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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時  平成 20 年２月 22 日（金） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 36 分 

会  場  委員会室        

 

１．出席者 

４番 北 川 広 人、 ６番 磯 貝 正 隆、１０番 寺 田 正 人、 

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、 

７番 佐 野 勝 已、１５番 岡 本 邦 彦、１６番 神 谷  宏 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   幸前信雄、杉浦辰夫、杉浦敏和、鈴木勝彦、吉岡初浩、  

内藤とし子、水野金光 

 

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２０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 

 ２ 高浜市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の 

公営に関する条例の一部改正について 

 ３ 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１９年３月定例会について 

（１） 議案の説明について 

行政管理部長説明 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、同意１件、一般議案１８

件、補正予算８件、当初予算１０件、報告２件をお願いするもので、合計３９

件でございます。同意第１号の固定資産評価審査委員会委員の選任につきまし

ては、神谷孝一氏の任期満了に伴い、その後任として新たに松井勝彦氏を選任

いたしたく、御同意をお願いするものでございます。議案第１号の高浜市後期

高齢者医療に関する条例の制定につきましては、後期高齢者医療制度に関し市

において行う事務について、必要な事項を定めるものでございます。議案第２

号の高浜市高浜エコハウスの設置及び管理に関する条例の制定につきましては、

高浜エコハウスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものでございます。

議案第３号の高浜市国民健康保険条例の一部改正につきましては、葬祭費の支

給に係る他の法律による給付との調整及び国民健康保険が行う保健事業につい

て所要の規定の整備を行うものでございます。議案第４号の高浜市国民健康保

険税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保
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険税において特別徴収対象被保険者に係る特別徴収を開始するため、必要な事

項を定めるものでございます。議案第５号の高浜市職員の給与に関する条例の

一部改正につきましては、管理職手当の額を定率制から定額制にする等のもの

でございます。議案第６号の高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

につきましては、育児を行う職員の職務遂行と家庭生活の両立を一層容易にす

るための環境整備として、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため

の育児短時間勤務制度を設ける等のものでございます。議案第７号の高浜市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、育児短時間勤

務制度の創設に伴い、当該制度を利用する職員の勤務時間、週休日等について

定めるとともに、年次有給休暇を付与する期間を暦年から年度に改めるもので

ございます。議案第８号の高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正につきましては、職員の養育する部分休業の対象となる子の年齢要

件を緩和するものでございます。議案第９号の高浜市特別職の職員で常勤のも

のの給料の月額の特例に関する条例の一部改正につきましては、現下の社会経

済情勢にかんがみ、常勤特別職の職員の給料の月額を引き続き減額して支給す

るものでございます。議案第１０号の高浜市消防団条例の一部改正につきまし

ては、消防団員の確保のため、消防団員の年齢、居住地等の資格要件を緩和す

るものでございます。議案第１１号の高浜市やきものの里かわら美術館の指定

管理者の指定につきましては、高浜市やきものの里かわら美術館の指定管理者

を指定するものでございます。議案第１２号の高浜市使用料及び手数料条例の

一部改正につきましては、高浜市やきものの里かわら美術館について、指定管

理者制度を導入するものでございます。議案第１３号の高浜市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、新

たに介護認定調査員を設置することに伴い、同調査員の報酬について定めると

ともに、やきものの里かわら美術館陶芸指導員を廃止するものでございます。

議案第１４号の高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条

例の一部改正につきましては、老人保健法及び健康増進法の改正に伴う所要の

規定の整備を行うとともに、税制改正に伴う激変緩和措置を継続するためのも

のでございます。議案第１５号の高浜市立幼稚園授業料徴収条例の一部改正及
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び議案第１６号の高浜市立学校設置条例の一部改正につきましては、学校教育

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１７号の高

浜市企業誘致等に関する条例の一部改正につきましては、現行の日本標準産業

分類の廃止及び新たな日本標準産業分類の制定に伴い、条文の整備を行うもの

でございます。議案第１８号の高浜市土地開発公社定款の変更につきましては、

郵政民営化法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。次に、

補正予算でございますが、別冊になっておりますのでよろしくお願いいたしま

す。まず、議案第１９号は、平成１９年度高浜市一般会計補正予算第５回で、

５ページにありますとおり、歳入歳出予算それぞれ３，１８８万７，０００円

を増額し、補正後の総額を１２５億５，２２３万４，０００円とするものでご

ざいます。その主な内容を申し上げますと、歳入では、決算見込みによる県支

出金、財産収入及び繰入金等の増額を行うとともに、使用料及び手数料、国庫

支出金等の減額を行うこととしております。次に、歳出でございますが、２款

総務費の基金費では、たかはま夢・未来基金指定寄附金の全額を基金へ積み立

て、また今回の補正で歳入が歳出を上回った余剰金額の１億９４０万９，００

０円を財政調整基金に積み立てをするものでございます。３款民生費の生活援

助費では、生活保護受給者数の増により、生活保護費８０３万７，０００円を

増額するものでございます。４款衛生費の保健・予防費では、日本脳炎未実施

等による医薬材料費及び予防接種委託料等の減額により１，２８４万９，００

０円を減額するものでございます。６款農林水産業費の農業基盤整備費では、

明治用水パイプライン協議会負担金及び明治用水中井筋改修事業負担金の額の

確定等により２，０１５万４，０００円を減額するほか、事務事業の確定ある

いは年度末の決算見込みによる計数整理などによる補正を行うものでございま

す。次に、議案第２０号から議案第２６号までは、平成１９年度高浜市国民健

康保険事業特別会計ほか５特別会計及び１企業会計に係る補正予算で、主に事

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す。続きまし

て、議案第２７号から議案第３６号までの平成２０年度当初予算案について概

要を申し上げます。別冊の当初予算書の１ページをお願いいたします。予算規

模は、全体として２２０億１，５２２万５，０００円で、前年度と比較し、５．
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２％、１２億１，０７６万６，０００円の減となっております。まず、議案第

２７号は、平成２０年度高浜市一般会計予算で、予算規模として１２２億９，

３３０万円で、前年度当初比４．０％、４億７，１５０万円の増となっており

ます。予算説明書の６１ページをお願いいたします。歳入の根幹であります１

款市税は、８４億６，３０１万８，０００円を見込み、前年度当初比４．１％、

３億３，５２１万２，０００円の増としております。個人市民税は７，６８６

万９，０００円の増で、これは主に、三位一体の改革に伴う税源移譲による個

人市民税特別徴収における繰入金の増額等によるものでございます。また、法

人市民税は、自動車関連企業の堅調な業績により、４，８２９万円の増を見込

んでおります。なお、固定資産税は、１億８，４７２万３，０００円の増を見

込んでおり、主に家屋の新増築及び設備投資の増加によるものでございます。

８款の地方特例交付金は、税源移譲により所得税で控除しきれなかった住宅ロ

ーン控除を住民税から控除することとなったことによる減収に伴う減収補てん

特例交付金の増等により、２，１００万円の増を見込んでおります。１３款の

国庫負担金は、保育所運営費国庫負担金及び児童手当負担金等の増により、２，

２７６万９，０００円の増を見込んでおります。１５款の財産売払収入は、主

要地方道西尾知多線歩道拡幅用地売払いに係る、普通財産売払収入の計上によ

り、１，３６３万円の増を見込んでおります。１７款の基金繰入金は、減債基

金繰入金及びまちづくりパートナーズ基金繰入金の増により、２億７，６９７

万８，０００円の増を見込んでおります。２０款の市債は、２，３００万円の

減でございますが、普通交付税の振替債であります臨時財政対策債の減による

ものでございます。一方、歳出でございますが、９８ページをお願いいたしま

す。「主要・新規事業等の概要」とあわせてご覧ください。１款議会費では、主

に人事交流による人件費の減及び議員共済組合負担金掛け率変更による負担金

の増等により、差し引き８２万３，０００円の減となっております。２款総務

費では、市民活動支援費において市民活動支援事業として、２，９１９万６，

０００円を計上し、新たな協働事業ハード整備費交付金制度を創設するととも

に、市民公益活動人材育成講座の開催及びＮＰＯ法人の設立支援等を実施して

まいります。企画費では、総合行政推進事業として５９５万３，０００円を計
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上し、平成２０年度から平成２２年度の３カ年で、第６次総合計画を策定して

まいります。また、構造改革推進費では、地域内分権推進事業として３，６４

４万９，０００円を計上し、高浜南部、吉浜、翼及び（仮称）高取まちづくり

協議会の活動支援及び新しいまちづくり協議会の設立準備支援をしてまいりま

す。次に、３款民生費では、地域福祉推進費において、社会福祉推進事業とし

て９７１万２，０００円を計上し、地域福祉計画を策定してまいります。また、

福祉総合システム電算管理事業として２，１８２万６，０００円を計上し、障

害者のライフステージに応じた福祉サービスを提供するための障害者支援カル

テを作成してまいります。障害者在宅・施設介護費では、障害者自立支援給付

事業として２億３，３３３万２，０００円を計上し、重症心身障害児、者の方

が、医療機関である指定短期入所事業所を希望したときに、利用できない場合

は、身体障害者療護施設等が受け入れ先となりますが、報酬を加算することに

より受け入れを容易にし、重症心身障害児、者の方の地域生活の促進を図って

まいります。家庭支援費では、子育て推進事業として１，６８６万１，０００

円を計上し、本市の子育て支援事業の充実を図り、子育てしやすいまちづくり

を推進するため、子育て家族支援者養成講座を開催してまいります。次に、４

款衛生費では、環境保全推進費において、高浜エコハウス事業として１，５９

５万４，０００円を計上し、４月から開設予定の高浜エコハウスの運営に必要

な経費を計上するものでございます。また、ごみ処理・リサイクル推進費にお

いて、ごみ収集運搬業務等委託事業として１億９，１０２万８，０００円を計

上し、平成２０年度よりプラスチック製容器包装類の分別収集開始に伴い、廃

プラ容器を圧縮ベール化処理するための費用を計上するものでございます。次

に、６款農林水産業費では、農業基盤整備費において、土地改良事業として５

４８万８，０００円を計上し、「農地・水・環境保全向上対策事業」により実施

される地域の活動組織が行う農地資源の保全等の共同活動に対する支援をして

まいります。次に、７款商工費では、商工業振興費において、地域産業振興事

業として２，１４８万３，０００円を計上し、愛知県陶器瓦工業組合が販売し

ている規格外瓦を原料としたシャモットの安定した生産量の確保及びリサイク

ル推進を図るために増設する設備費の一部補助を実施してまいります。次に、
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８款土木費では、生活道路新設改良費において、市道新設改良事業として１億

５，０６０万７，０００円を計上し、吉浜地区内の「人形小路」を歩車道分離・

バリヤフリー化などの道路整備工事を行い、安心安全なまちづくりの推進を図

ってまいります。都市計画総務費では、都市計画総務事業として２，３８１万

６，０００円を計上し、本市の都市計画の指針となる都市計画マスタープラン

の見直しを行うとともに、今後の緑地計画を検討し、平成３２年を目標年次と

する高浜市緑の基本計画を策定してまいります。次に、９款消防費では、消防

団活動事業として２，３１３万１，０００円を計上し、第１分団に小型動力ポ

ンプ積載車１台を購入するほか、消防団員確保のため、引き続き、家賃補助を

実施してまいります。次に、１０款教育費では、小学校費の学校管理費におい

て、小学校維持管理事業として１億４，４４６万６，０００円を計上し、高浜

小学校、吉浜小学校及び高取小学校等の施設の改善を図ってまいります。生涯

学習機会提供費では、公民館管理事業として１億３，８９８万１，０００円を

計上し、引き続き中央公民館の改修工事を行ってまいります。また、文化事業

費では、美術館管理運営事業として１億５，４７２万８，０００円を計上し、

かわら美術館の１０月からの指定管理料を計上するとともに、平成２０年度は

４企画展を開催してまいります。１２款公債費は、１７億２，６２７万５，０

００円で、２億９，１９５万７，０００円の増となっております。次に、１ペ

ージにお戻りいただき、議案第２８号から議案第３４号までは、平成２０年度

高浜市国民健康保険事業特別会計ほか６特別会計でございますが、全体として

は７３億６，５７９万７，０００円で、前年度当初比１５．４％、１３億４，

２９５万４，０００円の減となっております。内訳といたしましては、国民健

康保険事業特別会計では、一般被保険者療養給付費を始めとする保険給付費の

増などにより、前年度当初比１０．３％の伸びとなっております。土地取得費

特別会計では、土地売払収入の減により、前年度当初比３３．７％の減、老人

保健特別会計では、後期高齢者医療制度への移行に伴い、前年度当初比８６．

６％の減となっております。公共下水道事業特別会計では、下水道建設費元金

償還の増などにより、前年度当初比４．８％の増、公共駐車場事業特別会計及

び介護保険特別会計は、前年度とほぼ同額となっております。また、後期高齢
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者医療特別会計では、運営は、愛知県後期高齢者医療広域連合が行うもので平

成２０年度は予算総額３億４，７８０万４，０００円を計上しております。次

に、議案第３５号及び議案第３６号の２企業会計でございますが、２会計あわ

せて２３億５，６１２万８，０００円で、前年度当初比１２．６％、３億３，

９３１万２，０００円の減となっております。水道事業会計においては、配水

管網等布設整備事業費の増により、前年度当初比１．０％の増となっておりま

す。また、病院事業会計では、医師不足による入院及び外来患者数の大幅な減

により、前年度当初比２１．１％の減となっております。最後に、報告第１号

及び報告第２号は、平成２０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。以上で、３月定例会に付

議させていただきます案件の説明を終わります。 

 

 質 疑 な し 

 

市長挨拶 

当局退席 

 

（２）議案の取り扱いについて 

事務局説明 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１３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、２月２９日から３

月２４日までの２５日間でございます。議案の取り扱いにつきましては、２月

２９日の本会議初日において、同意第１号を即決でお願いし、議案の上程、説

明をいただき、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７日の第４日目は、議案第１９号から議案第２６号までの補正予

算の質疑・討論・採決を願い、議案の総括質疑、予算特別委員会の設置、議案

の委員会付託をお願いします。３月１０日、１１日については、予算特別委員

会に議案第２７号から議案第３６号までの１０議案の審査をお願いするもので
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す。３月１４日の総務市民委員会においては、議案第１号から議案第９号まで

の９議案を、３月１７日の福祉教育委員会においては、議案第１０号から議案

第１６号までの７議案を、３月１８日の建設病院委員会においては、議案第１

７号及び議案第１８号の付託案件を審査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。 

 

 異 議 な し 

 

（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２５日、月

曜日の午前８時３０分から午後５時までとします。質問の順序は受付順としま

す。ただし、２５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。 

 

 異 議 な し 

 

（４）予算特別委員会委員の指名について 

事務局説明 予算特別委員会委員の構成メンバーは、４年間の構成表で決めて

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、 岡初浩議員、寺田正人議員、内藤と

し子議員、井端清則議員、小野田由紀子議員の９名です。 

委員長 ただいま、事務局が報告しました９名を、議長より指名することに、

御異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

（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 本日までに提出のありましたのは、陳情書１件、意見書（案）１件で

す。陳情第１号「市町村管理栄養士設置に関する陳情」につきまして、どこの
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委員会に付託するか、御発言をお願いします。 

意（４） 福祉教育委員会でお願いします。 

委員長 ただいま、御発言いただきましたように、「陳情第１号」については、

「福祉教育委員会」に付託することとして、よろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議もないようですので，そのように決定いたします。次に、意見

書（案）につきましては、北川委員より、「道路特定財源の確保に関する意見書

（案）」が提出されていますので、その取り扱い及び案文について、御協議願い

たいと思いますが、その前に意見書（案）について、北川委員から説明をお願

いいたします。 

説（４） 案文朗読 

委員長 ただいま、説明がありましたが、意見書（案）の取り扱い及び案文に

ついて、各会派から御意見をいただきたいと思います｡ 

委員長 初めに、市政クラブさん。 

意（６） 持ち帰ります。 

委員長 日本共産党さん。 

意（１４） 一度持ち帰って検討したいと思います。あわせて、本市の影響額

が１億６，０００万円規模の減収だというところの中身をね、できれば提供し

ていただけたら。参考にしたいということで。その点いかがですか。 

事務局長 調査して提出させていただきます。 

委員長 公明党さん。 

意（１８） 持ち帰らせていただきます。 

委員長 参考までに、新政クラブさん。  

意（１６） 持ち帰ります。  

委員長 政風会さん。 

意（７） 持ち帰ります。 

委員長 平成クラブさん。 
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意（１５） 持ち帰ります。  

委員長 各会派より、御意見等をいただきましたが、この意見書（案）につき

ましては、持ち帰りとしてよろしいでしょうか。 

 

異 議 な し 

 

２ 高浜市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営

に関する条例の一部改正について 

事務局長説明 この件については、平成２０年１月２１日の議会改革会議で御

決定いただきましたので、その概要を説明させていただきます。加算額３０万

１，８７５円を１８万円に改め、限度額を２１万９，３７３円とするものです。

なお、この取り扱いについては、３月定例会の最終日、３月２４日に議員提案

し、全体審議でお願いしたいと考えています。 

委員長 ただいま説明がありましたが、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、選挙運動用ポスターの作成の公営に関する

条例の一部改正については、高浜市の議会の議員及び長の選挙における選挙運

動用ポスターの作成の公営に関する条例第４条中、３０万１，８７５円とあり

ますものを、１８万円に改正することとしてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

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。な

お、この選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の提出者及び賛成者を、

決めていただきたいと思います。 

意（６） 提出者は、議運の委員長でお願いします。賛成者は、議運のほかの

メンバーでお願いします。 
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委員長 それでは、提出者を私、寺田正人、賛成者を他の議運のメンバーとさ

せていただくことで、よろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

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。 

 

３ その他 

委員長 その他につきまして、「市議会取材依頼について」を議題とし、事務局

より説明を願います。 

事務局説明 市議会取材依頼につきましては、（株）キャッチネットワークより、

３月定例会の初日（２月２９日）に行われる市長による施政方針の撮影と、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

いいたします。 

委員長 次に、次回の議会運営委員会において、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。案としまして、３月

１８日の火曜日、建設病院委員会終了後､その後に委員協議会が開催されるよう

であれば、建設病院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。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 それでは、３月１８日、建設病院委員会終了後、または、委員協議会

が開催されるようであれば、建設病院委員協議会終了後に開催ということで、

よろしくお願いいたします。 

 

委員長挨拶 

 

閉会 午前１０時３６分 
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議会運営委員長 署名 


