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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時  平成 22 年２月 22 日（月） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 25 分 

会  場  委員会室 

 

１．出席者 

３番 杉 浦 敏 和、 ８番 内 藤 皓 嗣、 １４番 井 端 清 則、 

１８番 小野田 由紀子 

   オブザーバー 議 長、副議長、 

１６番 神谷 宏、   ９番 神 谷 ル ミ 

 

２．欠席者 

   オブザーバー ７番 杉 浦 康 之 

 

３．傍聴者 

   幸前信雄、杉浦辰夫、北川広人、寺田正人、水野金光、内藤とし子、 

岡本邦彦、小嶋克文 

 

４．説明のため出席した者 

   市長、行政管理部長、文書管理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２２年３月定例会について 

  （１）議案の説明について 

  （２）議案の取り扱いについて 

  （３）一般質問の受付について 
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（４）予算特別委員会委員の指名について 

  （５）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

  （６）衣浦衛生組合議会議員の補欠選挙について 

   ２ その他 

 

７．会議経過 

 

委員長挨拶 

 市長挨拶 

議長挨拶 

 

《議 題》 

１ 平成２２年３月定例会について 

（１）議案の説明について 

行政管理部長 それでは、３月定例会に付議させていただきます案件について、

御説明申し上げます。案件といたしましては、諮問が１件、同意が４件、一般

議案が９件、補正予算が９件、当初予算が９件及び報告２件の計３４件をお願

いするものでございますので、よろしくお願い申し上げます。始めに、諮問の

第１号は、人権擁護委員岡本澄雄氏が、平成２２年６月３０日で任期満了とな

りますので、再度推薦いたしたく、諮問させていただくものであります。次に、

同意第１号は、固定資産評価員神谷坂敏の辞職に伴い、その後任に、森野隆を

選任いたしたく、御同意をお願いするものであります。同意第２号及び同意第

３号は、副市長杉浦幸七及び後藤泰正が平成２２年３月３１日で任期満了とな

りますので、再度選任いたしたく、御同意をお願いするものであります。同意

第４号は、固定資産評価審査委員会委員荒川明人氏が平成２２年３月３１日で

任期満了となりますので、再度選任いたしたく、御同意をお願いするものであ

ります。次に、議案第１号及び議案第２号は、海部郡七宝町、美和町及び甚目

寺町を廃し、その区域が本年３月２２日をもって、あま市になること等に伴い、

愛知県後期高齢者医療広域連合規約及び愛知県市町村職員退職手当組合規約に
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ついて、条文の整備を行うものであります。なお、諮問１件及び同意４件のほ

か、議案第１号及び議案第２号につきましては、その施行日が本年３月２２

日でありますことから、それ以前の規約改正が必要となりますので、これら

につきましては、３月定例会初日に、御意見、御同意あるいは御議決を賜り

ますよう、お願いを申し上げるものでございます。次に、議案第３号は、個

人市民税及び固定資産税の納期前納付奨励金の交付、いわゆる前納報奨金制度

を廃止するものでございます。議案第４号は、国の一般職の職員の給与に関す

る法律等の一部改正に伴い、１カ月の時間外勤務が６０時間を超える場合にお

ける時間外勤務手当の支給割合を改正するとともに、時間外勤務代休時間の新

設を行うものでございます。次に議案第５号は、現下の社会経済情勢にかんが

み、平成２２年度における市長及び副市長の給料月額について、市長にあって

は２０％を、副市長にあっては１０％を減額するものでございます。議案第６

号は、高浜市コミュニティプラザに、新たに、吉浜ふれあいプラザを加えると

ともに、一般の利用に供する交流スペースの使用料を定めるものでございます。

議案第７号は、いきいき広場のマシンスタジオについて、６５歳以上の方にも

使用料の御負担をいただくこととし、１回の使用料を１００円に定めるもので

ございます。議案第８号は、国際交流基金及び進路指導基金の基金残額が平成

２２年度でなくなることから、当該基金を廃止するものでございます。議案第

９号は、小中学校第三者評価委員会の設置に伴い、当該委員の報酬額を定める

ものでございます。続きまして、議案第１０号は、一般会計の第１０回補正予

算で、補正予算書の５ページをお願いいたします。まず歳入歳出につきまして

は、それぞれ２億２，０１２万８，０００円を追加し、補正後の予算総額を１

３４億３，８５１万２，０００円といたすものでございます。主な内容といた

しましては、９６ページをお願いいたします。８款２項１目生活道路新設改良

費は、説明欄の７、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業を御覧いただきま

すと、国の交付金事業といたしまして、市道半城土吉浜線道路改良工事、市道

港線道路新設改良工事等を計上するとともに、１枚前の９４ページ、４款１項

３目医療対策推進費の説明欄の２、地域医療振興事業を御覧いただきますと、

病院事業運営費補助金として、２億９１８万９，０００円を計上いたしており
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ます。次に、議案第１１号から議案第１７号までは、国民健康保険事業特別会

計ほか６特別会計の補正予算で、主な内容は、事務事業の確定あるいは年度末

の決算見込みに伴う補正でございまして、議案第１８号、水道事業会計第２回

補正予算は、景気低迷による給水収益等の減に伴う補正でございます。続きま

して、平成２２年度当初予算について、申し上げます。始めに、議案第１９号

は、一般会計予算で、予算書の１ページをお願いいたします。一般会計の予算

総額は、１２７億２，３９０万円で、対前年度比マイナス０．４％、５，６６

０万円の減となっております。１１ページの第３表、地方債の表をお願いいた

します。地方債につきましては、５億８，３００万円を計上させていただき、

臨時財政対策債の借り入れを予定いたしております。次に、６１ページの歳入

歳出予算事項別明細書をお願いします。１款市税は、７４億２，１８１万５，

０００円を計上いたしておりますが、前年度比較５億２，７６８万３，０００

円の減を見込んでおります。減収の主な要因につきましては、６６ページをお

願いいたします。１款１項１目個人市民税は、主に給与所得者の総所得金額の

減額が見込まれることから、４億７，８３６万円の減収を見込んでおります。

７８ページをお願いいたします。１３款１項１目民生費国庫負担金は、７億３，

５７８万７，０００円を増額しておりますが、主に、子ども手当負担金及び生

活保護費負担金の増によるものでございます。続きまして、歳出について申し

上げます。１０２ページをお願いいたします。２款１項３目市民活動支援費は、

説明欄の３の市民予算枠事業といたしまして、４，９２７万９，０００円を計

上し、地域内分権推進型、協働推進型及び市民提案型の各事業を募集し、市民

活動の支援を図るものでございます。１１２ページをお願いいたします。１２

目の企画費は、説明欄の１、総合行政推進事業として、１，１５９万８，００

０円を計上し、高浜市の未来を描く市民会議を開催するなど、第６次総合計画

の策定に向けて、市民参画により進めてまいるものでございます。次に１１８

ページをお願いいたします。１９目構造改革推進費は、説明欄の１、構造改革

推進事業として、３７１万４，０００円を計上し、市民の目線、現場の視点で

事業仕分けを実施するものでございます。次に１５２ページをお願いいたしま

す。３款２項１目児童福祉総務費は、説明欄の３、子ども手当支給事業として、
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９億８，３９５万４，０００円を計上し、中学校卒業までの児童を対象に、子

ども手当を支給するものでございます。１６２ページをお願いします。同じく、

３款２項のうち、３目家庭支援費でございますが、説明欄の１５、子育て・家

族支援ネットワーク事業で、いちごプラザに正規職員の保育士を配置するとと

もに、子育て支援関係者のネットワーク会議を設立するなど、支援体制の充実

を図るため、２，０２５万円を計上いたしております。次に１８８ページをお

願いいたします。７款１項２目商工業振興費につきましては、説明欄の２、地

域産業振興事業として、２，０８０万８，０００円を計上し、主なものといた

しましては、三州瓦屋根工事奨励補助金の交付を行うとともに、１９１ページ

をお開きいただきますと、説明欄の５、産業経済活性化事業として、４，３９

１万４，０００円を計上し、企業誘致の推進、がんばる事業者応援補助金の交

付を行うものでございます。次に１９２ページをお願いします。８款２項１目

生活道路新設改良費は、説明欄の４、橋りょう改築事業として、５，２２２万

５，０００円を計上し、１９５ページをお開きいただきますと、県事業で進め

ております河川改修に合わせて前橋の橋りょう改築を行うための工事負担金を

計上いたしております。そのほか、このページの説明欄の７、緊急雇用創出基

金事業として、４，５５８万円を計上し、道路台帳の電子地図化を行うことに

より、窓口照会業務の利便性の向上等を図ってまいります。次に、２１２ペー

ジをお願いいたします。１０款１項３目教育指導費では、説明欄の９、学校評

価事業といたしまして、２０７万２，０００円を計上しておりますが、学校評

価シンポジウムの開催及び小中学校の第三者評価を実施するものでございます。

以上が、平成２２年度一般会計当初予算の概要でございまして、続きまして、

議案第２０号から議案第２６号までは、国民健康保険事業特別会計ほか６特別

会計の当初予算で、再び、当初予算書の１ページをお願いいたします。特別会

計全体といたしましては、予算総額は、７１億３，８２８万２，０００円で、

国民健康保険事業及び介護保険における保険給付費の伸び、公共下水道におけ

る下水道建設事業負担金の増等により、前年度比プラス５．７％、３億８，５

３４万１，０００円の増となっております。次に、議案第２７号は、水道事業

会計予算で、年間総給水量が４９０万立方メートルと見込み、総予算額を前年
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度当初比５．０％減の総額１０億２，１６１万３，０００円とするものでござ

います。最後に、報告第１号及び報告第２号は、平成２２年度の高浜市土地開

発公社及び高浜市総合サービス株式会社の経営状況についての報告でございま

す。以上が３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 ただいま当局より説明がありましたとおり、諮問１件、同意４件、一

般議案９件、補正予算９件、当初予算９件、報告２件であります。ただいまの

説明に対する質疑を許します。 

 

 質 疑 な し 

 

市長挨拶 

 

委員長 当局の方は御退席をお願いいたします。御苦労様でした。 

 

（２）議案の取り扱いについて 

事務局 議案の取り扱いについて説明させていただきます。３月定例会の会期

及び会議日程につきましては、既に昨年の１２月１５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３月１日から３月２４日

までの２４日間でございます。議案の取り扱いにつきましては、３月１日の本

会議初日において、諮問第１号、同意第１号から第４号、議案第１号及び議案

第２号を即決でお願いし、議案第３号から議案第２７号の上程、説明を受け、

報告第１号及び報告第２号の報告を受けます。３月４日（第２日目）と５日（第

３日目）の２日間は、一般質問、一般質問終了後に関連質問を願い、３月９日

の第４日目は、議案第１０号から議案第１８号までの補正予算の質疑、討論、

採決をお願いし、議案第３号から議案第９号並びに議案第１９号から議案第２

７号の総括質疑、予算特別委員会の設置、議案の委員会付託をお願いいたしま

す。３月１１日、１２日につきましては、予算特別委員会に議案第１９号から

議案第２７号までの９議案の審査をお願いするものでございます。３月１６日
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の総務建設委員会においては、議案第３号から議案第５号までの３議案を、３

月１７日の福祉文教委員会においては、議案第６号から議案第９号までの４議

案の付託案件の審査を願うものでございます。最終日の３月２４日に、委員長

報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決の順で行います。よろしくお願い

いたします。 

委員長 ただいま、事務局が説明がありました案のとおり、決定させていただ

いてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 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。 

 

（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合せ」により、２月２３日、

火曜日の午前８時３０分から２月２５日、木曜日の午後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、２３日の午前８時３０分以前に２

人以上ある場合は、抽選により、質問の順序を決めさせていただきます。これ

に異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決めさせていただきます。 

 

（４）予算特別委員会委員の指名について 

事務局 予算特別委員会委員の構成メンバーは、４年間の構成表をもとに、過

日２月１５日に開催されました各派会議で、補充委員を選出していただいてお

りますので、御報告させていただきます。幸前信雄議員、杉浦敏和議員、北川

広人議員、鈴木勝彦議員、神谷ルミ議員、寺田正人議員、内藤とし子議員、井

端清則議員、小野田由紀子議員、以上９名の議員となられます。 
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委員長 事務局より報告されました９名を議長より指名することとして、御異

議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

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。 

 

（５）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

委員長 この件につきましては、本日までに請願書、陳情書及び意見書（案）

の提出はありませんので、報告いたします。 

 

（６）衣浦衛生組合議会議員の補欠選挙について 

委員長 この件につきましては、衣浦衛生組合議会議員であった杉浦康之議員

の辞職に伴い、後任に１月１３日に開催されました各派会議で、岡本邦彦議員

の選出が承認されています。この取り扱いにつきましては、３月定例会の初日、

３月１日に衣浦衛生組合議会議員の補欠選挙について、議事日程に上げ、議長

より指名を願うことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

２ その他 

委員長 「市議会取材依頼について」を事務局より説明願います。 

事務局 市議会取材依頼につきましては、株式会社キャッチネットワークより、

３月定例会の初日、３月１日ですが、に行われる市長の施政方針と教育長の教

育行政方針の撮影と、翌日以降のニュースとして放送したい旨の依頼がありま

したので、よろしくお願いしたいと存じます。 

委員長 次に３月９日、火曜日、本会議第４日の終了後、各常任委員会での自

由討議に付する議案を選定するため、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６月定例会の日程をお決めいただ

きたいので、その開催日をお決め願いたいと思います。案として、３月１７日、

水曜日、福祉文教委員会終了後、その後に委員協議会が開催されるようであれ
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ば、福祉文教委員協議会終了後に開催したいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 ほかに皆さん方のほうで何かあればお願いいたします。ないようです

ので、事務局から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

事務局 それでは、恐れ入ります。１件お願いいたします。例年開催されます

臨時会の日程でございますが、正式には４月の議会運営委員会で決定していた

だきたいと存じますが、御予定を空けておいていただくように案として説明を

させていただきます。まず、第１回の臨時会でございますけども、４月１４日

の水曜日を予定させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

予定議案といたしましては、例年と同じように市税条例等の一部改正が出てく

ると考えております。これにつきましては、３月の最終日に全協でその辺の旨

の説明がある予定でございます。なお、４月１４日が臨時会ですと、議会運営

委員会が一週間前の４月７日になりますけども、７日が中学校の入学式となり

ますので、通常１０時から開催をお願いしておりますが、この日につきまして

は午後１時から開催をさせていただきたいと思います。次に第２回の臨時会に

つきましては、当初から今任期中は、５月１４日ということで御了承をいただ

いておりますので、２２年度も５月１４日とさせていただきたいと存じます。

議会運営委員会につきましては、一週間前の５月７日と臨時会の前日１３日の

午前１０時からの開催を予定させていただいております。この１３日につきま

しては、各委員会委員の変更届等もございまして、最終の詰めをさせていただ

くということでよろしくお願いしたいと存じます。確認でございますが、第１

回の臨時会は４月１４日、議会運営委員会は４月７日の午後１時から、第２回

の臨時会は５月１４日、議会運営委員会は５月７日と１３日の午前１０時から

させていただきますので、よろしくお願いしたいと存じます。 

委員長 ただいま、事務局から臨時会等の日程について、事前予定の依頼があ

りましたので、御予定のほうお願いいたします。 
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委員長挨拶 

 

閉会 午前１０時２５分 

 

議会運営委員会委員長 


