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議  題 １ 令和２年６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、議長から御挨拶をお願いします。 

○議長【舘大樹議員】  皆さん、おはようございます。６月議会がいよいよス

タートということになります。今定例会では、議員報酬に係る条例の一部改正、

また、一般質問の時間制限の変更など、我々に直接影響を与えます案件が予定さ

れております。議員各位の議会運営に対する御理解に対しまして感謝を申し上げ

ますとともに、引き続きの御協力をお願いいたしまして、御挨拶とさせていただ

きます。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】  おはようございます。本日は、６月５日金曜日に招

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御説明申し

上げます。 

 ６月定例会に提出いたします議案等は、条例議案が５件、補正予算議案が１件、

その他の議案が１件、報告案件が３件の合計１０件でございます。 

 初めに、条例５議案につきまして御説明申し上げます。 

○議案第２５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 

 議案書の４ページを御覧ください。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市民

生活への影響及び厳しい経済情勢に鑑み、特別職員の給与について、さらに減額

措置を講ずるため、提案するものでございます。 

 ５ページに改正条例案、６ページに新旧対照表を掲載してございますので、御

確認くださるようお願い申し上げます。 

○議案第２６号 伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

        例について 

 次に、７ページを御覧ください。新型コロナウイルス感染症から市民等の生命

及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務に従事した職員へ、新

型コロナウイルス感染症に係る特例として特殊勤務手当を支給することについて

提案するものでございます。 

 ８ページに改正条例案、９ページに新旧対照表を掲載してございます。 

○議案第２７号 伊勢原市税条例等の一部を改正する条例について 

 次に、１０ページを御覧ください。地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税

では、未婚の独り親に対するひとり親控除の創設など、固定資産税では、所有者
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不明土地等に係る課税上の課題への対応などに関して所要の措置を講ずるととも

に、その他所要の整理を行う必要が生じたため、提案するものでございます。 

 １１ページから２４ページまでに改正条例案を、また、２５ページから９５ペ

ージまでに新旧対照表を、また、９６ページから１００ページまでに改正要旨を

掲載してございます。 

○議案第２８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、１０１ページを御覧ください。地方税法の一部改正に伴い、長期譲渡所

得に係る国民健康保険税の課税の特例に関し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。 

 １０２ページに改正条例案、１０３ページ、１０４ページに新旧対照表を掲載

してございます。 

○議案第２９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、１０５ページでございます。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が改正され、個人番号を通知する通知カー

ドが廃止されたことに伴い、通知カードの再交付に係る手数料を廃止するため、

提案するものでございます。 

 １０６ページに改正条例案、１０７ページ、１０８ページに新旧対照表を掲載

してございます。 

 続きまして、補正予算１議案につきまして御説明申し上げます。 

○議案第３０号 令和２年度伊勢原市一般会計補正予算（第３号） 

 クリーム色の表紙の補正予算及び予算説明書３ページを御覧ください。 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額から２億３７１６

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を４４５億６９７２万６０００円とするもの

でございます。内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けて御説明いたしま

す。第２条地方債の補正も、後ほど御説明いたします。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、２２ページ、２３

ページを御覧いただきたいと思います。説明欄に沿って御説明申し上げます。 

 １款、１項議会費における議員報酬２６５万２０００円の減は、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止対策への活用に向け、議員報酬の一部を７月から３か月間

減額いただくものでございます。 

 次に、２款総務費、１項総務管理費における財政運営事務費２４万５０００円

の追加は、令和元年度に借り入れた小中学校全普通教室等へのエアコン設置に係

る財務省資金の借入れについて、国庫補助対象外となった経費に係る借入れを繰

り上げて償還するため、所要の加算金を計上するものでございます。 

 続きまして、自治会振興費２６０万円の追加は、新たに採択された一般財団法

人自治総合センターの全国自治宝くじの収益金を財源といたしましたコミュニテ

ィ助成事業助成金を活用し、テントや長机など、自治会が行う地域コミュニティ

ー活動に必要な備品の整備を支援するものでございます。 
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 次に、４款衛生費、１項保健衛生費における感染症予防対策事業費１２００万

円の追加は、議員報酬の減額による財源も活用しつつ、消毒資機材やマスク、防

護服等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に必要な備品等を整備するも

のでございます。 

 次に、７款土木費、２項道路橋りょう費における交通安全施設整備事業費  

８０００万円の減は、市道１４５号線のバリアフリー化工事、市道１０９号線、

４９１号線及び１１１４号線の小学校通学路グリーンベルト設置工事について、

令和元年度の国の補正予算第１号により国庫補助金の採択があり、さきの３月定

例会におきまして所要の予算措置を行い、令和２年度へ繰り越して事業執行する

としたため、令和２年度当初予算と重複計上となっておりますので、令和２年度

予算から、財源と合わせて減額し、予算上の整理をするものでございます。 

 続きまして、２４ページ、２５ページをお開きください。４項都市計画費にお

ける都市計画道路田中笠窪線整備事業費９５９５万８０００円の減及び公園維持

管理費９９２０万円の減も同じく重複計上事業を整理するものでございます。都

市計画道路田中笠窪線整備事業費は、電線共同溝工事、また、公園維持管理費は

総合運動公園再生修復整備工事におけるアスレチックや展望デッキほか整備工事

について、令和２年度予算から、財源と合わせて減額し、予算上の整理をするも

のでございます。 

 次に、８款、１項消防費における消防団活動事業費１００万円の追加及び自主

防災活動育成事業費８０万円の追加は、新たに採択されたコミュニティ助成事業

助成金を活用し、後方支援用テントなど消防団が行う警防活動に必要な装備品及

びトランシーバーなど自主防災会の活動に必要な資機材の整備を進めるものでご

ざいます。 

 また、中段の財源更正につきましては、本年度更新を予定している救助工作車

について、歳出予算の補正はございませんが、新たに国庫補助金が採択されたこ

とに伴い、財源内訳を変更するものでございます。 

 最後に、１１款、１項公債費における償還元金２４００万円の追加及び償還利

子５０００円の追加は、さきに御説明した財務省資金の繰上償還に所要の元金及

び利子を計上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御説明いたします。１８ページ、１９

ページを御覧ください。説明欄に沿って説明申し上げます。 

 初めに、１５款国庫支出金、２項国庫補助金における社会資本整備総合交付金

道路事業１９２０万円の減は、都市計画道路田中笠窪線整備事業費の減に、防

災・安全社会資本整備交付金道路事業４３６０万円の減は、交通安全施設整備事

業費の減に、社会資本整備総合交付金都市公園等事業４９００万円の減は、公園

維持管理費の減に伴うもので、それぞれ令和元年度予算との重複計上事業の整理

によるものでございます。 

 続きまして、緊急消防援助隊設備整備費補助金３９０５万７０００円の計上
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は、予定しております救助工作車の更新について、当初予算編成時点では見込ん

でいなかった国庫補助金が新たに採択されたことにより計上するものでございま

す。 

 次に、１９款繰入金、２項基金繰入金における財政調整基金繰入金２９４８万

３０００円の追加は、今回の補正により生じる一般財源の不足を調整するもので

ございます。 

 次に、２１款諸収入、４項雑入におけるコミュニティ助成事業助成金の計上

は、総務費雑入において、自治会振興費の追加財源として２６０万円、また、消

防費雑入において、消防団活動事業費及び自主防災活動育成事業費の追加の財源

として１８０万円、それぞれ助成金が新たに採択されたことにより計上するもの

でございます。 

 最後に、２２款、１項市債における道路橋りょう整備事業債３５２０万円の減

は交通安全施設整備事業費の減、都市計画道路整備事業債の７５９０万円の減は

都市計画道路田中笠窪線整備事業費の減に伴うもので、それぞれ重複計上事業の

整理によるものでございます。 

 続きまして、２０ページ、２１ページをお開きください。地域公園整備事業債

４８５０万円の減は、公園維持管理費の減に伴うもので、重複計上事業の整理に

よるものでございます。 

 続きまして、消防施設整備事業債３８７０万円の減は、新たに国庫補助金の採

択があったことに伴い、救助工作車更新の財源から減額するものでございます。 

 次に、地方債の補正につきまして御説明いたします。１０ページ、１１ページ

を御覧ください。第２表地方債補正は、市債の補正に伴い、起債の限度額を変更

するものです。起債限度額の合計は、最下段のとおり、２３億１９０万円から 

２１億３６０万円へ、１億９８３０万円の減額となります。 

 以上が、補正予算１議案についての説明でございます。 

 それでは、次にその他の議案１議案について御説明申し上げます。 

○議案第３１号 物件供給契約の締結について 

 議案書１０９ページを御覧ください。救助工作車１台の物件供給契約の締結に

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３条の規定に基づき提案するものでございます。 

 １１０ページに契約内容、１１１ページに物件供給契約締結状況、また、  

１１２ページに救助工作車概要を掲載してございます。 

 次に、報告案件３件について御説明いたします。 

○報告第５号 令和元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 

 １１３ページを御覧ください。地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り

越した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。 
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 １１４ページに繰越明許費繰越計算書を掲載してございます。 

○報告第６号 令和元年度伊勢原市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告に 

       ついて 

 次に、１１５ページを御覧ください。地方公営企業法第２６条第１項及び第２

項ただし書の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費について、同条第

３項の規定により報告するものでございます。 

 １１６、１１７ページに繰越計算書を掲載してございます。 

○報告第７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、１１８ページを御覧ください。事故の概要でございます。１１９ページ

を御覧ください。令和２年２月５日、教育部職員が、委託先の事業所内駐車場に

て公用車を後進で駐車区画に入庫した際、車両後部が、右側に停車してございま

した相手方車両の左側前方部に接触し、損傷を与えたものでございます。本市と

相手方の過失割合は、市側１００％で、本市の賠償額は１５万５６２８円とな

り、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。 

 以上で、６月定例会に提出いたします議案等についての御説明を終了させてい

ただきます。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響等に適切に対応するための一

般会計補正予算１件及び任期満了に伴う人権擁護委員候補者の推薦に係る人事案

件１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。人事案

件につきましては、平成２９年１０月１日から人権擁護委員として御活躍いただ

いております飯島弘氏の任期が令和２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ございます。 

 また、伊勢原市土地開発公社等の令和元年度の事業報告及び決算に係る報告３

件を追加提出させていただく予定でございますので、あらかじめ御承知おきくだ

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。（「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いたします。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  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（６月１日）を御覧ください。 

１、請願・陳情の受理状況につきましては、陳情が４件提出されております。

内容は、配付いたしました資料のとおりでございます。 

 ２、議員提出議案の提出について。議員提出議案第１号について、当初議案と

して提出し、提案説明の後、質疑、討論、採決を行います。 

 以上でございます。 

○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、
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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

りしてありますので、御覧ください。１枚目は６月５日分で、「議員提出議案第

１号、伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例について」は付託省略。２枚目は６月１２日分で、市長提出議案第２５号

から第３１号までの７件については、いずれも付託省略。陳情は４件で、陳情第

１号及び陳情第２号については総務常任委員会に付託、陳情第３号及び陳情第４

号については教育福祉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、配付した付託表のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御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、会期日程についてを議題といたします。この件につきましては、過日原

案をお示しし、了解を頂いておりましたが、去る５月２０日の会派代表者会議に

おいて、６月定例会の対応について協議した結果、会期日程の変更がございまし

た。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】  会期日程につきましては、去る５月２０日の会

派代表者会議において、６月定例会の対応について協議した結果、一般質問の時

間制限を、質問及び答弁時間を含め、１人当たり３０分以内として、２日間の日

程で行うことが決定したものでございます。 

 決定事項に基づいて日程を作成し、お配りしてありますので、御覧ください。

会期は、６月５日から２６日までの２２日間。 

・６月 ５日 本会議 提案説明等 

・６月 ８日 一般質問通告期限正午  
・６月１２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）  
      （教育福祉常任委員会、午後１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 最終日  
 以上でございます。 
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○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御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  御異議ありませんので、配付した内容で、６月５

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、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

 

午前９時５１分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和２年６月１日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行 


