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議  題 １ 令和元年９月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  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します。 

○議長【舘大樹議員】  皆様、おはようございます。大変朝からお疲れさまで

ございます。いよいよ９月定例会始まってまいります。よろしくお願いしたいと

思います。長丁場となりますけれども、慎重審議をよろしくお願いいたしまして、

ご挨拶にかえたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、総務部長から、執行者側の議案説明をお願

いいたします。 

○総務部長【山室好正】  改めまして、おはようございます。本日は、８月 

２９日木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

てご説明を申し上げます。 

 ９月定例会に提出いたします議案等は、平成３０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、条例議案が６件、その他議案が２件、報告案件

が１件の合計１５件でございます。 

 初めに、平成３０年度歳入歳出決算の認定６議案について、ご説明させていた

だきます。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。 

 ４ページ、５ページをお開きください。平成３０年度の全会計の最終予算現額

は、５８７億４８３８万３６００円でございます。これは、当初予算額５５３億

３６００万円に、補正予算及び平成２９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５５０億１３２３万５９０５円で、前年度と比べ３．３％

減少いたしました。また、予算現額に対する収入率は９３．６％となり、前年度

と比べ２．９ポイント減少してございます。 

 続きまして 、 支 出 済 額 は ５ ２９億３７４万８７６１円で、前年度と比 べ 

３.３％減少してございます。また、執行率は９０．１％となり、前年度と比べ

２．６ポイント減少してございます。 

 これにより 、 収 支 差引 額 は ２１億９４８万７１４４ 円で、前年度と比べ   

３．５％減少し、翌年度への繰越額は２０億３６２７万６７４４円で、前年度と

比べ５．３％減少いたしました。 

 なお、平成３０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

配付してございます、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、ご確認をお願いし、この場での説明は省略させていただきたいと存

じます。 
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 では、各会計別にご説明いたします。 

 ９ページをごらんいただきたいと思います。 

○議案第２９号 平成３０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、１５ページに合計を記載してございま

す。収入済額は３１６億６０２０万６３８円で、前年度と比べ０．９％減少して

おります。予算現額に対する収入率は９２．３％で、前年度と比べ３．８ポイン

ト減少しております。 

 次に、歳出でございます。１８ページ、１９ページに合計を記載してございま

す。支出済額は３０６億４７８９万６３１３円で、前年度と比べ１．１％減少し

ております。予算現額に対する執行率は８９．３％で、前年度と比べ３．９ポイ

ント減少しております。 

 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１０億１２３０万

４３２５円で、前年度と比べ５．５％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、決算状況指数表などを掲載しておりますので、後ほど、ご

確認をお願いし、この場での説明は省略させていただきたいと存じます。 

 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３０号 平成３０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ページが歳入になります。収入済額は１０７億２５６８万１

２７円で、前年度と比べ１３．１％減少しております。 

 ２６ページ、２７ページに歳出の合計を記載してございます。支出済額は１０

４億８４６０万４８８９円で、前年度と比べ９．０％減少しております。 

 歳入歳出差引残額は２億４１０７万５２３８円で、前年度と比べ７０．７％減

少しております。 

 続きまして、３１ページをごらんください。 

○議案第３１号 平成３０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 

 ３２ページ、３３ページが歳入になります。収入済額は４３億４７９６万５２

０６円で、前年度と比べ１．７％増加してございます。 

 ３４ページ、３５ページが歳出になります。支出済額は３８億２２８３万５１

４８円で、前年度と比べ７．９％減少しております。 

 歳入歳出差引残額は５億２５１３万５８円で、前年度と比べ３２１．４％増加

となります。 

 続きまして、３９ページをごらんください。 

○議案第３２号 平成３０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 
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 ４０ページ、４１ページが歳入になります。収入済額は６０万１４８９円で、

前年度と比べ９９．８％減少してございます。 

 ４２ページ、４３ページが歳出でございます。支出済額は６０万１４８９円で、

前年度と比べ９９．８％の減少となります。 

 歳入歳出差引残額はゼロ円で、前年度と同様となります。 

 続きまして、４７ページでございます。 

○議案第３３号 平成３０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 

 ４８ページ、４９ページが歳入になります。収入済額は７０億４５８５万１５

３５円で、前年度と比べ４．１％増加してございます。 

 ５０ページ、５１ページが歳出になります。支出済額は６７億１８７９万５１

５２円で、前年度と比べ３．４％増加してございます。 

 歳入歳出差引残額は３億２７０５万６３８３円で、前年度と比べ２０．２％の

増加となります。 

 続きまして、５５ページをごらんください。 

○議案第３４号 平成３０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 

 ５６ページ、５７ページが歳入になります。収入済額は１２億３２９３万６９

１０円で、前年度と比べ３．５％の増加でございます。 

 ５８ページ、５９ページが歳出になります。支出済額は１２億２９０１万５７

７０円で、前年度と比べ３．７％の増加となってございます。 

 歳入歳出差引残額は３９２万１１４０円で、前年度と比べ３４．５％減少して

ございます。 

 以上、平成３０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、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６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３５号 伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

        制定について 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任

用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

し必要な事項を定めるため、提案するものでございます。 

 ２ページから２０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。 

 続いて、２１ページをごらんください。 

○議案第３６号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴 

        う関係条例の整備に関する条例について 
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 議案第３５号と同様、会計年度任用職員制度を導入されることに伴いまして、

関係条例を整備するため、提案するものでございます。 

 ２２ページから３２ページまでに改正条例案、３３ページから５８ページまで

に新旧対照表を掲載してございますので、ご確認くださいますようお願いいたし

ます。 

 続きまして、５９ページをごらんいただきたいと思います。 

○議案第３７号 伊勢原市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、登録印鑑に旧の氏を認め、婚姻等で

氏に変更があった場合に、印鑑登録原票に記載される氏名に旧の氏の併記を認め

るため、提案するものでございます。 

 ６０ページに改正条例案、６１ページから６３ページまでに新旧対照表を掲載

してございますので、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 続いて、６４ページでございます。 

○議案第３８号 伊勢原市保育所条例等の一部を改正する条例について 

 子ども・子育て支援法施行令及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準の一部改正に伴い、３歳以上の利用者負担額の無償化、副食

費の取り扱いの変更、その他所要の改正を行うため、提案するものでございます。 

 ６５ページから７７ページまでに改正条例案を、７８ページから１１９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。 

 続いて、１２０ページをごらんください。 

○議案第３９号 伊勢原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

        を定める条例の一部を改正する条例について 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課

後児童支援員の資格要件を改めるほか、所要の改正を行うため、提案するもので

ございます。 

 １２１ページに改正条例案、１２２ページ及び１２３ページに新旧対照表を掲

載しておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 １２４ページをごらんください。 

○議案第４０号 伊勢原市手数料条例の一部を改正する条例について 

 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、特定屋外タンク貯

蔵所の設置許可申請に対する審査に係る標準手数料が一部引き上げられたことに

伴いまして、本市の手数料につきまして、所要の改正を行うため、提案するもの

でございます。 

 １２５ページに改正条例案、１２６ページ及び１２７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、その他の議案２件、工事請負契約の締結についてでございます。 

 １２８ページに議案第４１号、１３２ページに議案第４２号を記載してござい



5 

ますので、ごらんいただきたいと思います。 

○議案第４１号 工事請負契約の締結について(石田小学校空調設備設置工事) 

○議案第４２号 工事請負契約の締結について(伊勢原中学校空調設備設置工事) 

 石田小学校及び伊勢原中学校における空調設備設置の工事請負契約の締結につ

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２条の規定に基づき、提案するものでございます。 

 議案第４１号、石田小学校空調設備設置工事につきましては、１２９ページに

契約内容、１３０ページに工事請負契約締結状況、１３１ページに工事概要を、

また、議案第４２号、伊勢原中学校空調設備設置工事につきましては、１３３ペ

ージに契約内容、１３４ページに工事請負契約締結状況、また、１３５ページに

工事概要を掲載してございますので、ご確認くださいますようよろしくお願いい

たします。 

 次に、報告案件１件についてでございます。 

 １３６ページをごらんください。 

○報告第１６号 平成３０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３０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。 

 １３７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６４．７％となりました。また、

資金不足比率につきましては、赤字額が生じてないため、横棒で表示してござい

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、任期満了に伴う、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としてございます。教育委員会委員でござい

ます、菅原順子氏の任期が、令和元年９月３０日をもって満了となりますことか

ら、現在、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

ださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長【相馬欣行議員】  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します。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  それでは、お配りいたしております議会運営委

員会、議会側処理事項（８月２３日）をごらんください。１、請願・陳情の受理
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状況につきましては、陳情が１件提出されております。内容につきましては、配

付いたしました資料のとおりでございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  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【小林幹夫】  正副委員長と協議の上、付託表の案を２枚お配

りしておりますので、ごらんください。 

 １枚目は９月４日分で、市長提出議案第３５号から議案第４２号までの８件の

うち、議案第３５号及び議案第３６号については総務常任委員会に付託、議案第

３７号から議案第４２号までの６件の議案については付託省略。陳情第８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１２日分で、議案第２９号から議案第３４号までの平成３０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【相馬欣行議員】  ただいま説明しました内容について、質疑、意見

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、配付しました

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【相馬欣行議員】  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【小林幹夫】  それでは、会期の決定については、過日原案を

お示しいたしまして、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３日までの３６日間でございます。 

・８月２９日 本会議 提案説明 

・９月 ２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 ６日 総務常任委員会 午前９時３０分 

・９月 ９日 教育福祉常任委員会 午前９時３０分 

・９月１２日 本会議 総括質疑 

・９月１７日 委員会 決算審査 

      （総務常任委員会 午前９時３０分） 

・９月１８日 委員会 決算審査 



7 

      （産業建設常任委員会 午前９時３０分） 

・９月１９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２７日 本会議 一般質問 

・９月３０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 最終日 

 説明は、以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。会期の決定につき

ましては、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【相馬欣行議員】  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、議長からお諮りいたします。 

 本日予定した案件は以上でございますが、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、本日の議会運営員会を閉会いたします。お疲れ

さまでした。 

 

午前９時５０分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和元年８月２３日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行  


