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議  題  １ 平成３０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】  おはようございます。ことしの夏は大変猛暑であり

まして、そしてまた、盆踊り等が終了したかと思います。これから９月定例会が

始まるわけでありますけれども、今月は公共施設の有料化、そしてまた決算議会

ということで、非常に忙しい議会になるかと思います。３８日間、ぜひ伊勢原か

ら出ないように、いつでも議会が開けるような体制を本当にとっていっていただ

きたいなと。休会中でも委員会を開催するなどという運びになる可能性もありま

すので、そういうことで、気を引き締めて頑張ってほしいと思います。 

 以上です。 

○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】  おはようございます。今、議長からお話しいただい

たように、ことしの夏は猛暑と、また台風と、どちらかという感じで、通年の夏

休みとは随分違うような感じがしています。台風も、きょう２０号が本土に上陸

するということで、市のほうとしても、また５部体制でしっかり体制を整えよう

という形で行おうと思います。 

 台風も、ことしはもう、２０号ということで、過去１０年間ですと、大体８月

いっぱいで１３個ぐらいらしいんですね。ことしは、それを見ても、かなりな回

数で発生している。この後、９月から１２月、４カ月間で、平均すると、過去１

０年間で１１個ぐらい発生しているそうです。ですから、ことしはもう２０です

ので、３０は超えるというような台風の発生になってしまうのかと。そういうこ

とで、私たち職員も台風の対策として、身を引き締めてかかろうかと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、８月２９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ます。 

 ９月定例会に提出いたします議案としましては、平成２９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、条例の廃止議案が１件、条例の制定議

案が３件、条例の一部改正議案が６件、その他の議案が１件、報告案件が３件、

合計２０件となってございます。 

 それでは、初めに、平成２９年度歳入歳出決算の認定６議案についてでござい

ます。決算書をごらんいただきたいと思います。 
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 ４ページ、５ページをお開きいただきたいと思います。平成２９年度の全会計

の最終予算現額は、５８９億６６９８万１３５１円です。これは、当初予算額５

５９億２９００万円に、補正予算及び平成２８年度からの繰越事業費を加えたも

のでございます。 

 全会計の収入済額は５６８億７６９９万６７２２円で、前年度と比べますと 

１．６％増加しております。また、予算現額に対する収入率は９６．５％となり、

前年度と比べますと０．４ポイント上昇しております。 

 続きまして、支出済額は５４６億９０６１万２８９７円で、前年度と比べます

と１ .５％増加しました。また、執行率は９２．７％となりまして、前年度と比

べ０．２ポイント上昇しております。 

 これにより、収支差引額は２１億８６３８万３８２５円で、前年度と比べます

と３．５％増加しており、翌年度への繰越額は２１億５１２６万５２２５円で、

前年度と比較しますと３．８％増加しております。 

 なお、平成２９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おりますので、

後ほどご確認をお願いして、この場では省略させていただきます。 

 それでは、各会計別にご説明いたしますので、初めに９ページをお開きくださ

い。 

○議案第４７号 平成２９年度伊勢原市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 初めに歳入でございます。１４ページから１５ページをごらんください。収入

済額は３１９億３９５０万６１４６円で、前年度と比較しますと２．３％増加し

ております。予算現額に対する収入率は９６．１％で、前年度と比べますと１ポ

イント上昇しております。 

 次に、歳出でございます。１８ページと１９ページをごらんください。支出済

額は３０９億７９８２万２７２３円で、前年度と比べ２．２％増加しております。

予算現額に対する執行率は９３．２％で、前年度と比べ０．９ポイント上昇して

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９億５９６８万３

４２３円で、前年度と比べ５％増加しております。 

 なお、普通会計ベースの財政指標等につきましては、行政資料に県下１６市普

通会計決算状況調書、また、決算状況指数表を掲載しておりますので、後ほどご

確認をして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順次ご説明いたします。２３ページをごらん

ください。 

○議案第４８号 平成２９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ページが歳入となります。収入済額は１２３億４５４３万８

２５１円で、前年度と比べ３．２％減少しております。 
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 続きまして、２８ページ、２９ページに歳出合計を記載しておりますので、ご

確認ください。支出済額は１１５億２１５２万８５２９円で、前年度と比べ   

３．９％減少しております。 

 歳入歳出差引残額は８億２３９０万９７２２円で、前年度と比べ８．１％増加

しております。 

 続きまして、３３ページをごらんください。 

○議案第４９号 平成２９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ページが歳入になります。収入済額は４２億７５６５万４０

９６円で、前年度と比べ５．７％増加しております。 

 続きまして、３６ページ、３７ページに歳出が記載してございます。支出済額

は４１億５１０３万８９１４円で、前年度と比べ６．７％増加しております。 

 歳入歳出差引残額は１億２４６１万５１８２円で、前年度と比べ１８％減少し

ております。 

 続きまして、４１ページをごらんください。 

○議案第５０号 平成２９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ページが歳入になります。収入済額は３億５５９２万３７４

円で、前年度と比べ５５．２％増加しております。 

 ４４ページ、４５ページが歳出になります。支出済額は３億５５９２万３７４

円で、前年度と比べ５５．６％増加しております。 

 歳入歳出差引残額はゼロ円で、皆減しております。 

 続きまして、４９ページをごらんください。 

○議案第５１号 平成２９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ページが歳入になります。収入済額は６７億６８９４万２８

８９円で、前年度と比べ２．５％増加しております。 

 続きまして、５２ページ、５３ページが歳出になります。支出済額は６４億９

６７４万９７９１円で、前年度と比べ２．７％増加しております。 

 歳入歳出差引残額は２億７２１９万３０９８円で、前年度と比べ２．６％減少

しております。 

 続きまして、５７ページをごらんください。 

○議案第５２号 平成２９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ページが歳入になります。収入済額は１１億９１５３万４９

６６円で、前年度と比べ５．９％増加しております。 

 ６０ページ、６１ページが歳出になります。支出済額は１１億８５５５万２５

６６円で、前年度と比べ５．８％増加しております。 
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 歳入歳出差引残額は５９８万２４００円で、前年度と比べ５２．４％増加して

おります。 

 以上、平成２９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項の規定に基づいて、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、条例の廃止１議案についてでございます。 

 議案書の１ページをごらんください。 

○議案第５３号 伊勢原市青少年センター条例及び伊勢原市日向ふれあい学習セ 

        ンター条例の廃止について 

 公共施設等総合管理計画に基づき、伊勢原市青少年センター及び伊勢原市日向

ふれあい学習センターを廃止するため、提案するもので、あわせて、廃止に伴い、

青少年センターに設置されている青少年相談室及び教育センターの位置が変更と

なるため、伊勢原市青少年相談室設置条例及び伊勢原市教育センター設置条例を

改正するものです。 

 ２ページには廃止条例案、そして、３ページに伊勢原市青少年相談室設置条例

新旧対照表、また、４ページには伊勢原市教育センター設置条例新旧対照表を掲

載しておりますので、ご確認いただくようお願いいたします。 

 続きまして、条例の制定３議案についてでございます。 

 平成２９年３月に策定した公共施設の受益者負担に関する基本方針に基づきま

して、使用料の見直し等を行うため、新たに条例を制定するものでございます。 

 ５ページをごらんください。 

○議案第５４号 伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場条例の制定について 

 スポーツの普及振興を図り、児童の心身の健全な育成に寄与することを主目的

とする上満寺多目的スポーツ広場を公の施設として位置づけるとともに、使用料

その他必要な事項を定めるため、提案するものでございます。 

 ６ページから９ページまでに新規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。 

 続きまして、１０ページをごらんください。 

○議案第５５号 伊勢原市行政センタースポーツ施設条例の制定について 

 スポーツの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するための施設で

ある行政センタースポーツ施設を公の施設として位置づけるとともに、使用料そ

の他必要な事項を定めるため、提案するものでございます。 

 １１ページから１４ページまでに新規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。 

 続きまして、１５ページをごらんください。 

○議案第５６号 伊勢原市立学校施設の開放に関する条例の制定について 

 小学校及び中学校の学校施設を、学校教育に支障のない範囲で開放することに

関し、使用料その他必要な事項を定めるため、提案するものでございます。 
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 １６ページから１９ページまでに新規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。 

 次に、条例の一部改正６議案についてでございます。 

 １件目から５件目までの５議案につきましては、公共施設の受益者負担に関す

る基本方針に基づきまして、使用料の見直し等に伴い、各条例の一部を改正する

ものでございます。 

 ２０ページをごらんください。 

○議案第５７号 伊勢原市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例につ 

        いて 

 公共施設等総合管理計画に基づき、大田公民館と大田ふれあいセンターとの機

能統合を図るため、大田ふれあいセンターを廃止するとともに、使用料の規定の

改正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。 

 ２１ページから２５ページまでに改正条例案、また、２６ページから３１ペー

ジまでには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、３２ページをごらんください。 

○議案第５８号 伊勢原市立武道館条例の一部を改正する条例について 

 伊勢原市立武道館に関し、使用料の規定の改正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。 

 ３３ページから３５ページまでに改正条例案、また、３６ページから３９ペー

ジまでには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、４０ページをごらんください。 

○議案第５９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 

 都市公園施設に関し、使用料の規定の改正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。 

 ４１ページから４６ページまでに改正条例案、また、４７ページから５３ペー

ジまでには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、５４ページをごらんください。 

○議案第６０号 伊勢原市コミュニティ防災センターに関する条例の一部を改正 

        する条例について 

 大田公民館と大田ふれあいセンターとの機能統合に伴い、コミュニティ防災セ

ンターの使用の拡大を図るとともに、使用料の規定の追加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。 

 ５５ページから５９ページまでに改正条例案、また、６０ページから６３ペー

ジまでには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。 
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 続きまして、６４ページをごらんください。 

○議案第６１号 伊勢原市公民館条例の一部を改正する条例について 

 大田公民館と大田ふれあいセンターとの機能統合を図るため、大田ふれあいセ

ンターを大田公民館に改めるとともに、使用料の規定の改正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。 

 ６５ページから７１ページまでに改正条例案、また、７２ページから７５ペー

ジまでには新旧対照表を掲載しておりますので、ご確認いただくようお願いいた

します。 

 続きまして、７６ページをごらんください。 

○議案第６２号 伊勢原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関す 

        る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴いまして、地域包括

支援センターに配置する主任介護支援専門員の定義を改める必要が生じたため、

提案するものでございます。 

 ７７ページに改正条例案、また、７８ページには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、その他の議案１件についてでございます。 

 ７９ページをごらんください。 

○議案第６３号 工事請負契約の締結について 

 平成３０年度浸水対策調整池整備に係る工事請負契約の締結につきまして、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２条の

規定に基づき、提案するものでございます。 

 次に、報告案件についてでございます。 

 こちらにつきましては、恐れ入りますけれども、決算書にお戻りいただいて、

６５ページをごらんいただけますでしょうか。 

○報告第１５号 平成２９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２８年度及び２９年度の２カ年の継続費予算を設定し、事業を実施しまし

た中継ポンプ場整備事業費及び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す。 

 ６６ページ、６７ページには下水道事業特別会計継続費精算報告書を掲載して

おりますので、ご確認くださるようお願いいたします。 

 議案書にお戻りいただいて、８４ページをごらんください。 

○報告第１６号 平成２９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２９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。 
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 ８５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７．３％、将来負担比率は８１．９％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。 

 続きまして、８６ページをごらんください。 

○報告第１７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） 

 事故の概要につきましては、８７ページをごらんください。５月３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。 

 石田地内において、強風により外れたカーブミラーの鏡面部分が、市道上にて

一旦停止していた相手方車両の右側面に落下し、車両に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

等に係る本市賠償額は４５万９４８６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、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、固定資産評価審査委員会委員の選任、また、人権

擁護委員候補者の推薦及び教育委員会委員の任命に係る人事案件につきまして、

議案を追加提出させていただく予定でございますので、ご承知おきください。 

 この固定資産評価審査委員会委員でございますけれども、酒井昌直氏、また、

教育委員会委員であります重田恵美子氏の任期が、それぞれ平成３０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あ

り、また、人権擁護委員であります、杉山保代氏、川戸克子氏、田中成欣氏の任

期が、それぞれ平成３０年１２月３１日をもって満了となりますことから、現在、

推薦候補者の人選を進めているところでございますので、あらかじめご了承くだ

さるようお願いいたします。 

 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】  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２３日）をごらんいただきたいと思います。請願、陳

情の受理状況につきましては、陳情が５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
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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

りしてありますので、ごらんいただきたいと思います。 

 １枚目は９月４日分で、市長提出議案第５３号から議案第６３号までの１１件

のうち、議案第５４号から議案第６１号までの８件の議案については、公共施設

受益者負担特別委員会に付託、議案第５３号、議案第６２号及び議案第６３号に

ついては付託省略、陳情第１５号は、総務常任委員会に付託、陳情第１２号は、

産業建設常任委員会に付託、陳情第１３号及び陳情第１４号については、教育福

祉常任委員会に付託、陳情第１６号は、公共施設受益者負担特別委員会に付託で

ございます。 

 ２枚目は、９月１４日分でございます。議案第４７号から議案第５２号までの

平成２９年度各会計決算の認定について、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

了解をいただいておりますので、その内容に基づきまして日程案を作成し、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、

８月２９日から１０月５日までの３８日間でございます。 

・８月２９日 本会議 提案説明 

・８月３１日 総括質疑、一般質問通告期限正午 

・９月 ４日 本会議 議案審議 

・９月 ７日 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 

・９月１０日 教育福祉常任委員会 午前９時３０分 

・９月１１日 公共施設受益者負担特別委員会 午前９時３０分 

・９月１４日 本会議 総括質疑 
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・９月２０日 委員会 決算審査 

      （総務常任委員会 午前９時３０分） 

・９月２１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２５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２８日 本会議 一般質問 

・１０月１日 本会議 一般質問 

・１０月３日 本会議 一般質問 

・１０月５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、８月２９

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。（「なし」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５８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８月２３日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 舘  大 樹  


