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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成 29 年６月 22 日（木） 午前 10 時 45 分～午前 10 時 57 分 

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

１番 杉浦康憲、３番 柳沢英希、12 番 内藤とし子、14 番 鈴木勝彦、 

16 番 小野田由紀子 

オブザーバー 議長（９番）杉浦辰夫、副議長（７番）柴田耕一、 

５番 長谷川広昌、６番 黒川美克、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、10 番 杉浦敏和、11 番 神谷直子、 

13 番 北川広人、15 番 小嶋克文 

 

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．追加議案について 

（１）追加議案の説明について 

(２) 追加議案の取り扱いについて 

  ２．９月定例会の日程について 
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  ３．その他 

 

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いたします。 

 

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、御協議いただく案件は、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、逐次進めてまいりますので、よろしく御協力をお願いいたしま

す。 

 

 

《議 題》 

１．追加議案について 

（１）追加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） それでは、６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。 
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案件といたしましては、補正予算１件をお願いするものでございます。議案

第 44 号、平成 29 年度一般会計補正予算（第２回）につきまして、補正予算書

の５ページをお願いします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億 3,425 万円

を追加し、補正後の予算総額を 141億 6,783万９千円といたすものであります。 

18 ページをお願いします。歳入でありますが、17 款１項１目、基金繰入金

は、今回の補正予算の財源調整として、財政調整基金繰入金を増額いたすもの

であります。 

次に、歳出について申し上げます。20 ページをお願いします。２款２項１目、

賦課徴収費は、市税賦課事業において、３月決算法人の法人市民税について、

予定申告に対する還付金が発生することが判明をいたしましたので、速やかに

還付できるよう、還付加算金と合わせて予算計上いたすものであります。 

主な内容を申し上げますと、株式会社豊田自動織機の平成 29 年３月期決算

に伴い、今年度末が提出期限であります法人市民税の確定申告において、申告

すべき額が約１億 6,900 万円と見込まれますことから、平成 28 年 11 月末の予

定申告に基づく予定納付額として、既に納付されております２億 9,923万 5,200

円を清算し、差額の約１億 3,000 万円を還付加算金と合わせて還付するもので

あります。 

10 款２項１目、学校管理費は、小学校維持管理事業において、港小学校職員

室の空調機の故障に伴う空調機更新工事費を計上いたしております。 

以上が、６月定例会に追加提案させていただきます案件の概要でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

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 
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委員長 当局の方は退席を願います。御苦労さまでした。 

 

 当 局 退 席 

 

 

(２) 追加議案の取り扱いについて 

委員長 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 44 号につきましては、６月 29 日の最終日に、既に上程され

ております案件の採決終了後、上程、説明を受け、委員会付託を省略し、質疑、

討論、採決の順に行いたいと思います。説明は、以上でございます。 

委員長 ただいまの事務局の説明に対して、説明したとおり決定してよろしい

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。 

 ここで、議長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

意（議長） ただいま議題となっております議案第 44 号、平成 29 年度高浜市

一般会計補正予算（第２回）の内容につきましては、先ほど総務部長から補正

理由等について説明があったとおりであります。 

 ついては、先に正副議長と当局とで協議した結果、このあと議案説明会は開

催しないこととさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

２．平成 29 年９月定例会の日程について 

委員長 事務局より説明を願います。 

説（事務局 主査） それでは、お手元に平成 29 年９月高浜市議会定例会の 

会期及び会議日程の（案①）から（案③）までを配付してありますので、そち
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らをごらんください。 

 （案①）及び（案②）につきましては、本年３月 17 日開催の議会運営委員会

において、参考として配付させていただいたものですが、（案①）につきまして

は、市長選の結果により、告示時点と開会時点で市長が変わる可能性があるこ

と、（案②）につきましては、他の公務等により決算特別委員会が飛び石開催と

なってしまうことなどの問題があり、新たに（案③）を作成させていただきま

した。 

 （案③）につきましても、決算特別委員会の間に衣浦衛生組合議会の決算概

要説明会が開催されるため、例年のような３日連続の日程ではありませんが、

他の２案と比べ問題が少ないと考えますので、事務局としては、（案③）でお願

いしたいと考えております。 

 それでは、（案③）の会期及び会議日程を説明させていただきます。会期につ

きましては、９月 19 日から 10 月 17 日までの 29 日間。告示につきましては９

月 11 日、一般質問の締め切りを９月 15 日の午後５時までとさせていただきた

いと思います。 

なお、一般質問の通告については、できれば 13 日までにお願いしたいと思

います。 

 ９月 19 日に本会議第１日目を開催し、開会、市長招集挨拶、会議録署名議員

の指名、会期の決定、諸報告、市長所信表明演説、議案上程、説明の順で行い

ます。 

 21日及び 22日の２日間を一般質問、一般質問終了後に関連質問をお願いし、

25 日を第４日目としまして、総括質疑、決算特別委員会の設置、議案の委員会

付託を願い、例年であれば、１日空けて決算特別委員会の開催をお願いしてい

るところですが、今年につきましては、26 日、27 日及び 29 日の３日間、決算

特別委員会の開催をお願いします。 

 10 月４日に総務建設委員会、10 月 10 日に福祉文教委員会、11 日に公共施設

あり方検討特別委員会を、いずれも午前 10 時から開き､それぞれ付託案件の審

査をお願いいたします。 

 10 月 17 日、第５日目につきましては、委員長報告、委員長報告に対する質
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疑、討論、採決、閉会の順でお願いをするものであります。説明は以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま、事務局が説明しました（案）のとおりに、決定させていた

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、（案）のとおりに決定させていただきま

す。 

 なお、会期及び会議日程については、７月 25 日発行予定の議会だよりに掲載

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

３．その他 

委員長 初めに、臨時会の日程について、お願いいたします。 

先ほど、市長より７月 24 日に臨時会を開催したいとの依頼がありました。

仮に、24 日に臨時会を開催する場合、通常であれば、１週間前の７月 17 日に

告示、議会運営委員会を開催するわけですが、17 日は祝日の海の日ですので、

17 日は告示のみを行い、議会運営委員会は 18 日の午前 10 時から開催したいと

思います。 

７月は、常任委員会の視察、議長会等により、非常にスケジュールが詰まっ

ておりますので、その点を十分に御理解をいただいた上で、ただいま説明した

案について、皆さんのほうから御意見があればお願いいたします。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは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。 

それでは、皆さんのほうから何かあればお願いいたします。 
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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 午前 10 時 57 分    

 

議会運営委員会委員長 

 

 

議会運営委員会副委員長 

 


