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１ 会 議 名 決算特別委員会（第１日） 

 

２ 開催日時 令和元年９月 10 日（火） 午前 10 時 00 分～午後４時 30 分 

 

３ 会  場 高浜市議場 

 

４ 出 席 者 

 ２番 神谷直子、 ３番 杉浦康憲、 ６番 柴田耕一、 

８番 黒川美克、 10 番 杉浦辰夫、 12 番 鈴木勝彦、 

14 番 小嶋克文、 15 番 内藤とし子 

 

５ 欠 席 者 

 な し 

 

６ 傍 聴 者 

 １番 荒川義孝、 ４番 神谷利盛、 ５番 岡田公作、７番 長谷川広昌、 

９番 柳沢英希、 11 番 北川広人、13 番 今原ゆかり、16 番 倉田利奈 

 

７ 説明のため出席した者 

市長、副市長、教育長 

企画部長（令和 3 年 2 月 26 日追記訂正）、総合政策 GL、 

秘書人事 GL、ＩＣＴ推進 GL 

総務部長、行政 GL、行政 G 主幹、財務 GL 

市民部長、市民窓口 GL、経済環境 GL、経済環境 G 主幹、税務 GL 

福祉部長、地域福祉 GL、地域福祉 G 主幹、介護障がい GL、 

福祉まるごと相談 GL、健康推進 GL 

こども未来部長、こども育成 GL、文化スポーツ GL 

都市政策部長、土木 GL、都市計画 GL、都市計画 G 主幹、防災防犯 GL、 

上下水道 GL 
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学校経営 GL 

会計管理者 

代表監査委員 

議選監査委員 

監査委員事務局長 

 

８ 職務のため出席した者 

 議会事務局長、書記２名 

 

９ 付託案件 

議案第 59 号 平成 30 年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分に 

ついて 

認定第 １号 平成 30 年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ２号 平成 30 年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

認定について 

認定第 ３号 平成 30 年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

認定第 ４号 平成 30 年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

定について 

認定第 ５号 平成 30 年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認 

定について 

認定第 ６号 平成 30 年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

認定第 ７号 平成 30 年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

定について 

認定第 ８号 平成 30 年度高浜市水道事業会計決算認定について 

 

10 会議経過 
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説（事務局長） 本日は、去る９月６日の本会議で設置され、決算特別委員会

に付託されました議案第 59 号及び認定第１号から認定第８号までの決算関係

９議案につきまして、８名の委員により御審査をいただくこととなっておりま

す。 

 つきましては、高浜市議会委員会条例第 10 条の規定により、内藤とし子委員

に臨時委員長をお願いいたします。 

 

臨時委員長挨拶 

 

臨時委員長 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、これより決算特別委員会を開会いたします。 

 

市長挨拶 

 

 

《委員長選出》 

臨時委員長 これより、委員長の選出を行います。お諮りいたします。選出の

方法は、投票による方法と指名推選による方法がありますが、いずれの方法に

よって選出したらよろしいでしょうか。 

意（12） 指名推選でお願いいたします。 

臨時委員長 ただいま、指名推選との発言がございましたが、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。 

 

臨時委員長 御異議もないようですので、指名推選とさせていただきます。 

指名推選と発言をされた委員に、どなたか指名をお願いいたします。 

意（12）  黒川美克委員を推薦いたします。 

臨時委員長 ただいま、委員長に黒川美克委員との発言がございましたが、こ
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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。 

 

臨時委員長 御異議なしと認めます。よって、黒川美克委員が委員長に選出さ

れました。 

 ただいま委員長に選出されました黒川美克委員に就任の御挨拶をお願いいた

しますが、その前に席の交替をさせていただきます。 

 

委員長挨拶  

 

 

《副委員長選出》 

委員長 それでは、これから副委員長の選出を行います。お諮りいたします。

選出の方法は、投票による方法と指名推選による方法、いずれの方法によって

選出したらよろしいでしょうか。 

意（12） 指名推選でお願いいたします。 

委員長 ただいま指名推選との発言がございましたが、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 御異議もないようですので、指名推選とさせていただきます。 

指名推選と発言をされた委員に、どなたか指名をお願いいたします。 

意（12） 10 番、杉浦辰夫委員を推薦いたします。 

委員長 ただいま副委員長に杉浦辰夫委員との発言がございましたが、これに

御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発言するものあり。 
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委員長 御異議なしと認めます。よって、杉浦辰夫委員が副委員長に選出され

ました。 

 ただいま副委員長に選出されました杉浦辰夫委員に、就任挨拶を自席でお願

いいたします。 

 

副委員長挨拶 

 

委員長 それでは、本日、11 日及び 12 日の３日間の日程を副委員長と協議を

いたしたく、ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前 10 時５分 

再開 午前 10 時７分 

 

委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程につきましては、ただいま副委員長と協議しました結果、本日、第１日

目は、決算関係議案について当局より補足説明があれば説明を受け、その後、

主な事業の現地調査として、地域交流施設「たかぴあ」、たかとり幼保園の２か

所を視察し、その後、証ひょう書類の審査をいただき、自由解散といたしたい

と思います。 

 予定といたしましては、第２日目の 11 日は、一般会計、６特別会計並びに議

案第 59 号及び企業会計の質疑を行い、第３日目の 12 日は、決算関係議案に対

する採決をしてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し

上げます。 

 ここで、議案第 59 号及び認定第１号から認定第８号までについて、当局より

補足することがあれば説明をお願いいたします。 

説（総務部） 特にございません。よろしくお願いいたします。 

委員長 ないようですので、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
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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、副委員長の杉浦辰夫委員を指名いたします。 

次に、午後１時から証ひょう書類の審査をしていただきますので、よろしく

お願いいたします。なお、証ひょう書類の審査は、午後５時までといたします

が、時間延長を希望される場合は、おおむね午後４時を目安に事務局まで御連

絡いただければ、最大午後７時までの延長を可能といたします。 

 お諮りいたします。今後の取り扱いについては、自由解散としてよろしいで

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、そのようにいたします。 

それでは、ただいまより、平成 30 年度の主要な事業の現地調査を行います。

委員の方は、10 時 20 分までに北駐車場にお集まりください。なお、時間の関

係もありますので、速やかな移動に御協力をくださるようお願いをいたします。 

 

《現地視察》 

高浜小学校等整備事業（場所：青木町・高浜小学校 たかぴあ） 

保育園管理運営事業 （場所：論地町・認定こども園 たかとり幼保園） 

 

《証ひょう書類の審査》 

 各委員 午後１時 00 分～午後４時 30 分 

 

 

                      散会 午後４時 30 分 

 


