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議  題 １ 令和３年１２月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【中山真由美議員】  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【八島満雄議員】  改めまして、おはようございます。１２月定例会、

いよいよ迫ってまいりました。いろいろな方面で大変でしょうけれども、ヨーロ

ッパの方面ではロックダウンの宣言も出てまいりました。本議会は、事前に話し

合ったとおり、きちっとした対応で、コロナ感染対応の仕事をしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  次に、総務部長から、御挨拶及び執行者側の議

案説明をお願いします。 

○総務部長【吉川武士】  おはようございます。本日、１１月２９日月曜日に

招集いたします伊勢原市議会１２月定例会の市長提出議案等につきまして説明さ

せていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 １２月定例会に提出いたします議案等でございますが、条例議案が２件、補正

予算議案が５件、その他の議案が２７件、報告案件が２件、合計３６件でござい

ます。 

 初めに、条例２議案についてでございます。 

 議案書をお開きいただき、９ページを御覧ください。 

○議案第６３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 

 人事院勧告等を踏まえまして、本市職員、特別職員及び議会の議員の期末手当

の額を改定するため、提案するものでございます。 

 １０ページ、１１ページに改正条例案、１２ページから１９ページに新旧対照

表を掲載してございますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

 続きまして、２１ページを御覧いただきたいと存じます。 

○議案第６４号 伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

        関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定教育・保育施設等において記録、

作成、保存等を行う書面等について、電磁的方法による対応も可能とする規定を

追加するため、提案するものでございます。 

 ２２ページから２４ページに改正条例案、２５ページから３２ページに新旧対

照表を掲載してございますので、御確認くださいますようお願いいたします。 



2 

 続きまして、補正予算５議案についてでございます。 

 恐れ入りますが、補正予算及び予算説明書をお開きいただき、５ページを御覧

ください。 

○議案第６５号 令和３年度伊勢原市一般会計補正予算（第７号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に１７億１７１５

万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３５１億７６２４万７０００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条債務負担行為の補正及び第３条地方債の補正につきましても、

後ほど御説明いたします。 

 初めに、職員人件費につきまして、総括的に御説明いたします。各会計におき

ましても補正予算を提出させていただいておりますが、各会計の共通といたしま

して、職員人件費の補正につきましては、４月の人事異動や年度途中の新規採用

者の配置等に伴い、当初予算における科目別の配置職員に相違が生じたことなど

により行うものでございます。また、これに併せまして、令和３年９月までの育

児休業者、休職者の給与についての整理等を行ったものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の補正につきまして、職員給与費及び退職手当組合負

担金以外の歳出予算の補正内容から順次御説明いたします。２８ページ、２９ペ

ージを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、２款総務費です。財政調整基金積立金追加５億１５３４万６０００円は、

今回の歳入歳出予算の補正に伴い生じまし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追加１億１０８３万８０００円は、障害福

祉、児童福祉の国県支出金について、令和２年度決算等に基づき精算するもので

ございます。続きまして、３０ページ、３１ページを御覧ください。賦課徴収事

務費追加４２９万１０００円及び戸籍住民基本台帳管理費追加５０５万５０００

円は、感染リスクを低減するため、窓口での手数料支払い等におきましてキャッ

シュレス決済ができる環境の整備を進めるものでございます。 

 続きまして、３２ページ、３３ページを御覧ください。３款民生費です。国民

健康保険事業特別会計繰出金追加５８３万７０００円は、職員人件費の補正によ

るものでございます。介護保険事業特別会計繰出金追加９４３万３０００円は、

職員人件費の補正に伴うもののほか、令和２年度決算に基づく精算を行うもので

ございます。後期高齢者医療事業特別会計繰出金減５１８万１０００円は、職員

人件費の補正によるものでございます。生活困窮者自立支援事業費追加７９３万

６０００円は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、制度改正に伴

う住宅確保給付金事業の申請者の増加に対応するものでございます。障害者自立

支援給付費追加１億２００８万３０００円は、サービス量の増加に伴い、不足を

生じる見込みとなりました扶助費を追加するものでございます。児童手当支給事

業費追加３８９万５０００円は、児童手当法及び児童手当法施行規則の改正に対

応するため、システム改修等の環境整備を講じるものでございます。障害児通所
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支援事業費追加１億１２５７万６０００円は、サービス量の増加に伴い、不足を

生じる見込みとなりました扶助費を追加するものでございます。続きまして、 

３４ページ、３５ページを御覧ください。生活保護費追加１億９０００万円は、

生活保護の申請が増加したことにより、不足を生じる見込みとなりました医療扶

助費等を追加するものでございます。 

 次に、４款衛生費です。総合データバンク事業費追加５１６万８０００円は、

国の指針に基づく健康診査等の結果に係る電子化や市町村間での健診情報連携等

に向けた環境の整備を進めるものでございます。感染症予防対策事業費追加５億

７６３７万円は、新型コロナウイルス感染症用ワクチンの３回目接種等に要する

諸経費を追加するものでございます。新型コロナウイルス感染症対策医療機関支

援事業費計上２０００万円は、新型コロナウイルス感染の再拡大に備え、発熱外

来やＰＣＲ検査への対応、医薬材料の確保等、医師会と連携し、医療機関の体制

整備を支援するものでございます。 

 続きまして、４０ページ、４１ページを御覧ください。７款土木費です。市街

地再開発基金積立金追加１１５３万５０００円は、９月定例会にてお認めいただ

きました伊勢原駅北口Ａ街区市街地再開発組合に対して、市が有する貸付金債権

の放棄に伴い、市に返済された同組合保有の流動資産について、市街地再開発基

金に積み立てるものでございます。 

 次に、８款消防費です。危険ブロック塀等撤去奨励補助事業費追加２００万円

は、１０月に発生した地震の影響や、ＳＮＳを活用した制度の周知等による補助

申請の増加に対応するものでございます。 

 続きまして、４２ページ、４３ページを御覧ください。９款教育費です。２項

小学校費の感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費計上１７０万円及び３項

中学校費の感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費計上７５万円は、市内小

中学校における感染症対策に必要な消耗品等の整備を進め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いて御説明いたしますので、２２ページ、

２３ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、１１款地方交付税でございます。交付決定に基づき、普通交付税を２億

４４４２万５０００円追加するものでございます。 

 次に、１５款国庫支出金です。障害者自立支援給付費負担金追加６００４万１

０００円は、障害者自立支援給付費追加の財源でございます。生活困窮者自立相

談支援事業費等負担金追加６５８万６０００円は、生活困窮者自立支援事業費追

加の財源でございます。障害児通所支援給付費負担金追加５６２８万８０００円

は、障害児通所支援事業費追加の財源でございます。生活保護費負担金追加１億

４２５０万円は、生活保護費追加の財源でございます。新型コロナウイルスワク

チン接種事業費負担金追加２億６６４０万円は、感染症予防対策事業費追加の財

源でございます。子ども・子育て支援事業費補助金計上３８９万５０００円は、

児童手当支給事業費追加の財源でございます。社会保障・税番号制度システム整
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備費補助金追加２２５万８０００円は、総合データバンク事業費追加の財源でご

ざいます。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金追加３億９９

７万円は、感染症予防対策事業費追加の財源でございます。学校保健特別対策事

業費補助金計上８５万円は、小学校における感染症対策等の学校教育活動継続支

援事業費の財源でございます。続きまして、２４ページ、２５ページを御覧くだ

さい。学校保健特別対策事業費補助金計上３７万５０００円は、中学校における

感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費の財源でございます。 

 次に、１６款県支出金です。障害者自立支援給付費等負担金追加３００２万円

は、障害者自立支援給付費追加の財源でございます。障害児通所支援給付費負担

金追加２８１４万４０００円は、障害児通所支援事業費追加の財源でございます。 

 次に、１９款繰入金でございます。介護保険事業特別会計繰入金追加６１１３

万１０００円は、令和２年度決算に基づき精算するものでございます。財政調整

基金繰入金減４億８５７３万円は、今回の補正予算により生じます一般財源の残

余の整理を行うものでございます。 

 続きまして、２６ページ、２７ページを御覧ください。２０款繰越金です。前

年度繰越金追加５億８６４１万２０００円は、令和２年度決算における実質収支

の予算未計上分を精算するものでございます。 

 次に、２１款諸収入です。伊勢原駅北口Ａ街区市街地再開発組合貸付金元金収

入計上１１５３万５０００円は、市が有する貸付金債権の放棄に伴い、組合が保

有する流動資産が返済されるものでございます。児童手当負担金過年度収入計上

７万９０００円、養育医療助成事業負担金過年度収入計上３１万５０００円、低

所得者保険料軽減県負担金過年度収入計上４万６０００円、児童手当負担金過年

度収入計上２０１万３０００円及び低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入計

上１１０万２０００円は、児童福祉及び介護保険事業に係る国県支出金について、

令和２年度決算に基づき精算するものでございます。 

 次に、２２款市債です。臨時財政対策債追加３億８８５０万円は、普通交付税

算定の決定に基づき追加するものでございます。 

 続きまして、債務負担行為の補正につきまして御説明いたしますので、１３ペ

ージを御覧いただきたいと存じます。第２表債務負担行為補正といたしまして、

指定管理者運営委託費は、伊勢原シティプラザほか３０施設について、令和４年

４月に指定管理者の更新を予定していることから、６億６７９５万８０００円を

限度額として、債務負担行為を追加するものでございます。新型コロナウイルス

ワクチン接種電話相談センター等業務委託費、新型コロナウイルスワクチン接種

運営業務委託費、新型コロナウイルスワクチン接種事業用品等借上料及び新型コ

ロナウイルスワクチン接種事務室用品借上料につきましては、今後、予定してお

ります３回目のワクチン接種における各経費について、それぞれ９９４２万３０

００円、１５２５万２０００円及び契約単価による額、２８９０万６０００円、

７３万７０００円をそれぞれ限度額といたしまして、債務負担行為を追加するも
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のでございます。児童コミュニティクラブ運営業務委託費は、令和４年４月から

市内６か所の児童コミュニティクラブについて運営委託を予定していることから、

２億３７００万円を限度額として、債務負担行為を追加するものでございます。

小学校給食調理業務委託費は、令和４年３月から高部屋小学校の給食調理業務の

委託を予定していることから、６９６０万円を限度額として、債務負担行為を追

加するものでございます。 

 続きまして、地方債の補正について御説明いたしますので、１４ページ、１５

ページを御覧ください。第３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、臨時財政対策債の限度額を１２億６０００万円から１６億４

８５０万円に変更するものでございます。これによりまして、起債限度額の合計

は、１８億９７０万円から２１億９８２０万円へ、３億８８５０万円の増額とな

ります。 

 以上が、一般会計補正予算についての説明でございます。 

 続きまして、６９ページを御覧いただきたいと存じます。 

○議案第６６号 令和３年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

        号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に５８３万７００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を９６億８７８３万７０００円とするもので

ございます。 

 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、８０ページ、８１

ページを御覧ください。 

 １款総務費は、職員給与費等を５８３万７０００円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御説明いたしますので、７８ペ

ージ、７９ページを御覧ください。 

 ６款繰入金です。職員給与費等繰入金追加５８３万７０００円は、職員給与費

等の追加に伴うものでございます。 

 続きまして、８９ページを御覧いただきたいと存じます。 

○議案第６７号 令和３年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に２億１６８３万

６０００円を追加し、歳入歳出の総額を７８億２６８３万６０００円とするもの

でございます。 

 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、１００ページ、１

０１ページを御覧いただきたいと存じます。 

 １款総務費は、職員給与費等を１６２万２０００円減額するものでございます。 

 次に、４款基金積立金です。介護給付準備基金積立金追加１億３２２２万８０

００円は、令和２年度における介護給付準備基金繰入金の余剰額が確定したこと

に伴うものでございます。 

 次に、６款諸支出金でございます。償還金追加２５０９万９０００円は、令和
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２年度に交付を受けました国県支出金等の精算に伴い、国の地域支援事業費交付

金等について、一部返還が生じたことによるものでございます。一般会計繰出金

追加６１１３万１０００円は、令和２年度における一般会計繰入金の余剰額が確

定したこと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いて御説明いたしますので、９８ページ、

９９ページを御覧ください。 

 ２款国庫支出金です。過年度分介護給付費国庫負担金追加６１４５万８０００

円は、令和２年度の保険給付費が確定したことに伴い、負担金の追加交付分を追

加するものでございます。 

 次に、６款繰入金です。介護給付費繰入金追加９８６万１０００円は、令和２

年度の保険給付費が確定したことに伴うものでございます。職員給与費等繰入金

減１６２万２０００円は、職員給与費等の減額に伴うものでございます。低所得

者保険料軽減繰入金追加１１９万４０００円は、令和２年度の第１号被保険者保

険料収入が確定したことに伴うものでございます。 

 次に、７款繰越金です。前年度繰越金追加１億４５９４万５０００円は、令和

２年度の実質収支が確定したことに伴うものでございます。 

 続きまして、１１１ページを御覧いただきたいと存じます。 

○議案第６８号 令和３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） 

 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５１８万１０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１４億６１８１万９０００円とするもの

でございます。 

 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、１２２ページ、１

２３ページを御覧いただきたいと存じます。 

 １款総務費は、職員給与費等を５１８万１０００円減額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いて御説明いたしますので、１２０ペー

ジ、１２１ページを御覧いただきたいと存じます。 

 ２款繰入金です。事務費繰入金減５１８万１０００円は、職員給与費等の減額

に伴うものでございます。 

 続きまして、恐れ入りますが、伊勢原市公共下水道事業会計補正予算及び予算

説明書をお開きいただき、５ページを御覧ください。 

○議案第６９号 令和３年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 第２条収益的収入及び支出の補正といたしまして、支出について、営業費用を

１１１４万７０００円減額するものでございます。第３条資本的収入及び支出の

補正といたしまして、支出について、建設改良費を１３４万４０００円増額する

ものでございます。 

 第４条議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、第

２条及び第３条の職員給与費の補正に伴い、議会の議決を経なければ流用するこ
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とのできない経費の額を補正するものでございます。 

 それでは、収益的収入及び支出における支出について説明いたしますので、 

１８ページ、１９ページを御覧ください。 

 第１款下水道事業費用、第１項営業費用、第６目総係費について、人事異動に

伴う職員数の減に伴い、１１１４万７０００円を減額するものでございます。 

 続きまして、資本的収入及び支出における支出について説明させていただきま

すので、２０ページ、２１ページを御覧いただきたいと存じます。第１款資本的

支出、第１項建設改良費、第４目建設総務費につきまして、人事異動等に伴い、

１３４万４０００円を増額するものでございます。 

 次に、８ページを御覧いただきたいと存じます。８ページから１７ページまで

の各財務諸表は、補正予算及び令和２年度決算認定に伴い、予算の実施計画、予

定キャッシュ・フロー計算書及び予定貸借対照表等の修正をするものでございま

す。 

 以上が、補正予算議案についての説明でございます。 

 続きまして、その他の議案２７議案について御説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただき、３３ページを御覧いただきたいと

存じます。 

○議案第７０号 伊勢原市コミュニティセンター（成瀬コミュニティセンター） 

        の指定管理者の指定について 

○議案第７１号 伊勢原市コミュニティセンター（伊勢原北コミュニティセンタ 

        ー）の指定管理者の指定について 

○議案第７２号 伊勢原市コミュニティセンター（伊勢原南コミュニティセンタ 

        ー）の指定管理者の指定について 

○議案第７３号 伊勢原市立地域集会所（八幡台集会所）の指定管理者の指定に 

        ついて 

○議案第７４号 伊勢原市立地域集会所（アイリスの丘集会所）の指定管理者の 

        指定について 

○議案第７５号 伊勢原市営自転車等駐車場の指定管理者の指定について 

○議案第７６号 伊勢原シティプラザの指定管理者の指定について 

○議案第７７号 伊勢原市福祉館（片町福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第７８号 伊勢原市福祉館（岡崎福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第７９号 伊勢原市福祉館（石倉福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第８０号 伊勢原市福祉館（池端福祉館）の指定管理者の指定について 

○議案第８１号 伊勢原市老人福祉センター阿夫利荘の指定管理者の指定につい 

        て 

○議案第８２号 伊勢原市老人憩の家（坪ノ内老人憩の家）の指定管理者の指定 

        について 

○議案第８３号 伊勢原市立武道館の指定管理者の指定について 
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○議案第８４号 伊勢原市児童館（善波児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第８５号 伊勢原市児童館（三ノ宮児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第８６号 伊勢原市児童館（大原児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第８７号 伊勢原市児童館（沼目児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第８８号 伊勢原市児童館（中央児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第８９号 伊勢原市児童館（高森児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第９０号 伊勢原市児童館（下谷児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第９１号 伊勢原市児童館（高森台児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第９２号 伊勢原市児童館（つきみの児童館）の指定管理者の指定につい 

        て 

○議案第９３号 伊勢原市児童館（七五三引児童館）の指定管理者の指定につい 

        て 

○議案第９４号 伊勢原市児童館（藤野児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第９５号 伊勢原市児童館（子易児童館）の指定管理者の指定について 

○議案第９６号 伊勢原市児童館（板戸児童館）の指定管理者の指定について 

 「議案第７０号、伊勢原市コミュニティセンター（成瀬コミュニティセンター）

の指定管理者の指定について」から、８５ページの「議案第９６号、伊勢原市児

童館（板戸児童館）の指定管理者の指定について」までの２７議案につきまして、

一括して御説明申し上げます。 

 これらの２７議案につきましては、公の施設３３施設の指定管理期間が、本年

度末をもって満了することから、引き続き指定管理者を指定することについて、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提案するものでございます。これ

らの公の施設の指定管理者につきましては、伊勢原市指定管理者候補者選定委員

会における選定結果を受け、引き続き、自治会をはじめとする各団体を候補者と

いたしました。なお、指定の期間は、２０施設が３年間、１施設が４年間、１２

施設が５年間でございます。 

 続きまして、報告案件２件についてでございます。いずれも市長の専決事項の

指定について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。 

 ８７ページを御覧いただきたいと存じます。 

○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） 

 事故の概要は、８８ページを御覧ください。令和２年１０月２３日に発生いた

しました道路の管理の瑕疵による事故に係るものでございます。 

 相手方配達用オートバイが市道区域内を走行中、道路中央の細型グレーチング

が跳ね上がり、車体底部に挟まったことで急停車したことから、相手方が防風用

のウインドスクリーンに顔面を強打し、受傷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、相手方治療費等に係る本市賠償額は

２２万４９１０円となります。なお、本市賠償額につきましては、保険により補
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塡されます。 

 続きまして、８９ページを御覧いただきたいと存じます。 

○報告第１８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） 

 事故の概要は、９０ページを御覧ください。令和３年５月２８日に発生いたし

ました道路の管理の瑕疵による事故に係るものでございます。 

 相手方配送車両が市道区域内を走行中、道路区域内にある羽根つきグレーチン

グが跳ね上がり、同車両の燃料タンクに損傷を与え、その損傷により発生した道

水路汚損箇所の清掃を相手方が行っ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、相手方車両修理費等に係る本市賠償額は６３万

６７４６円となります。本市賠償額につきましては、保険により補塡されます。 

 以上で、１２月定例会に提出いたします議案等につきましての説明を終わらせ

ていただきます。 

 なお、任期満了に伴います人権擁護委員候補者の推薦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。人権擁護委員である井

出惠子氏の任期が、令和４年３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、あらかじめ御承知おき

くださるようお願いいたします。 

 また、人事案件の上程時期でございますが、これまで、原則最終日に上程、採

決でお願いさせていただいておりましたが、前回、議会運営委員会から御意見を

踏まえまして、この１２月定例会から、人事案件の上程時期を一般質問の３日目、

採決を最終日とすることを原則とさせていただきたいと考えてございます。ただ

し、常勤特別職、副市長、教育長でございますが、この常勤特別職につきまして

は、これまでどおり、最終日に上程、採決とさせていただきたいと存じます。な

お、新任の場合につきましては、これまで同様、所信表明、質疑応答の機会を設

けさせていただきます。 

 また、こちらも御意見をいただいておりました、略歴書へ顔写真の掲示につい

てでございますが、令和４年の３月議会から対応させていただく予定でございま

す。具体的には、略歴書は、議案書から切り離しまして、別資料として配付させ

ていただくことを考えてございます。これに併せまして、令和４年３月定例会か

ら、議案書を市ホームページ上で公開してまいりたいと考えてございます。 

 以上で、私からの説明は終わりでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長【中山真由美議員】  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。（「なし」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。 

○議会事務局長【柴田康鑑】  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（１１月２４日）を御覧いただきたいと思います。 

 項番１、陳情の受理状況につきましては、陳情第１０号から陳情第１５号まで
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の陳情６件を受理しております。内容は、配付いたしました資料のとおりでござ

います。 

○委員長【中山真由美議員】  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します。 

○議会事務局長【柴田康鑑】  正副委員長と協議の上、付託表の案を２枚作成

し、配付してございます。 

 まず、１１月２９日分を御覧ください。「議案第６３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」の１議案につきましては、付託

省略。期末手当の支給基準日が１２月１日であり、１１月中に採決を行う必要が

あることから、初日に質疑、討論、採決をお願いするものです。 

 次に、１２月６日分を御覧ください。市長提出議案３３件は、付託省略。陳情

は６件で、陳情第１０号から陳情第１４号は教育福祉常任委員会、陳情第１５号

は総務常任委員会にそれぞれ付託。 

 以上でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  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。（「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【中山真由美議員】  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、議案の採決方法を議題といたします。 

 先ほど総務部長から説明がありましたが、１２月定例会には、指定管理者に関

わる議案が２７件提出されておりますことから、議案第７０号から議案第９６号

までを一括で採決してはいかがかと考えます。そのほかの議案は、従来どおり１

議案ごとに採決いたします。御意見等があれば、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。議案第７０号から議案第９６号までを一括で採

決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【中山真由美議員】  御異議ありませんので、議案第７０号から議案

第９６号までを一括で採決することに決定いたしました。 

 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。 

○議会事務局長【柴田康鑑】  会期の決定につきましては、過日原案をお示し
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し、御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、

お配りしてあります。会期は、１１月２９日から１２月２０日までの２２日間で

す。 

・１１月２９日 本会議 提案説明・議案審議（議案第６３号） 

・１１月３０日 一般質問通告期限正午 

・１２月 ６日 本会議 議案審議 

・１２月 ８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） 

・１２月１４日 本会議 一般質問 

・１２月１５日 本会議 一般質問 

・１２月１６日 本会議 一般質問 

・１２月２０日 本会議 最終日 

 以上でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  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御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【中山真由美議員】  御異議ありませんので、配付した内容で、１１

月２９日の本会議において、議長からお諮りします。 

 ここで、議長から御報告がございますので、お願いいたします。 

○議長【八島満雄議員】  去る１０月２０日付で、山田昌紀議員から、１０月

５日の９月定例会本会議において不穏当な発言があったため、発言の一部を取り

消したい旨の申出がありましたので、本会議初日に報告いたしますので、御承知

おきください。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  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、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

 

午前１０時１３分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和３年１１月２４日 
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                       委員長 中 山 真由美  


