議会運営委員会会議録

開閉日時

平成 29 年 12 月 6 日（水）

会

高浜市議場

場

午後 3 時 31 分～午後 3 時 42 分

１．出席者
３番

柳沢英希、12 番

16 番

小野田由紀子

オブザーバー
６番

内藤とし子、14 番

鈴木勝彦、

議長（９番）杉浦辰夫、副議長（７番）柴田耕一、

黒川美克、８番

幸前信雄

２．欠席者
１番

杉浦康憲

３．傍聴者
２番

神谷利盛、４番

15 番

小嶋克文

浅岡保夫、11 番

神谷直子、13 番

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

２

平成 29 年 12 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

その他
2

北川広人

７．会議経過

委員長挨拶

委員長

ただいまの出席委員は、多数であります。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

異議なしと認め、副委員長の柳沢英希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。それでは、案件の順序に従い、逐次進めてまいりたいと思
いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

《議
１

題》
平成 29 年 12 月定例会の追加議案について

（１）
委員長

追加議案の説明について
当局の説明を求めます。

説（総務部長）

それでは、12 月定例会に追加提案をさせていただきます案件

につきまして、御説明を申し上げます。提出予定案件一覧表をお願いいたしま
す。案件といたしましては、一般議案３件、補正予算６件の計９件をお願いす
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るものでございます。
議案書をお願いいたします。議案第 75 号及び議案第 76 号は、市議会の議員
及び常勤特別職に係る期末手当の支給割合を改定するもので、平成 29 年度の
12 月期にあっては、100 分の 170 を 100 分の 175 に、平成 30 年度については、
６月期にあっては、100 分の 155 を 100 分の 157.5 に、12 月期にあっては 100
分の 175 を 100 分の 172.5 とするものであります。
議案第 77 号は、人事院勧告に基づき、職員の勤勉手当の支給割合及び給料
表の改定等を行うもので、勤勉手当については、平成 29 年度の 12 月期にあっ
ては、100 分の 85 を 100 分の 95 に、平成 30 年度については、６月期にあって
は、100 分の 85 を 100 分の 90 に、12 月期にあっては、100 分の 95 を 100 分の
90 とするほか、給料表について別表第１のとおり改定をするものであります。
続きまして議案第 78 号、一般会計補正予算（第７回）につきまして御説明
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 160 万円を追加し、補正後の予算総額を 145 億 3,863 万 5,000
円といたすものであります。
44 ページをお願いいたします。歳入について申し上げます。16 款１項２目、
民生費寄附金は、愛知グレースライオンズクラブ会長鈴木淑子様から 30 万円を、
３目、教育費寄附金は、元市職員中根忠義様から 30 万円を、４目、総務費寄附
金は、前市長森貞述様から 100 万円をいただいたものであります。
次に、歳出について申し上げます。48 ページをお願いします。２款８項１目、
基金費は、御寄附いただきました指定寄附金の積み立てと、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。
58 ページをお願いします。10 款２項２目、教育振興費の小学校教育振興事
業は、中根忠義様からいただきました寄附金を充当して楽器を購入いたすもの
であります。
なお、人事院勧告に基づく給与改定の内訳につきましては、60 ページから
66 ページまでの給与費明細書のとおりでございます。
以上が、一般会計補正予算（第７回）の概要でございます。
次に、議案第 79 号から議案第 83 号につきましても、これは人事院勧告に基
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づく補正でございます。説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げま
す。
委員長

質

ただいまの説明に対する質疑を許します。

疑

委員長

な

し

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）
委員長

追加議案の取り扱いについて
事務局より説明を願います。

説（事務局

主査）

それでは、説明をさせていただきます。ただいま説明の

ありました議案第 75 号から議案第 83 号までにつきましては、12 月８日、第４
日目に、既に上程された議案の総括質疑及び議案の委員会付託後に上程、説明、
総括質疑を行い、12 月 12 日開催の総務建設委員会には議案第 78 号を付託。12
月 13 日開催の福祉文教委員会には、議案第 75 号から議案第 83 号までの９議案
を付託するということでお願いしたいと思います。
なお、議案第 78 号につきましては、付託委員会区分を明示したものを別途
配付させていただいておりますので、御了承をお願いします。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決めさせていただいてよろしいで

しょうか。
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「異議なし。」と発声するものあり。

委員長

２

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。

その他

委員長

初めに、私から１点お願いいたします。先ほど、当局より議案第 75

号について、平成 29 年度、平成 30 年度以降で、それぞれ議員の期末手当の支
給割合が引き上げられるという説明がありました。しかしながら、平成 29 年度
については昨年 12 月定例会において、６月期については、100 分の 140、12 月
期については、100 分の 155 に引き下げるという特例条例を全会一致で議員提
案し、可決しております。
そこで、平成 29 年度については、100 分の 155 に引き下げる特例条例を最終
日に議員提案し、平成 30 年度以降については昨年協議していませんので、今後
協議していくという形にしてはどうかと思います。
この件について、各会派から御意見を伺いたいと思います。初めに市政クラ
ブさん、柳沢英希委員。
意（３）
委員長
意（16）
委員長
意（12）
委員長
意（６）
委員長
意（８）
委員長

そのようでよろしいと思います。
次に公明党さん、小野田由紀子委員。
異議ございません。
次に共産党さん、内藤とし子委員。
はい、いいです。
参考までに、次に市民クラブさん、黒川美克議員。
異議なし。
次に高志クラブさん、幸前信雄議員。
いいです、これで。
それでは、平成 29 年度 12 月期、期末手当の支給割合については、100

分の 155 に引き下げるということで、最終日に議員提案していきたいと思いま
すが、御異議ございませんか。
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「異議なし。」と発声するものあり。

委員長

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。

４日目終了後と、公共施設あり方検討特別委員会終了後に議会運営委員会が
開催されますので、その際に案を提示させていただき、全会派で提出という形
にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、事務局より発言を求められておりますので、これを許可します。
説（事務局

主査）

11 月 21 日開催の議会運営委員会において、陳情第 13 号

及び陳情第 14 号の提出者より意見陳述の申し出があり、付託委員会において意
見陳述を行う旨の御了承をいただいておりましたが、その後、陳情第 13 号及び
陳情第 14 号の提出者より仕事の都合がつかないため、意見陳述については取り
下げたいと申し出がありましたので、御報告させていただきます。以上です。
委員長

これは報告ですので、御了承願います。

それでは、皆さんのほうで何かあればお願いいたします。

意

委員長

見

な

し

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

議会運営委員会委員長

議会運営委員会副委員長
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午後 3 時 42 分

