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議  題 １ 平成３１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】  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。３月定例会というこ

とでございます。我々の任期も、あと残すところ２カ月強です。４月までであり

ますので、最後の議会となると思います。案件もかなり多く出ておりますので、

慎重に審議をしていただきますようにお願いを申し上げて、ご挨拶にかえさせて

いただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長【舘大樹議員】  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。毎日寒い日が続いて

おります。また来週からは、天気予報では暖かくなるんじゃないかというお話で

ございますけれども、暖かくなると花粉の時期で、インフルエンザの流行、また

花粉の時期ということで、マスクを何カ月も外せないような状況が続いておりま

す。そういう中で、今、議長からもお話ありましたけれども、４月には４年に一

度の大きなイベントが待っています。本日１時３０分から文化会館で市議会議員

選挙の説明会がありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 それでは、私のほうから説明をさせていただきます。本日は、２月２０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

明させていただきます。３月定例会に提出いたします議案等は、平成３１年度予

算議案が６件、条例議案７件、補正予算議案５件、その他の議案が２件、報告案

件が２件の合計２２件でございます。 

 まず、平成３１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 

３１年度予算の、ちょっと厚い資料をご用意いただきたいと思います。なお、昨

日、企画部からご説明させていただきましたので、予算の詳しい内容は省略させ

ていただきます。 

 それでは、１ページをお開きください。平成３１年度予算案は、一般会計の予

算規模が３３ ９億 ５ ３０ ０ 万 円で、前年度と比べて、 １９億６００万円、  

５．９％増となり、過去最大となっております。一方、４つの特別会計及び公共

下水道事業会計を合わせました全会計の予算規模は５８２億１６８万円で、前年

度と比べて、２８億６５６８万円、５．２％の増となっております。 

○議案第１号 平成３１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、歳入歳出そ
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れぞれ３３９億５３００万円と定め、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３１年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算 

 ２３５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 

９９億３８００万円と定め、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、前年度と比べて、３億７９００万円、３．７％の減となっ

てございます。 

○議案第３号 平成３１年度伊勢原市用地取得事業特別会計予算 

 続きまして、２７７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２９００万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、２７００万円、１３５０％増となってご

ざいます。 

○議案第４号 平成３１年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算 

 続きまして、２９３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６８億８９００万円と定め、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、６５００万円、１％の増となっておりま

す。 

○議案第５号 平成３１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、３３３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１２億８４００万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、４１００万円、３．３％増となっており

ます。 

○議案第６号 平成３１年度伊勢原市公共下水道事業会計予算 

 続きまして、３５９ページをごらんください。平成３１年度の公共下水道事業

会計は、健全な経営を図ることを目的に、地方公営企業法の財務規定等を適用

し、従来の現金主義会計から発生主義会計に基づく公営企業会計を適用いたして

おります。 

 第１条で総則を、第２条で企業活動の基本的目標として具体的な業務予定量を

定めてございます。 

 第３条は、収益的収入及び支出でございまして、当該年度の経常的な経営活動

に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用を定めるもので、収入予

定額として、第１款下水道事業収益を３４億１１２５万３０００円、支出予定額

として、第１款下水道事業費用を３３億９９２９万２０００円と定めるものでご

ざいます。 

 第４条、資本的収入及び支出は、公営企業の将来の経済活動に備えて行う建設

改良費の財源となる国庫補助金や企業債などの収入とその建設のために借り入れ
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た企業債の元金償還金などの投資的支出を定めるものでございます。続きまし

て、３６０ページをごらんください。収入予定額として、第１款資本的収入を 

２０億５１１２万３０００円、支出予定額として、第１款資本的支出を２７億 

９３８万８０００円と定めるものでございます。 

 第４条の２、特例的収入及び支出でございます。地方公営企業法を適用する前

年度である平成３０年度については出納整理期間がなく、平成３１年３月３１日

をもって決算処理を行うことになります。このことから、平成３０年度に発生し

た債権債務における未収金や未払金を平成３１年度の債権債務として整理するも

ので、未収金１億９２２４万円、また、未払金６億３１５７万９０００円を定め

るものでございます。 

 第５条以下につきましては、債務負担行為、企業債、一時借入金、予定支出の

各項の経費の金額の流用、また、議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費、他会計からの補助金をそれぞれ定めるものでございます。 

 以上が、平成３１年度予算６議案でございます。 

 次に、条例７議案についてご説明いたしますので、議案書をごらんいただきた

いと思います。 

○議案第７号 伊勢原市工場立地に関する準則を定める条例の制定について 

 初めに１ページをごらんください。本市における産業用地の高度利用促進を目

的といたしまして、工場立地法第４条の２第１項の規定により、工業系用途地域

を対象に、一定規模以上の工場に係る緑地面積率及び環境施設面積率の基準を定

めるため、提案するものでございます。 

 ２ページから４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 伊勢原市保育所条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、５ページをごらんください。公立保育所民営化方針に基づく伊勢

原市中央保育園の民営化に伴い、同保育所を廃止するため、提案するものでござ

います。 

 ６ページに改正条例案、７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。 

○議案第９号 伊勢原市児童発達支援センター条例の制定について 

 続きまして、８ページをごらんください。伊勢原市中央保育園の廃止後の建物

を活用し、心身の発達において特別な配慮が必要な児童に対する指導、訓練等を

提供する児童発達支援センターを設置するに当たり、必要な事項を定めるため、

提案するものでございます。 

 ９ページから１１ページ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１０号 伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい 

        て 
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 続きまして、１２ページをごらんください。平成２８年人事院勧告に基づく国

家公務員の扶養手当の見直しを踏まえて、本市職員の扶養手当の支給額を改定す

るため、提案するものでございます。 

 １３ページに改正条例案、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１１号 伊勢原市特別職員の給与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、１５ページをごらんください。事業の見直しや職員人件費の抑制

等の取り組みを継続していくに当たり、特別職員の給与についても一定の減額措

置を引き続き講ずる必要があるため、提案するものでございます。 

 １６ページに改正条例案、１７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１２号 伊勢原市立地域集会所条例の一部を改正する条例について 

 １８ページをごらんください。公共施設等総合管理計画に基づき、石田西集会

所及び下落合公民館を廃止するため、提案するものでございます。 

 １９ページに改正条例案、また、２０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１３号 伊勢原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条 

        例について 

 ２１ページをごらんください。災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に

伴い、貸付利率等の改正を行う必要が生じたため、提案するものです。 

 ２２ページに改正条例案、２３ページ、２４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。 

 次に、補正予算５議案でございます。こちらのクリーム色の補正予算及び予算

説明書をごらんいただきたいと思います。 

○議案第１４号 平成３０年度伊勢原市一般会計補正予算（第５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１４億８

４２９万６０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３４０億３４０９万２００

０円とするものです。 

 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経費の追

加、平成２９年度決算等に基づく精算及び歳入の整理の３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ので、２４ページ、 

２５ページをごらんください。２款総務費、１項総務管理費における財政調整基

金積立金１億４６０７万９０００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

３４００万５０００円の追加は、平成２９年度決算等に基づく、生活保護関連の

国庫及び県支出金の精算でございます。 
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 ３款民生費、１項社会福祉費における国民健康保険事業特別会計繰出金２億８

０００万円の減及び後期高齢者医療費４３１７万１０００円の減は、それぞれ平

成２９年度決算等に基づく精算でございます。同じく３項生活保護費における生

活保護運営対策事業費５４万円の追加は、生活保護制度に係る返還金の徴収につ

いて、国の制度改正に伴う電算システムの改修経費でございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費における農業経営基盤強化対策事業費１５００

万円の追加及び被災農業者向け経営体育成支援事業費３４３４万６０００円の計

上は、それぞれ国の補正予算を活用し、先進的な農業経営の確立に意欲的な農業

者が行う施設整備の支援及び昨年９月の台風第２４号により農業用施設が被災し

た方の修繕等を支援す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。７款土木費、４項都市計画費にお

ける下水道事業特別会計繰出金４４１０万円の減は、平成２９年度決算に基づく

精算でございます。 

 ９款教育費、２項小学校費及び３項中学校費における小学校校舎等改修事業費

１０億２８７万円の追加及び中学校校舎等改修事業費６億１８７２万７０００円

の追加は、それぞれ国の補正予算を活用し、小中学校の教室等に空調設備を整備

するため、所要の経費を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、１項市民税及び２項固定資産税

における個人市民税、現年課税分６０００万円の追加及び固定資産税、現年課税

分１億円の追加は、決算見込みに基づき追加するもので、給与所得の増及び設備

投資が堅調なことによるものでございます。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金における保険基盤安定負担金、保険者支援

分４１５万４０００円の追加は、負担金額の確定に伴い、国民健康保険事業特別

会計繰出金の財源として追加するものでございます。同じく２項国庫補助金にお

ける生活困窮者就労準備支援事業等事業費補助金２７万円の追加は、生活保護運

営対策事業費追加の財源でございます。同じくブロック塀・冷房設備対応臨時特

例交付金、小学校分１億４４３９万８０００円の計上及び中学校分９１２１万５

０００円の計上は、小学校校舎等改修事業費及び中学校校舎等改修事業費追加の

財源でございます。 

 ２２ページ、２３ページをごらんください。１５款県支出金、１項県負担金に

おける保険基盤安定負担金、保険税軽減分１１７９万３０００円の追加及び保険

者支援分２０７万７０００円の追加は、負担金額の確定に伴い、国民健康保険事

業特別会計繰出金の財源として追加するものでございます。同じく２項、県補助

金における被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金２４１６万９０００円の

計上は、被災農業者向け経営体育成支援事業費計上の財源でございます。同じく

担い手確保・経営強化支援事業費補助金１５００万円の計上は、農業経営基盤強

化対策事業費追加の財源でございます。 
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 １８款繰入金、２項基金繰入金における財政調整基金繰入金３億４７６８万円

の減は、今回の補正により生じる一般財源の残余を調整するためのもので、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款市債における小学校空調設備整備事業債８億５３５０万円の追加及び中

学校空調設備整備事業債５億２５４０万円の追加は、それぞれ小学校校舎等改修

事業費及び中学校校舎等改修事業費追加の財源でございます。 

 次に、繰越明許費の補正につきましてご説明いたしますので、１０ページをご

らんください。農業経営基盤強化対策事業費など、国の補正予算に伴うもの及び

事業進捗に伴い年度内の完了が困難と見込まれる９事業について設定するもので

ございます。追加いたします繰越明許費は１９億３３５４万７０００円で、既定

の繰越明許費と合わせた総額は１９億７８９１万２０００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ので、１１ページを

ごらんください。平成３１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、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３０

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、地方債の補正につきましてご説明いたしますので、１２ページ、１３ペ

ージをごらんください。小学校空調設備整備事業債及び中学校空調設備整備事業

債の補正に伴い、その限度額を変更するものでございます。 

○議案第１５号 平成３０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、４１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５億３９０万８０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を１０８億１６４４万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、５４ページ、５５ページをごらんくださ

い。６款基金積立金における国民健康保険財政調整基金積立金４億３５９３万６

０００円の追加は、平成２９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。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金における償還金６７９７万２０００

円の追加は、平成２９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、５２ページ、５３ページをごらんく

ださい。７款繰入金、１項他会計繰入金における保険基盤安定繰入金、保険税軽

減分１５７２万３０００円の追加及び保険者支援分８３０万８０００円の追加

は、保険税軽減所要額等の増加分として追加するものでございます。また、その

他繰入金３億４０３万１０００円の減は、平成２９年度のその他繰入金の精算を

行うものでございます。 

 ８款繰越金における療養給付費等交付金繰越金２５６万８０００円の追加及び
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その他繰越金７億８１３４万円の追加は、平成２９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、債務負担行為につきましてご説明しますので、４６ページをごらんくだ

さい。平成３１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３０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１６号 平成３０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、６１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す。歳入予算の補正内容につき

まして、７０ページ、７１ページをごらんください。４款繰入金、１項他会計繰

入金における一般会計繰入金４４１０万円の減は、次にご説明をいたします５款

の繰越金の増額に伴うものでございます。 

 ５款繰越金における前年度繰越金４４１０万円の追加は、平成２９年度決算に

より実質収支額が確定したことから、剰余金の整理として追加するものでござい

ます。 

 次に、繰越明許費につきましてご説明いたしますので、６４ページをごらんく

ださい。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６事業に

つきまして、繰越明許費を設定するものです。繰越明許費の総額は６億４６０６

万６０００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ので、６５ページを

ごらんください。平成３１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、システム等の保守管理につきまして、平成３０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１７号 平成３０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、７７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

補正を行うものです。 

 ７９ページをごらんください。平成３１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３０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３０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） 

 次に、８７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、既定の予算総額に５９８万１０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１２億４９８９万６０００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、９８ページ、９９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５９８万１

０００円の追加は、平成２９年度の収納実績等に基づく精算納付金を納付するた

め追加するものです。 

 次に、歳入予算の補正内容につきましては、９６ページ、９７ページをごらん
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ください。５款繰越金における前年度繰越金５９８万１０００円の追加は、平成

２９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、その他の議案２議案でございますので、恐れ入りますけれども、議案書

にお戻りいただいて、２５ページをごらんください。 

○議案第１９号 市道の廃止について 

 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。 

 ２６ページ、２７ページに市道廃止調書、また、２８ページには市道廃止図を

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２０号 市道の認定について 

 ２９ページをごらんください。新たに市道として認定したいので、道路法の規

定により提案するものでございます。 

 ３０ページ、３１ページに市道認定調書、３２ページに市道認定図を掲載して

おりますので、ご確認くださるようお願いいたします。 

 次に、報告案件２件でございます。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ございま

す。 

○報告第１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） 

 ３３ページをごらんください。事故の概要は、３４ページをごらんください。

平成３０年９月２０日に発生した物損事故に係るものでございます。経済環境部

職員が、ごみ収集のため、マンション地下駐車場入り口通路に車両を停止させ収

集作業をしていた際、通路の勾配によって車両が微速で後退したことにより地下

駐車場の入り口上部の壁面に接触し、損傷を与えましたことから、当該建物の損

害について、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

側過失１００％であり、相手方物件修理費に係る本市賠償額は１４万６６１０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） 

 続きまして、３５ページをごらんください。事故の概要につきましては、３６

ページをごらんください。平成３０年１１月７日に発生した車両損傷事故に係る

ものでございます。教育部職員が、緑台小学校敷地内において除草作業のため刈

払機を使用していたところ、飛び石により、同敷地内に駐車してあった相手方車

両のリアガラスを破損させたことから、当該車両の損害について、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１００％であり、

相手方車両修理費に係る本市賠償額は１０万９００８円となります。なお、本市

損害賠償額につきましては、任意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、国の平成３０年度補正予算（第２号）に対応するための一般会計補正予
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算１議案を追加提出させていただく予定でございますので、あらかじめご承知お

きくださるようお願いいたします。 

○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２５

日分の市長提出議案第７号から議案第２０号までの１４件のうち、議案第７号

は産業建設常任委員会に付託、議案第９号は、教育福祉常任委員会に付託、そ

れ以外の１２件については付託省略。２枚目は３月６日分で、議案第１号から

議案第６号までの平成３１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、

議案第６号は産業建設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。（「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、２

月２０日から３月２２日までの３１日間でございます。 

・２月２０日 本会議 提案説明 

・２月２２日 総括質疑 一般質問通告期限正午 

・２月２５日 本会議 議案審議 

・２月２７日 産業建設常任委員会 午前９時３０分 

・３月 ４日 教育福祉常任委員会 午前９時３０分 

・３月 ６日 本会議 総括質疑 

・３月 ８日 委員会 予算審査 
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      （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１８日 本会議 一般質問 

・３月１９日 本会議 一般質問 

・３月２２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２０

日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 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。 

 

午前１０時４分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  平成３１年２月１３日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 舘  大 樹 


