道路の管理瑕疵による事故に係るものでございます。市道の路肩にくぼみが生

じていたため、走行中の相手方車両が脱輪し、タイヤを損傷したものでございま
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す。 

 本市と相手方との過失割合は、市側過失が２５％、相手方過失が７５％であ

り、本市賠償額としましては４３４７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１０号 専決処分の報告について 

 続きまして、７０ページ、７１ページをごらんください。本年２月２７日に発

生した公用車による物損事故に係るものでございます。土木部職員が、現場にお

いて公用車を駐車するため後退した際、相手方宅地内の郵便受けと公用車の後部

が接触し、郵便受け及びその支柱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、市側過失１００％であります。本市賠償額は、

３３万４３８９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自

動車事故の損害賠償に係る任意保険により補塡されます。 

 以上で、６月議会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、追加議案といたしまして、人権擁護委員候補者の推薦に係る人事案件１

件、そして、伊勢原市土地開発公社等の平成２８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。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○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】   議会側処理事項をごらんください。陳情が３

件提出されております。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、付託表の案を配付し

てありますので、ごらんください。市長提出の議案５件については、いずれも

付託省略。陳情は３件で、陳情第２号は教育福祉常任委員会、第３号は産業建

設常任委員会、第４号は総務常任委員会にそれぞれ付託いたします。 

 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。 
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          （「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を作成し、お配りし

てありますので、ごらんください。会期は、６月８日から２８日までの２１日間。  

・６月 ８日 本会議 提案説明 

・６月 ９日 一般質問通告期限正午  

・６月１３日 本会議 議案審議 

・６月１６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１９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２２日 本会議 一般質問 

・６月２３日 本会議 一般質問  

・６月２６日 本会議 一般質問  

・６月２８日 本会議 最終日  

 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、６月８日

の本会議において、議長からお諮りします。 

 本日予定した案件は以上でありますが、そのほか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、本日の議会運営委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６月２日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 舘  大 樹 


