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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成 28 年 12 月 15 日（木） 午前 11 時 15 分～午前 11 時 28 分 

会  場 委員会室 

 

１．出席者 

２番 神 谷 利 盛、   ７番 柴 田 耕 一、 ８番 幸 前 信 雄、  

12 番 内 藤 とし子、 15 番 小 嶋 克 文 

     オブザーバー 副 議 長、 

６番 黒 川 美 克、    ５番 長谷川 広昌、   11 番 神 谷 直 子 

 

２．欠席者 

   議長 

 

３．傍聴者 

   杉浦康憲、柳沢英希、杉浦辰夫、北川広人、鈴木勝彦、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 追加議案について 

 ２ 高浜市議会の議員の期末手当の支給割合の特例に関する条例について 

３ ３月定例会の日程について 

 ４ 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いたします。 

 

 市長挨拶 

副議長挨拶 

 

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、副委員長の神谷利盛委員を指名いたします。 

本日、御協議いただきます案件は、付議事項のとおりであります。市長より

議案の追加案件の依頼があり、案件が追加されておりますので御了承ください。 

 それでは、付議事項の順序に従い、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、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。案件といたしましては、補正予算１件及
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び一般議案１件の計２件をお願いするものでございます。 

初めに議案第 79 号、平成 28 年度高浜市一般会計補正予算（第６回）の概要

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。歳入歳出それぞれ 1,074 万円を

追加し、補正後の予算総額を 147 億 1,814 万５千円といたすものであります。 

８ページをお願いいたします。地方債補正は、小学校施設改修事業に係る事

業債の借入限度額を 4,700万円から 5,500万円に増額をいたすものであります。 

20 ページをお願いします。歳入について申し上げます。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す

るもので、20 款１項３目、教育債は、先ほど申し上げました事業債を増額いた

すものであります。 

22 ページをお願いいたします。歳出について申し上げます。10 款２項１目、

学校管理費の小学校維持管理事業は、高取小学校北校舎の普通教室におきまし

て、雨漏りが断続的に発生しており、応急的な修繕で対応してまいりましたが、

状況の改善が見られないことから、屋上防水改修工事費を計上いたすものであ

ります。 

以上が、高浜市一般会計補正予算（第６回）の概要でございます。 

次に、議案書をお願いいたします。 

議案第 81 号でございます。これは、市長、副市長及び教育長に係る期末手

当の支給割合を引き下げる特例を定めるもので、本定例会の議案第 71 号におい

て、年間の支給割合を 3.25 月分といたしたく提案をいたしているところでござ

いますが、0.3 か月分減額し、引き続き 2.95 か月分といたすものであります。

以上であります。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。 
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 市長挨拶 

委員長 当局の方は退席願います。お疲れ様でした。 

 

 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 79 号及び議案第 81 号につきましては、12 月 22 日、最終

日に、既に上程されております議案第 67 号から議案 78 号までの採決終了後、

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。説明は以上です。 

委員長 ただいま事務局が説明したとおり、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。 

 

 

２ 高浜市議会の議員の期末手当の支給割合の特例に関する条例について  

委員長 初めに、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（事務局長） それでは、恐縮でございますが、前回、12 月９日に開催され

ました議会運営委員会における私の発言について、その一部を委員会記録から

削除していただきたく、お願い申し上げるものでございます。 

 内容といたしましては、前回の各派会議において全会派の同意により、議員

の期末手当の支給割合を現状のまま維持することが決定されましたことを受け

まして、その後開催されました議会運営委員会において、高浜市議会の議員の
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期末手当の支給割合の特例に関する条例の全部改正について、その概要を御説

明申し上げたところでございます。 

 その中で、提案理由の部分についてまで私が言及いたしましたが、この部分

につきましては、事務局が説明を申し上げるべき内容ではなく、議会の皆様の

御協議により決定すべき事項であり、大変僭越でありましたので、会議録中、

「最後に、提案理由といたしましては、諸般の事情に鑑み、高浜市議会の議員

の期末手当の支給割合を引き下げるため、といたしております。」の文言を削除

させていただきたく、お願い申し上げるものでございます。よろしく、お取り

計らいくださいますよう、お願い申し上げます。以上です。 

委員長 ただいま、事務局より発言があったとおり、12 月９日開催の会議録の

一部を削除したいと思いますが、これ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 御異議がないようですので、会議録から削除させていただきます。 

 それでは特例条例について、12 月９日開催の各派会議において私から提案さ

せていただき、全ての会派から賛同いただいております。 

案につきましては前回の議会運営委員会で配付させていただき、中身につい

ても御確認いただいていると思います。それでは、オブザーバー委員を含め、

委員の皆さんより何か御意見がもしあればお願いいたします。それでは初めに、

市政クラブさん。 

意（２） 特に、意見はありません。 

委員長 次に、公明党さん。 

意（15） このままで、結構でございます。 

委員長 次に、共産党さん。 

意（12） 私どもも、特にありません。 

委員長 次に、市民クラブさん。 

意（６） 結構でございます。 

委員長 次に、開拓志さん。 
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意（５） 意見は、ございません。 

委員長 次に、大家族たかはまクラブさん。 

意（11） 特にありません、よろしくお願いします。 

委員長 ただいま、御意見を伺いましたが、全会一致ということになりました

ので、事務局から案を配付させていただきます。 

 

 事務局より資料配付 

 

委員長 ただいま、案を配付させていただきましたが、提出者、賛成者及び提

案理由についてですが、今年の３月定例会で特例条例を提出した際と同様、提

出者を議会運営委員長、賛成者をオブザーバー委員を含む他の議会運営委員と

し、提案理由については記載のとおり、「諸般の事情に鑑み、高浜市議会の議員

に係る期末手当の支給割合を引き下げるため」とすることで、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、そのように決定させていただきます。た

だいま御決定いただいた案で、最終日に上程させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 

 

３ ３月定例会の日程について 

委員長 事務局より説明願います。 

説（事務局 主査） それでは、お手元に平成 29 年３月高浜市議会定例会の会

期及び会議日程（案）を配付させていただいておりますので、ごらんいただき

たいと思います。 

 会期につきましては、２月 24 日から３月 24 日までの 29 日間とさせていただ

いております。 
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 告示につきましては２月 17 日、一般質問の締め切りを２月 20 日の午後５時

までとし、２月 24 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、施政方針、教育行政方針、議案上程、

説明の順で行います。 

 ２月 27 日及び 28 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、３月２日を第４日目としまして、補正予算の質疑、討論、採決、議案総

括質疑、予算特別委員会の設置、議案委員会付託を願い、３月８日、９日の２

日間、予算特別委員会を開き、平成 29 年度当初予算の審査をお願いします。３

月 14 日に総務建設委員会、15 日に福祉文教委員会、17 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

します。 

最終日の 24 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

る質疑、討論、採決、閉会の順でお願いします。説明は以上です。 

委員長 ただいま、事務局が説明しました（案）のとおり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（案）については、１月 25 日発行予定の「議会だよ

り」に掲載をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

４ その他 

委員長 皆さんのほうで、何かあればお願いいたします。 

 

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。 
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委員長挨拶 

 

 

                  閉会 午前 11 時 28 分 

 

 

        議会運営委員会委員長 

 

 

        議会運営委員会副委員長 


