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議  題  １ 平成３０年３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】  それでは、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。着座のままご挨拶を

させていただきます。３月定例会、いよいよ始まりました。ぜひ、今、インフル

エンザが非常に猛威を振るっておりますけれども、体には十分に注意されまして、

議案等が非常に多い定例会となっておりますので、ぜひしっかりとした議論がで

きるように、万全を期していただきたいと思います。そしてまた、きょうちょっ

と、朝、駅に立つ機会がありまして、きょうは県立高校の受験の日だそうです。

入試だそうです。彼ら、彼女らの顔を見たときに、非常に前途洋々に試験に向か

っていく姿を見たときに、我々がこの子たちのために将来のまちづくりをしっか

りしていかなきゃいけないという思いをしたところであります。ちょっと格好い

い挨拶をいたしまして恐縮ではございますけれども、ひとつこの３月定例会、皆

さんのお力添えの中でしっかりと進めてまいりますので、どうぞご協力のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○委員長【舘大樹議員】  ありがとうございました。 

 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。議長の格好いい挨拶の後で、

話しにくいんですが。天気予報では、きょうあしたと若干暖かいという話ですけ

れども、立春を過ぎて、毎日寒い日が続いております。寒い日が続くと、やはり

先ほど議長もおっしゃっていたとおり、インフルエンザがはやるということで、

議員の中にもインフルエンザにかかった方もいらっしゃいますけれども、市の職

員、最近、ここに来て、若干インフルエンザにかかっている職員も多くなってき

ました。特に、Ａ型、Ｂ型があるんですけれども、Ｂ型のほうが、今、多くなっ

ているような状況でございます。暖かい春が待ち遠しい毎日となっております。

話を終わらせていただきます。 

 着座で説明をさせていただきます。今回ちょっとボリュームがございますので、

４０分弱かかると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、順次説明させていただきます。本日は、２月２１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等につきましてご説明申し上げ

ます。３月定例会に提出いたします議案等は、平成３０年度予算議案が６件、条

例の制定議案が２件、条例の一部改正議案が１２件、補正予算議案が５件、その

他の議案が３件、報告案件が３件の合計３１件でございます。 
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 まず、平成３０年度予算６議案につきましてご説明申し上げますので、平成  

３０年度予算及び予算説明書でご説明申し上げます。なお、予算の詳しい内容に

つきましては、この後、企画部のほうから、ご説明させていただきますので、省

略いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、予算書の１ページをお開きください。平成３０年度予算案

は 、 一 般 会 計 の 予 算 規 模 が ３ ２ ０ 億 ４ ７ ０ ０ 万 円 で 、 前 年 度 と 比 べ て 、    

１．６％、５億１４００万円増となり、過去最大となりました。一方、５つの特

別会計を合わせました全会計の予算規模は５５３億３６００万円で、前年度と比

べて、マイナス１．１％、５億９３００万円減となりました。 

○議案第１号 平成３０年度伊勢原市一般会計予算 

 続きまして、７ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、それぞれ３

２０億４７００万円と定め、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。 

○議案第２号 平成３０年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算 

 続きまして、２２７ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、それぞ

れ１０３億１７００万円と定め、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、前年度と比べまして、１８億９１００万円、１５．５％減

といたしております。 

○議案第３号 平成３０年度伊勢原市下水道事業特別会計予算 

 続きまして、２７５ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、それぞ

れ４９億３００万円と定め、また、継続費、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、前年度と比べまして、４億３６００万円、９．８％増とい

たしております。 

○議案第４号 平成３０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、それぞ

れ２００万円と定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、前年度と比べて、１００万円、１００％増といたしており

ます。 

○議案第５号 平成３０年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算 

 次に、３３１ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、それぞれ６８

億２４００万円と定め、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、前年度と比べて、２億８７００万円、４．４％増としてお

ります。 

○議案第６号 平成３０年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 次に、３６９ページをごらんください。歳入歳出予算の総額を、それぞれ１２
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億４３００万円と定めるものでございます。 

 なお、予算規模は、前年度と比べて、６０００万円、５．１％増としておりま

す。 

 以上が、平成３０年度予算６議案でございます。 

 次に、条例の制定２議案についてご説明いたしますので、恐れ入りますけれど

も、議案書をご準備ください。 

○議案第７号 伊勢原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

       等を定める条例の制定について 

 議案書の２ページをごらんください。介護保険法の一部改正により、本市にお

ける指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を条例で定める必

要が生じたため、提案するものでございます。 

 ３ページから２２ページまでに条例案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８号 伊勢原市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する 

       条例の制定について 

 続きまして、２３ページをごらんください。生産緑地法第３条２項の規定に基

づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるため、提案するものでご

ざいます。 

 ２４ページに条例案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、条例の一部改正１２議案につきましてご説明いたします。それぞれ提案

理由の後に改正条例案と新旧対照表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９号 伊勢原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 初めに２５ページをごらんください。個人情報の保護に関する法律、行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律及び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の一部改正に伴う所要の改正を行うととも

に、伊勢原市個人情報保護審査会と伊勢原市個人情報保護審議会を統合するた

め、提案するものでございます。 

 ２６ページから３３ページまでに改正条例案、３４ページから５４ページまで

に新旧対照表を掲載しております。 

○議案第１０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 

 次に、５５ページをごらんください。人事院勧告に基づく国家公務員の給与改

定等を踏まえ、本市職員及び特別職員等の給与を改定し、並びに社会経済情勢を

考慮し、特別職員の減額措置を講ずるとともに、地方公務員法の改正に伴い必要

な措置を講ずるため、提案するものでございます。 
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 ５６ページから６７ページまでに改正条例案、そして、６８ページから８３ペ

ージまでに新旧対照表を掲載してございます。 

○議案第１１号 伊勢原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

        について 

 次に、８４ページをごらんください。児童福祉法の一部改正に伴う所要の改正

を行うとともに、職員の育児と仕事の両立の推進に当たり必要な措置を講ずるた

め、提案するものでございます。 

 ８５ページに改正条例案、そして、８６ページから８８ページまでに新旧対照

表を掲載してございます。 

○議案第１２号 いせはら市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例 

        について 

 続きまして、８９ページをごらんください。いせはら市民活動サポートセンタ

ーの休館日及び開館時間を変更し、施設の効率的な運営を図るため、提案するも

のでございます。 

 ９０ページに改正条例案、９１ページに新旧対照表を掲載してございます。 

○議案第１３号 伊勢原市ごみ処理等の適正化及びポイ捨て等の防止に関する条 

        例の一部を改正する条例について 

 ９２ページをごらんください。秦野市伊勢原市環境衛生組合におけるごみ処理

手数料の改正に伴い、本市の一般廃棄物処理手数料を改正するとともに、一般廃

棄物収集運搬業等の許可申請手数料等を改正したいので、提案するものでござい

ます。 

 ９３ページに改正条例案、９４ページ、９５ページに新旧対照表を掲載してご

ざいます。 

○議案第１４号 伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 次に、９６ページをごらんください。平成３０年度から平成３２年度までの３

年間の介護保険料の額の設定、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律の施行等に伴い、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。 

 ９７ページから９９ページまでに改正条例案、１００ページから１０５ページ

に新旧対照表を掲載してございます。 

○議案第１５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等の一部を改正する条例について 

 次に、１０６ページをごらんください。指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、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。 

 １０７ページから１１７ページまでに改正条例案、そして、１１８ページから

１６８ページに新旧対照表を掲載してございます。 
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○議案第１６号 伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 次に、１６９ページをごらんください。平成３０年度から都道府県が市町村と

共同で国民健康保険を運営することなどに伴い、市が設置する国民健康保険運営

協議会の明確化など、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。 

 １７０ページに改正条例案、１７１ページ、１７２ページに新旧対照表を掲載

してございます。 

○議案第１７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、１７３ページをごらんください。平成３０年度から都道府県が国民健康

保険の財政運営の責任主体となることなどに伴い、国民健康保険税の賦課目的、

賦課方式及び保険税率等について、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。 

 １７４ページから１７６ページまでに改正条例案、そして、１７７ページから

１８５ページまでに新旧対照表を掲載してございます。 

○議案第１８号 伊勢原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に 

        ついて 

 次に、１８６ページをごらんください。高齢者の医療の確保に関する法律の一

部改正に伴い、本市が保険料を徴収する被保険者を追加するため、提案するもの

でございます。 

 １８７ページに改正条例案、そして、１８８ページ、１８９ページに新旧対照

表を掲載してございます。 

○議案第１９号 伊勢原市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 １９０ページをごらんください。都市公園法施行令の改正に伴い、都市公園に

設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園敷地面積に対する割合の上限に

ついて、条例で定める必要が生じましたため、提案するものでございます。 

 １９１ページに改正条例案、１９２ページに新旧対照表を掲載してございま

す。 

○議案第２０号 伊勢原市手数料条例の一部を改正する条例について 

 次に、１９３ページをごらんください。地方公共団体の手数料の標準に関する

政令が一部改正され、消防法に基づく、製造所等の設置許可、完成検査前検査及

び保安検査に関する事務等に係る標準手数料が引き上げられたことに伴い、本市

の手数料につい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。 

 １９４ページから２１４ページまでに改正条例案、２１５ページから２４６ペ

ージに新旧対照表を掲載してございます。 

 条例の改正等は、以上でございます。 

 次に、補正予算５議案でございます。恐れ入りますけれども、クリーム色の補

正予算の説明書をごらんいただきたいと思います。 
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○議案第２１号 平成２９年度伊勢原市一般会計補正予算（第４号） 

 そして、３ページをごらんいただきたいと思います。この補正予算は、歳入歳

出予算、繰越明許費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１

億１８７９万６０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３２４億６５９１万４

０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正内容は、事務事業の執行に当たり必要となった扶助費の追

加、人件費の補正、平成２８年の決算に基づく精算及び歳入の整理の４点でござ

います。 

 初めに、歳出予算の補正につきましてご説明いたします。各会計の共通とし

て、職員人件費の補正につきましては、平成２９年８月の人事院勧告や神奈川県

の人事委員会勧告、また、近隣各市の状況を踏まえた上で、本市の給与条例を改

正することに伴うものでございます。また、これにあわせて、育児休業者及び休

職者の整理等を１２月補正後の状況に基づき、再度行うものでございます。 

 それでは、２２ページ、２３ページをごらんください。１款議会費における議

員手当１１１万４０００円の追加は、職員給与費について、人事院勧告等に基づ

く対応を図ることに伴い、所要の調整を行うものでございます。２款総務費にお

ける財政調整基金積立金２億５７３４万２０００円の追加は、今回の歳入歳出予

算の補正に伴い生じ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４５１３万５０００円の追加は、平成２８年度決算等に基づき、

生活保護及び環境対策関連の国庫支出金を精算するものでございます。 

 次に、２４ページ、２５ページをごらんください。３款民生費における国民健

康保険事業特別会計繰出金２億１９７２万７０００円の減額は、特別会計におけ

る職員人件費の補正に伴い、２７万３０００円を追加するとともに、平成２８年

度決算に基づく精算により、２億２０００万円減額することによるものでござい

ます。 

 ２６ページ、２７ページをごらんください。介護保険事業特別会計繰出金２５

万１０００円の追加及び後期高齢者医療事業特別会計繰出金１４万３０００円の

追加は、いずれも特別会計における職員人件費の補正に伴うものでございます。

障害児通所支援事業費１３５０万３０００円の追加は、児童発達支援に係るサー

ビス利用量の増に伴うものでございます。 

 次に、３０ページ、３１ページをごらんください。７款土木費における下水道

事業特別会計繰出金１１３万６０００円の追加は、特別会計における職員人件費

の補正に伴うものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきましてご説明いたしますので、１８ペ

ージ、１９ページにお戻りください。１款市税における個人市民税、現年課税分

６４００万円の追加、法人市民税、現年課税分５億３５００万円の追加、固定資

産税、現年課税分６３００万円の追加、都市計画税、現年課税分５００万円の追

加は、決算見込みに基づき追加するものでございます。 



7 

 １４款国庫支出金における障害児通所支援給付費負担金６７５万１０００円の

追加及び１５款県支出金における障害児通所支援給付費負担金３３７万６０００

円の追加は、それぞれ障害児通所支援事業費追加の財源でございます。 

 次に、２０ページ、２１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５億５８３３万１０００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。 

 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。土地改良団体事業負担金など６事業について、年度内の完了が困難と見込ま

れるため、設定するものでございます。繰越明許費の総額は、２億３２９万円で

ございます。 

 次に、債務負担行為の補正についてご説明いたします。１１ページをごらんく

ださい。平成３０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２９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。 

○議案第２２号 平成２９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、５３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３億２１５０万１０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２５億４０８１万３０００円とするもので

ございます。 

 初めに、歳出予算の補正内容につきまして、６６ページ、６７ページをごらん

ください。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及び保険財政

共同安定化事業拠出金の財源内訳の変更は、高額医療費共同事業交付金の減額に

伴うものでございます。 

 ９款基金積立金における国民健康保険療養給付費等支払調整基金積立金２億２

２４６万３０００円の追加は、平成２８年度実質収支額から補正財源等を除いた

額を追加するものでございます。 

 次に、６８ページ、６９ページをごらんください。 

 １１款諸支出金における償還金９８７６万５０００円の追加は、平成２８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。 

 次に、歳入予算の補正内容につきまして、６４ページ、６５ページにお戻りく

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４２９０万円の

減額及び保険財政共同安定化事業交付金１億３７８０万円の減額は、高額な医療

費が減少したことによるものでございます。 

 ９款繰入金におけるその他繰入金２億２０００万円の減は、平成２８年度のそ

の他繰入金の精算を行うものでございます。 
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 １０款繰越金におけるその他繰越金７億２１９２万８０００円の追加は、平成

２８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いたしますので、５８ページを

ごらんください。平成３０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２９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２３号 平成２９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、７７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１１３万６

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４４億４８６５万２０００円とするも

のでございます。 

 まず、歳出予算の補正内容につきまして、９０ページ、９１ページをごらんく

ださい。１款総務費における補正は、職員人件費の補正でございます。 

 次に、歳入予算の補正内容につきまして、８８ページ、８９ページにお戻りく

ださい。４款繰入金における一般会計繰入金１１３万６０００円の追加は、歳出

の職員人件費の増額に伴うものでございます。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたしますので、８０ページをごらんくださ

い。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。繰越明許費の総額は、３

億１２００万円でございます。 

 次に、債務負担行為の補正につきましてご説明いたします。８１ページをごら

んください。平成３０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２９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２４号 平成２９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、９９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

び債務負担行為等の補正を行うもので、既定の予算総額に２５万１０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を６８億２２６８万３０００円とするものでございま

す。 

 まず、歳出予算の補正内容につきまして説明いたしますので、１１０ページ、

１１１ページをごらんください。１款総務費における補正は、職員人件費の補正

です。 

 次に、歳入予算の補正内容につきまして、１０８ページ、１０９ページをごら

んください。６款繰入金における一般会計繰入金２５万１０００円の追加は、歳

出の職員人件費の増額に伴うものでございます。 

 次に、債務負担行為の補正につきまして、１０２ページをごらんください。平

成３０年度当初から執行する施設の運営管理、システム等の保守管理につきまし

て、平成２９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。  
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○議案第２５号 平成２９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） 

 次に、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１８１８万８０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１２億１１８万８０００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説明いたしますので、１３０ページ、１３１

ページをごらんください。１款総務費における補正は、職員人件費の補正でござ

います。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１８０４万

５０００円の追加は、平成２８年度の収納実績等に基づく精算納付金を納付する

ための追加でございます。 

 次に、歳入予算の補正内容につきまして、１２８ページ、１２９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ける特別徴収保険料１４１２万円の

追加は、保険料賦課総額算定時に見込んでいました賦課限度超過見込額が下回っ

たことなどにより、増収が見込まれるため、追加するものでございます。 

 ２款繰入金における事務費繰入金１４万３０００円の追加は、歳出の職員人件

費の増加に伴うものでございます。 

 ４款繰越金における前年度繰越金３９２万５０００円の追加は、平成２８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。 

 次に、債務負担行為の補正につきましてご説明いたしますので、１２２ページ

をごらんください。平成３０年度当初から執行する施設運営管理費等につきまし

て、平成２９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。  

 次に、議案書を再度ごらんいただきたいと思います。その他の議案３議案でご

ざいます。 

○議案第２６号 市道の廃止について 

  ２４７ページをごらんください。市道を廃止したいので、道路法の規定によ

り提案するものでございます。 

 ２４８ページ、２４９ページに市道廃止調書、また、２５０ページ、２５１ペ

ージに市道廃止図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２７号 市道の認定について 

 次に、２５２ページをごらんください。新たに市道を認定したいので、道路法

の規定により提案するものでございます。 

 ２５３ページ、２５４ページに市道認定調書、２５５ページから２６１ページ

にかけては市道認定図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。 

○議案第２８号 伊勢原市農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに 

        準ずる者の割合を４分の１以上とすることについて 
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 そして、２６２ページをごらんください。農業委員会等に関する法律及び農業

委員会等に関する法律施行規則の規定により提案するものでございます。 

 続きまして、報告案件３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１号 専決処分の報告について（伊勢原市小児医療費の助成に関する条 

       例及び伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部 

       を改正する条例） 

 まず１件目です。２６３ページをごらんください。所得税法の一部改正に伴

い、条例中に引用する条項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。 

 ２６４ページに専決処分書、２６５ページに改正条例、２６６ページと２６７

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。 

○報告第２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） 

 次に、２６８ページをごらんください。事故の概要は、２６９ページをごらん

ください。昨年１１月２８日に発生した公用車運転中における車両損傷事故に係

るものでございます。子ども部の職員が、川崎市内の駐車場において公用車を後

退して駐車区画に入庫するため、切り返しを行った際に、前方に駐車してあった

相手方車両に接触し、損傷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、市側の過失が１００％であり、相手方車両修

理費として、本市賠償額は１７万１０３４円となります。なお、本市賠償額につ

きましては、任意保険により補塡されます。 

○報告第３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） 

 ２７０ページをごらんください。事故の概要は、２７１ページをごらんくださ

い。昨年１０月７日に発生した道路の管理瑕疵による車両事故に係るものでござ

います。小田原厚木道路側道アンダーパスの中におきまして、相手方車両が、た

まった水に水没し、走行不能となったことから、専決処分をしたものでございま

す。本市と相手方との過失割合は、市側の過失が３０％、相手側の過失が７０％

であり、相手方車両全損に係る本市賠償額は４０万円となります。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されます。 

 以上で、３月議会定例会に提出いたしました議案等につきましての説明を終了

させていただきます。 

 なお、伊勢原市農業委員会の委員の任命に係る人事案件の提出を予定しており

ます。現在、調整を進めているところでございますので、ご承知おき願います。 

 ３月定例会の市長提出議案等につきましては、以上でございますけれども、１

点、私のほうからご報告させていただきたいんですけれども、元号の記載に係る

当面の取り扱いについてでございます。ご存じのとおり、平成３１年４月３０日
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に天皇陛下が退位され、改元が行われることとなります。新しい元号につきまし

ては、今年発表される予定となっておりますけれども、それまでの間、本市で作

成する文書等につきましては、２０１９年５月１日以降の日付の表記を、従来ど

おり平成で表記させていただきますので、ご承知願いたいと思います。 

 以上で、説明を終わります。 

○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。（「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ください。項番１、陳情の受理状況についてで

ございます。陳情は１件です。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【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いたします。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２６

日分の市長提出議案第７号から議案第２８号までの２２件のうち、議案第８号

は産業建設常任委員会に付託、議案第７号、第１４号、第１６号及び第１７号

は、教育福祉常任委員会に付託、それ以外の１７件については付託省略。陳情

は１件で、陳情第１号は教育福祉常任委員会に付託でございます。２枚目は、

３月６日分でございます。議案第１号から議案第６号までの平成３０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【舘大樹議員】   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【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、
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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、２

月２１日から３月２３日までの３１日間でございます。 

・２月２１日 本会議 提案説明 

・２月２３日 総括質疑 一般質問通告期限正午  

・２月２６日 本会議 議案審議 

・２月２８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  

・３月 ２日 委員会 付託審査 

・３月 ６日 本会議 総括質疑 

・３月 ８日 委員会 予算審査  

      （総務常任委員会 午前９時３０分）  

・３月１２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１３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１５日 本会議 一般質問 

・３月１６日 本会議 一般質問  

・３月１９日 本会議 一般質問  

・３月２３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は、再度ご協議いたします。 

 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、２月２１

日の本会議において議長からお諮りいたします。 

 次に、秦野市伊勢原市環境衛生組合議会議員の補欠選挙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】  横田典之議員のご逝去に伴い、秦野市伊勢原市

環境衛生組合議会における伊勢原市選出議員に１名の欠員が生じることとなりま

した。同組合規約第８条において、組合議員に欠員を生じたときは、２カ月以内

に補欠の議員を選挙しなければならないとあることから、３月定例会初日であり

ます２月２１日に、同組合補欠選挙を行うものです。会派代表者会議でご協議い

ただいた結果、配付いたしました候補者名簿のとおり報告がされております。議

会における選挙の方法については、投票と指名推選の２通りございますが、今回、
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候補者が１名とされていることから、指名推選による選挙とし、議長から指名し、

可否をお諮りするものです。なお、指名推選による選挙は、議員から異議が出た

段階で、直ちに投票による選挙となりますことをご承知おき願います。 

 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。秦野市伊勢

原市環境衛生組合議会議員の補欠選挙については、ただいま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、ただいまのとおり決定いた

します。 

 次に、弔意の表明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】  現職議員死去後最初の議会においては、追悼演

説の前に黙禱を行うのが例でございます。会派代表者会議でご協議いただいた結

果、３月定例会における横田典之議員への弔意の表明につきましては、１点目と

して、３月定例会初日の諸報告の中で、黙禱及び相馬副議長によります追悼演説

を行うものでございます。なお、追悼演説の後、ご遺族のご心情を鑑みて、１０

分から１５分程度の短い休憩を挟んでから日程に戻るものでございます。２点目

として、死去された議員の議席には生花を捧げるのが例のため、定例会初日、横

田議員の議席にフラワーアレンジメントを設置するものでございます。最後に３

点目として、横田典之議員の議員出退表示盤及び議席の氏名標についてでござい

ますが、定例会初日は出退表示盤の電気を点灯させ、議席の氏名標を立てること

とし、出退表示盤及び議席の氏名標は３月定例会最終日まで取り外しはしないこ

ととするものでございます。 

 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。３月定例

会における横田典之議員への弔意の表明については、ただいまのとおり決定する

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、ただいまのとおり決定いた

します。 

 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。 
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午前１０時１５分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  平成３０年２月１４日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 舘  大 樹  


