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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成 26 年 11 月 25 日（火） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 25 分 

会  場 委員会室        

 

１．出席者 

４番 浅 岡 保 夫、  ７番 杉 浦 辰 夫、 １２番 内 藤 とし子、 

１４番 内 藤 皓 嗣、 １５番 小 嶋 克 文 

   オブザーバー 議 長、副議長、 

２番 黒 川 美 克、  １番 長谷川 広 昌 

           

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   柳沢英希、柴田耕一、幸前信雄、鈴木勝彦、鷲見宗重、小野田由紀子 

 

４．説明のため出席した者 

   市長、総務部長、９番 北川広人 

 

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２６年１２月定例会について 

２ その他 

 

７．会議経過 
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 委員長挨拶 

 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、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、副委員長の杉浦辰夫委員を指名いたします。 

 

 

 

《議 題》 

１ 平成２６年１２月定例会について 

（１）議案の説明について 

委員長 当局より説明を求めます。 

説（総務部） それでは、１２月定例会に付議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、諮問１件、同意２件、

承認２件、一般議案６件、補正予算６件の、合わせまして１７件をお願いする

ものでございます。 

まず、諮問第２号は、人権擁護委員、安藤照正（あんどう てるまさ）氏が、

平成２７年３月３１日で任期満了となりますことから、新たに、神谷章一（か

みや しょういち）氏を推薦いたしたく、御意見を求めるものでございます。

次に、同意第５号は、公平委員会委員、杉浦龍至（すぎうら たつし）氏の任

期満了に伴い、再度選任をいたしたく、御同意をお願いするものでございます。

同意第６号は、教育委員会委員、神谷久美子（かみや くみこ）氏が、平成２

６年１２月１９日で任期満了となりますことから、新たに、後藤恵理（ごとう 

えり）氏を任命いたしたく、御同意をお願いするものでございます。次に、承
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認第１号でございますが、これは、高浜南部公民館のエアコン幹線設備の故障

に伴う電気工事を緊急に行う必要が生じたため、当該工事費に係る高浜市一般

会計補正予算（第４回）を、１０月２２日、地方自治法第１７９条第１項の規

定により専決処分をさせていただきましたので、議会に御報告を申し上げ、御

承認をお願いするものでございます。次に、承認第２号でございますが、本年

１２月１４日に執行されます第４７回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査に伴う執行経費に係る高浜市一般会計補正予算（第５回）を、１１月

２１日、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をさせていただき

ましたので、議会に御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。 

次に、議案第５６号は、産科医療補償制度の見直しに伴い、健康保険法施行

令で規定いたします出産育児一時金の額を改定するものでございます。議案第

５７号は、工場立地法の改正により、条例で定めることができることとされた

緑地面積率等に関する準則を定めるものでございます。議案第５８号は、次代

の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の

一部を改正する法律の施行による児童扶養手当法の一部改正に伴い、条文の整

備を行うものでございます。議案第５９号は、高浜市自治基本条例、第１７条、

第３項の規定に基づき、まちづくり協議会に関し必要な事項を定めるものでご

ざいます。 

次に、議案第６０号及び議案第６１号は、今年度の人事院勧告に基づき、高

浜市議会議員に係る期末手当の支給割合と、職員の給料表の改定等を行うもの

でございます。次に、議案第６２号、平成２６年度高浜市一般会計補正予算（第

６回）でございます。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、７１１万４，０００円を追加し、補正後の予算総額を１４１億５０４

万１，０００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。債務

負担行為の補正でございます。まず、かわら美術館指定管理料につきましては、

本年４月の消費税率改定、また、当初の設定時において見込めなかった所要の

経費が必要となりましたことから、また、マシンスタジオ機器借上料につきま

しては、本年４月の消費税率改定により、借上機器の保守点検に係る部分の消

費税増税分が不足することに伴い、それぞれ増額分を新たな債務負担行為とし
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て設定するものでございます。４４ページをお願いいたします。歳入の主なも

のについて御説明申し上げます。１３款、１項、１目、民生費国庫負担金及び

１４款、１項、１目、民生費県負担金の補正は、障害者自立支援給付事業にお

ける扶助費の増額に伴い、それぞれの負担金について増額を行うものでござい

ます。１３款、２項、１目、総務費国庫補助金の減額は、６月補正で計上いた

しました社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に係るシステム整

備費補助金の交付決定に伴うものでございます。１４款、２項、２目、民生費

県補助金は、高浜市社会福祉協議会が実施する認知症高齢者グループホームの

整備が入札不調により年度内に実施されないことに伴い、当該整備に対する補

助金を減額するものであります。４６ページをお願いいたします。１６款、１

項、２目、民生費寄附金は、株式会社ジェイテクト田戸岬工場（たどみさきこ

うじょう）様より御寄附をいただきましたたかはま夢・未来基金指定寄附金と、

株式会社おとうふ工房いしかわ様より御寄附をいただきました食育推進事業指

定寄附金を、また、３目、総務費寄附金では、前市長、森貞述（もり さだの

り）様より御寄附をいただきました職員研修基金指定寄附金を、それぞれ計上

いたしております。 

次に歳出でございます。まず、人事院勧告に基づく給与改定等の職員の人件

費補正につきましては、７４ページ以降の給与費明細書にございますので、説

明は省略をさせていただきます。それでは、５０ページをお願いいたします。

歳出の主なものといたしましては、２款、１項、１６目、防犯対策費、防犯灯

施設事業におきまして、防犯灯の点検調査結果に基づき、老朽化により緊急に

対応を要する防犯灯の修繕及び工事費をお願いするものでございます。５４ペ

ージをお願いいたします。２款、８項、１目、基金費、基金運用事業では、利

子及び指定寄附金をそれぞれ積み立てを行うとともに、財源調整として財政調

整基金積立金の減額を行うものでございます。５６ページをお願いいたします。

３款、１項、８目、高齢者社会参加推進費、介護予防・生きがい活動支援事業

では、ふれあい福祉農園（高浜地区）の土地の返還に伴い、当該農園を洲崎公

園内に移設するための工事費を新たにお願いするものでございます。３款、１

項、９目、介護保険推進費、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業は、歳入で
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も申し上げましたが、高浜市社会福祉協議会が実施する認知症高齢者グループ

ホームの整備が入札不調により年度内に実施されないこととなったため、当該

整備に係る補助金を減額いたすものでございます。６２ページをお願いいたし

ます。４款、１項、３目、医療対策推進費、地域医療振興事業では、刈谷豊田

総合病院高浜分院の施設設備延命化に係る費用に対する補助金を新たにお願い

するものでございます。以上が平成２６年度高浜市一般会計補正予算（第６回）

の概要でございます。続きまして、議案第６３号から議案第６６号までの、特

別会計補正予算について御説明を申し上げます。補正予算書の１２ページ、１

３ページをお願いいたします。議案第６３号、平成２６年度高浜市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２回）でございます。歳入では、職員給与費等繰

入金の額を増額し、歳出では、職員の人事交流等に伴う職員人件費の増額と、

保険事業費において、医療費の適正化及び効果的な健康保持増進を推進するた

めのデータヘルス計画の策定費用を新たに計上するとともに、国民健康保険支

払準備基金積立金の減額を行うものでございます。次に、１８ページ、１９ペ

ージをお願いいたします。議案第６４号、平成２６年度高浜市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１回）でございます。歳入では、一般会計繰入金の減額

と前年度繰越金を計上し、歳出では、主に職員の人事交流等に伴う職員人件費

の減額と、汚水施設建設事業費の増額を行うものでございます。次に、２４ペ

ージ、２５ページをお願いいたします。議案第６５号、平成２６年度高浜市介

護保険特別会計補正予算（第２回）でございます。第１表は、保険事業勘定で、

歳入では、一般会計繰入金の額を増額し、歳出では、主に職員の人事交流等に

伴う職員人件費の増額と、居宅介護サービス給付費の減額、介護予防サービス

給付費の増額を行うものでございます。２６ページ、２７ページをお願いしま

す。第２表は、サービス事業勘定で、歳入では、職員給与費等繰入金の額を減

額し、歳出では、主に職員の人事交流等に伴う職員人件費の減額を行うもので

ございます。次に、３２ページ、３３ページをお願いいたします。議案第６６

号、平成２６年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算 （第２回）でござい

ます。歳入では、職員給与費等繰入金の額を増額し、歳出では、職員の人事交

流等に伴う職員人件費の増額を行うものでございます。最後になりますが、議
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案第６７号、平成２６年度高浜市水道事業会計補正予算（第２回）でございま

す。別冊となっております補正予算書、３ページをお願いいたします。今回の

補正は、減価償却費の確定のほか、借入金利子償還額の確定、職員の人事交流

等に伴う職員人件費の補正を行うものでございます。以上が１２月定例会に付

議させていただきます案件でございます。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。 

 

 市長挨拶 

 

委員長 御苦労さまでした。当局の方は御退席を願います。 

 

 当 局 退 席 中 

 

 

 

（２）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） それでは、説明させていただきます。１２月定例会の会期及び

会議日程につきましては、既に９月１９日開催の議会運営委員会で決定をいた

だいておりますが、会期につきましては、１２月２日から１２月１９日までの

１８日間でございます。議案の取り扱いにつきましては、１２月２日の本会議

初日において、諮問第２号、同意第５号、第６号、承認第１号、第２号の各案

件を即決で願い、引き続いて、議案の上程、説明を受けます。１２月４日と５

日の２日間は、一般質問を行い、一般質問終了後に関連質問を願い、１２月９

日の第４日目は、議案第６０号を除く議案の総括質疑、議案の委員会付託を行



 8 

った後、議案第６０号の質疑、討論、採決をお願いします。１２月１１日の総

務建設委員会においては、議案第５６号から議案第５８号の条例関係の３議案、

並びに、議案第６２号から議案第６４号、議案第６６号及び第６７号の補正予

算関係の５議案を審査願い、１２月１２日の福祉文教委員会においては、議案

第５９号及び議案第６１号の条例関係の２議案、並びに、議案第６２号及び議

案第６５号の補正予算関係の２議案を審査願います。１２月１５日の公共施設

あり方検討特別委員会においては、当局より経過報告等を行います。なお、補

正予算につきましては、公共施設あり方検討特別委員会申し合わせ事項に規定

されます、正副議長、両常任委員会委員長、公共施設あり方検討特別委員長の

協議調整を行った結果、１２月定例会では、公共施設あり方検討特別委員会に

は補正予算を付託しないということが決定されております。補正予算に係る付

託常任委員会区分を明示したものを、議会運営委員会終了後、別途配布させて

いただきますので、御了承をお願いします。最終日の１２月１９日は、委員長

報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決の順に行います。なお、議員提出

されました議案第６８号、高浜市みんなで三州瓦をひろめよう条例の制定につ

いては、この後、取り扱いを御協議いただきたいと思います。また、４日目に

議案第６０号の質疑、討論、採決を行うことになりますので、議案第６０号の

討論につきましては、１２月８日、月曜日の午後５時までに議長宛てに討論通

告書を提出いただくようお願いします。４日目の付議事項が変更となりました

ことから、変更後の１２月定例会の会期及び会議日程につきましては、議会運

営委員会終了後、全議員及び関係者に配布をさせていただきます。以上でござ

います。 

委員長 ただいまの事務局が、説明がありました案のとおり決めさせていただ

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 異議もないようですので、案のとおり決定させていただきます。 
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（３）一般質問の受付について 

委員長  一般質問の受付は、議会運営に関する申し合わせにより、１１月２

６日、水曜日の午前８時３０分から１１月２８日、金曜日、午後５時までとい

たします。質問の順序は、受付順といたします。ただし、１１月２６日、午前

８時３０分以前に２人以上のある場合は、抽選により質問の順序を決めさせて

いただきます。なお、事務局より議事の都合上、できるだけ１１月２７日まで

に提出するよう依頼がありましたので、御協力をお願いをいたします。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 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）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

委員長 本日までに提出のありましたのは、陳情書８件であります。陳情第８

号から陳情第１５号につきまして、付託先の委員会を事務局から発言を願いま

す。 

発（事務局） それでは、お手元に陳情文書表（案）と各陳情書の写しを配布

させていだいておりますが、提出されました陳情８件の付託委員会につきまし

ては、陳情第８号、「福祉・国保・医療など社会保障の施策拡充についての陳情」、

陳情第１３号、「『商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充』

についての陳情」、陳情第１４号、「高浜市商工会事業活動支援についての陳情」、

陳情第１５号、「創業支援強化についての陳情」、以上、４件につきましては、

総務建設委員会に付託、陳情第９号、「生活保護・介護など社会保障の施策拡充

についての陳情」、陳情第１０号、「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・

大幅増員を求める陳情」、陳情第１１号、「介護従事者の処遇改善を求める陳情」、

陳情第１２号、「愛知県看護職員１５万人体制などの実現を求める陳情」、以上、
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４件につきましては、福祉文教委員会に付託するということでお願いいたしま

す。 

委員長  ただいま、各陳情の付託委員会について、事務局より発言があり 

ましたが、そのよう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 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。 

 

 

（５）高浜市みんなで三州瓦をひろめよう条例の制定について 

委員長 提出者の北川議員から提案説明を願います。 

説（提出者 北川広人議員） 議案第６８号でございますけども、高浜の基幹

的な産業であり、高浜の地場産業でもある三州瓦でありますけども、近年では

住宅着工件数の減少や新しい屋根材の開発等によって販売枚数は減少しておる

ような状況にございます。これらを踏まえて、古くから高浜の発展の礎となっ

て、高浜の成長を支えてきた三州瓦を効果的にＰＲし、普及させていくことで、

窯業文化、伝統文化への理解の促進に寄与すること目的に掲げ、高浜市と事業

者が三州瓦を普及させるための取り組みを進め、議会、市民は、こうした取り

組みに協力するよう努めることをそれぞれ規定するもので、全６条での構成と

なっております。よろしくお願いをいたします。 

委員長 ただいまの説明にありました件に関して、質疑がありましたら、お願

いします。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、この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） 議員提出議案であります。議案第６８号、高浜市みんなで三州
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瓦をひろめよう条例の制定については、総務建設委員会に付託したいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

委員長 ただいまの説明に対して、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、この取り扱いについては、総務建設委員会に付託というこ

とで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 異議もないようですので、そのように決定いたします。 

 

 

２ その他 

委員長 私の方から今後の議会運営委員会の日程等についてお願いいたします。

まず、１２月９日の火曜日、本会議第４日の終了後、各常任委員会での自由討

議に付する案件を選定するため、各派会議の開催後、議会運営委員会を開催い

たしますので、御予定を願います。次に、平成２７年３月定例会の日程を決定

いたしたいと思いますので､その日程を決定する議会運営委員会の開催日を御

協議いただきたいと思います。案といたしまして、１２月１５日、月曜日、公

共施設あり方検討特別委員会終了後に開催いたしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 よろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 
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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。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２５分 

 

           議会運営委員会委員長 

 

 

           議会運営委員会副委員長 


