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会 議 名 議会運営委員会 

開閉日時 平成 31 年２月 21 日（木） 午後２時 00 分～午後２時 11 分 

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

１番 杉浦康憲、９番 杉浦辰夫、11 番 神谷直子、12 番 内藤とし子、 

15 番 小嶋克文 

オブザーバー 議長（14 番）鈴木勝彦、副議長（３番）柳沢英希、 

６番 黒川美克、７番 柴田耕一、８番 幸前信雄 

           

２．欠席者 

なし 

 

３．傍聴者 

２番 神谷利盛、４番 浅岡保夫、13 番 北川広人、16 番 小野田由紀子 

 

４．説明のため出席した者 

市長、総務部長、行政ＧＬ 

 

５．職務のため出席した者 

議会事務局長、書記２名 

 

６．付議事項 

 １．平成 31 年３月定例会の追加議案について 

（１） 議案の説明について 

（２） 議案の取り扱いについて 

２．予算特別委員会委員の選任について 

３．その他 
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７．会議経過 

 

委員長挨拶 

  

委員長 ただいまの出席委員は全員であります。よって、本委員会は成立いた

しましたので、これより議会運営委員会を開会します｡ 

 

 市長挨拶 

 議長挨拶 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の杉浦康憲委員を指名いたします。 

 本日、御協議いただきます案件は、お手元に配付されております付議事項の

とおりであります。 

 

 

《議 題》 

１ 平成 31 年３月定例会の追加議案について 

（１） 議案の説明について 

委員長 当局の説明を求めます。 

説（総務部） ３月定例会に追加提案をいたします、案件の御説明を申し上げ

ます。補正予算１件をお願いするものでございます。 

議案第 39 号、平成 30 年度一般会計補正予算（第９回）について、御説明を

申し上げます。補正予算書の５ページをお願いいたします。今回の補正は、歳

入歳出それぞれ９億 4,558 万 4,000 円を追加し、補正後の予算総額を 185 億



 4 

4,270 万 6,000 円といたすものであります。 

８ページをお願いします。繰越明許費は、10 款２項、小学校空調設備設置工

事事業、３項、中学校空調設備設置工事事業及び５項、吉浜公民館ホール空調

機更新工事事業は、年度内の完了が見込めないことにより、平成 31 年度に繰り

越すものであります。５項、勤労青少年ホーム跡地発生土等運搬処理業務委託

事業は、第１回臨時会において、勤労青少年ホーム跡地発生土等運搬処理費等

負担金の債務負担行為補正の御可決をいただきましたが、発生土の一部を市が

実施主体として運搬・処理する必要が生じたことから、その部分を本年度の事

業費として計上するとともに、当該事業費を平成 31 年度に繰り越すものであり

ます。 

なお、本来なら第１回臨時会で御可決いただきました勤労青少年ホーム跡地

発生土等運搬処理費等負担金の債務負担行為の補正を合わせて行うところです

が、平成 31 年度当初予算との関連上、平成 31 年度の補正予算において当該当

初予算計上額を減額補正させていただく予定でありますので、よろしくお願い

申し上げます。 

10 ページをお願いいたします。地方債補正は、中段の小学校空調設備設置事

業及び中学校空調設備設置事業、下段の吉浜公民館ホール空調機更新事業は、

新たに限度額を設定し、下段の幼稚園空調設備設置事業は、補助金の額の決定

に伴い減額いたすものであります。 

22 ページをお願いします。歳出について申し上げます。13 款２項６目、教

育費国庫補助金は、小中学校における空調設備設置工事費の計上等に伴い、ブ

ロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を新たに計上いたすものであります。 

24 ページをお願いします。２款８項１目、基金費は、今回の補正予算の財源

調整として、財政調整基金積立金を減額いたすものであります。 

10 款２項、小学校費及び３項、中学校費は、小中学校の児童生徒が意欲を持

って学べる学習環境を整えるため、小学校の空調設備設置工事費として５億

6,310 万 7,000 円を、中学校の空調設備設置工事費として３億 7,631 万 3,000

円を計上いたすものであります。 

10 款４項、幼稚園費は、補助金の額の決定に伴い、地方債を減額する財源更
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正をいたすものであります。 

10 款５項２目、生涯学習機会提供費の生涯学習施設管理運営事業は、吉浜公

民館の２階ホールの空調機が故障したため、更新工事費として 1,292 万 6,000

円を計上するほか、４目、青少年育成・活動支援費の勤労青少年ホーム管理事

業では、勤労青少年ホーム解体工事及び南テニスコート撤去工事における発生

土等のうち、市が実施主体として運搬・処理する費用として勤労青少年ホーム

跡地発生土等運搬処理業務委託料 4,253 万 6,000 円を計上いたすものでありま

す。 

最後になりますが、２月 14 日の議会運営委員会において、小中学校空調設

備設置事業に係る補正予算につきまして、本会議５日目にお願いする予定であ

ることを申し上げましたが、本会議４日目に提案をさせていただくことができ

ましたので、御提案いたすものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

以上が一般会計補正予算（第９回）の概要でございます。 

委員長 ただいまの説明に対する、質疑を許します。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 ないようでしたら。 

 

市長挨拶 

 

委員長 当局の方は、退席願います。御苦労さまでした。 

 

当局退席 

 

 

（２） 議案の取り扱いについて 

委員長 事務局より説明願います。 

説（事務局 主査） それでは、説明させていただきます。 
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 ただいま説明のありました議案第 39 号につきましては、総務部長から説明が

あったとおり、２月 28 日の本会議において、本日、上程、説明のあった議案第

２号から議案第 38 号までの議事終了後に上程、説明を受け、全体による質疑後、

委員会付託を省略し、討論、採決の順でお願いしたいと思います。 

説明は、以上です。 

委員長 ただいま、事務局が説明したとおりに決めさせていただいてよろしい

でしょうか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

 

２ 予算特別委員会委員の選任について 

委員長 去る２月 14 日の各派会議において、予算特別委員会委員の御決定をい

ただいておりますが、その後、変更がございましたら御報告を願います。まず

市政クラブさん、杉浦康憲議員。 

意（９） 変更ありません。 

委員長 次に公明党さん、小嶋克文議員。 

意（15） ありません。 

委員長 次に共産党さん、内藤とし子議員。 

意（12） ありません。 

委員長 以下、参考までに市民クラブさん、黒川美克議員。 

意（６） うちも変わりありません。 

委員長 次に高志クラブさん、幸前信雄議員。 

意（８） ありません。 

委員長 次に青政会さん、柴田耕一議員。 

意（７） ありません。 

委員長 変更もないようですので、予算特別委員会委員について、事務局より
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報告願います。 

説（事務局 主査） 予算特別委員会委員の構成メンバーについて、御報告さ

せていただきます。 

 予算特別委員会の委員は、神谷利盛議員、柳沢英希議員、浅岡保夫議員、黒

川美克議員、柴田耕一議員、杉浦辰夫議員、神谷直子議員、小嶋克文議員の８

名となります。 

委員長 予算特別委員会委員に、ただいま事務局から報告のありました８名を

２月 28 日の本会議第４日目において、議長より指名することに御異議ございま

せんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議もないようですので、そのように決定いたします。 

 

 

３ その他 

委員長 初めに本日、高浜市議会委員会条例の一部改正について、と書かれた

議案形式のＡ４縦の資料及びＡ４横の新旧対照表、計２枚配付してありますの

で、そちらをごらんください。 

 本定例会において、高浜市事務分掌条例の一部改正についてが上程されまし

たが、これに伴い、総務建設委員会の所管について、市民総合窓口センターの

名称が市民部に改められることを受け、高浜市議会委員会条例の一部を改正す

るものであります。 

改正内容としては、第２条第２項第１号イ中の「市民総合窓口センター」を

「市民部」に改めるものであります。機械的な条文の整備ではありますが、本

日は、お持ち帰りいただいて３月 14 日、公共施設あり方検討特別委員会終了後

に開催いたします議会運営委員会にて、改めて御意見を伺いたいと思いますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

ほかに皆さんのほうで、何かあればお願いします。 
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意 見 な し 

 

委員長 なければ、以上をもって議会運営委員会を終了いたします。 

 

 

 委員長挨拶 

 

閉会 午後２時 11 分 

 

 

議会運営委員会委員長 

 

 

 

議会運営委員会副委員長 


