
 1 

議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 令和３年５月 13 日（木） 午前９時 58 分～午前 10 時 23 分 

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

１番 荒川 義孝、 ３番 杉浦 康憲、 ７番 長谷川広昌、 

11 番  北川 広人、 14 番 小嶋 克文、 15 番 内藤とし子 

オブザーバー 

議長（10 番）杉浦 辰夫、 副議長（９番）柳沢 英希、 

５番 岡田 公作、 ６番 柴田 耕一、 16 番 倉田 利奈 

 

２．欠席者 

なし 

 

３．傍聴者 

２番 神谷 直子、 ４番 神谷 利盛、 ８番 黒川 美克、 

12 番 鈴木 勝彦、 13 番 今原ゆかり 

 

４．説明のため出席した者 

市長、副市長、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 令和３年第３回臨時会について 

 （１）議案の説明について 

 （２）会期及び会議日程について 
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（３）常任委員会委員の選任について 

（４）議会運営委員会委員の選任について 

（５）議会改革特別委員会委員の選任について 

（６）衣浦衛生組合議会議員の選挙について 

（７）衣浦東部広域連合議会議員の選挙について 

（８）閉会中の継続調査申出事件について 

 

２ 高浜市議会会議規則の一部改正について 

 

３ その他 

 

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 

 

 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 異議なしと認め、副委員長の杉浦康憲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。 
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それでは、案件の順序に従い、逐次進めてまいりますので、御協力をお願い

いたします。 

 

 

《議 題》 

１ 令和３年第３回臨時会について 

（１）議案の説明について 

委員長 当局の説明を求めます。着座で結構です。 

説（副市長） それでは、令和３年第３回臨時会に付議をさせていただきます 

案件につきまして御説明申し上げます。 

初めに、提出予定案件一覧表をお願いいたします。案件といたしましては、

同意１件、補正予算１件、及び報告１件をお願いするものでございます。 

初めに、議案書をお願いいたします。 

同意第５号、監査委員の選任については、現議員選出監査委員小嶋克文氏の

辞職に伴い、神谷利盛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。 

続きまして、議案第 32 号、令和３年度一般会計補正予算第２回につきまし

て御説明申し上げます。補正予算書の５ページをお願いいたします。 

今回の補正は歳入歳出それぞれ 3,373 万 5,000 円を追加し、補正後の予算総

額を 160 億 6,978 万 7,000 円といたすものであります。 

18 ページをお願いいたします。歳入について申し上げます。 

14 款２項１目総務費国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対

策に対する特定財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を計上するほか、多文化共生コミュニティセンターの整備、運営に対する補

助金として、外国人受入環境整備交付金を計上いたすものであります。 

３目衛生費国庫補助金は、超低温冷凍庫等管理業務委託の実施に伴い、新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金を増額いたすものでありま

す。 

18 款１項１目基金繰入金の財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調
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整として増額いたすものであります。 

20 款４項４目雑入の自治総合センターコミュニティ助成金は、まちづくり協

議会の活動に必要となる備品の購入に対する助成金を計上いたすものでありま

す。 

20 ページをお願いいたします。歳出について申し上げます。 

２款１項２目文書管理費は、中央公民館の公金支出差止め請求。不当利得返

還の２事件について、第一審、控訴審の、市勝訴の判決が確定したことにより、

訴訟事務を委任した弁護士への訴訟等業務委託料、215 万 6,000 円を計上いた

すものであります。 

２款１項３目市民活動支援費は、高取まちづくり協議会が行う草刈機の購入

費を助成するためのコミュニティ助成事業補助金、150 万円を計上いたすもの

であります。 

２款１項 12 目企画費は、多文化共生コミュニティセンターの整備、運営費

等を計上いたすものであります。主な内容は、委託料として、多文化共生コミ

ュニティセンター運営業務委託料、473 万 2000 円。多文化共生ウェブページ作

成業務委託料、20 万円などを計上いたすものであります。 

３款１項７目介護保険推進費は、市内にある高齢者の入所施設 13 か所及び

障害者の入所施設を運営する３法人に対し、新型コロナウイルス感染症の感染

予防対策として、１施設当たり 20 万円を交付する新型コロナウイルス感染症対

策支援交付金を計上いたすものであります。 

３款２項２目保育サービス費並びに３目家庭支援費は、市内の民間保育所、

民間認定こども園並びに民間運営の児童センターに対し、新型コロナウイルス

感染症の感染予防対策として、1 施設当たり 20 万円を交付する新型コロナウイ

ルス感染防止対策費補助金をそれぞれ計上いたすものであります。 

22 ページをお願いいたします。 

４款１項１目保健衛生総務費は、超低温冷凍庫等の設置及びワクチンの管理、

分配業務を高浜豊田病院に委託するため、超低温冷凍庫等管理業務委託料とし

て 80 万円を計上するほか、ワクチン接種を行う市内医療機関への交付金として、

感染予防対策支援交付金 1,260 万円を計上いたすものであります。 
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７款１項２目商工業振興費は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策と

して、二酸化炭素濃度測定器を希望する市内飲食業者に配布するもので、消耗

品等 327 万 5,000 円を計上いたすものであります。以上が、補正予算の概要で

ございます。 

続きまして、別冊の報告書をお願いいたします。 

報告第５号は、専決処分の御報告を申し上げるもので、市道に埋設されてい

た雨水排水管が破損したことに起因する道路の陥没により、走行中の生コン車

の車輪が巻き込まれ、走行不能となったことに係る損害賠償額の決定について、

御報告いたすものであります。説明は、以上のとおりでございます。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、当局の方は退席願います。御苦労さまでございま

した。 

 

 

（２）会期及び会議日程について 

委員長 事務局より説明を願います。 

説（事務局 副主幹） それでは御手元に配付させていただいております、令

和３年第３回臨時会の会期及び会議日程案をごらんいただきたいと思います。 

前回から１点、訂正をお願いいたします。前回、お配りした会期及び会議日

程案に「報告」が入っておりませんでしたので、今回、採決の後に「報告」を

追加させていただきましたので、よろしくお願いいたします。また、議案審議

終了後に日程追加で、正副議長の辞職及び選挙が予定されております。よって、

常任委員会委員の選任以降の日程は、新議長によって行われる予定となってお

りますので、よろしくお願いいたします。   

説明は以上でございます。 
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委員長 ただいま事務局が説明しました案のとおりに、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 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。 

 

 

（３）常任委員会委員の選任について 

（４）議会運営委員会委員の選任について 

（５）議会改革特別委員会委員の選任について  

（６）衣浦衛生組合議会議員の選挙について 

（７）衣浦東部広域連合議会議員の選挙について 

委員長 次に、（３）の常任委員会委員の選任についてから（７）衣浦東部広域

連合議会議員の選挙についてまでを一括議題といたします。 

御手元に４月 23 日に開催されました各派会議において、仮決めさせていた

だきました、各委員会委員等一覧表案を配付させていただいております。 

初めに、一覧表案の内容について誤りがないかどうかを御確認いただいて、

その上で変更があるかないか、順にお伺いしていきますので、よろしくお願い

をいたします。それでは少し時間をとりますので、内容を御確認ください。 

 

委員長 それでは、よろしいですか。それでは、順にお聞きをさせていただき

ます。初めに、市政クラブさん。３番、杉浦康憲委員。 

問(３) すいません、一応、確認ですけど。委員会だけじゃなくて、全てのも

のですか。 

委員長 全部です。 

意(３) 市政クラブですが、衣浦衛生組合のほう、クラブの事情で、当初、柳

沢英希議員を予定しておりましたが、鈴木勝彦議員に変更をお願いします。 

委員長 はい、衣浦衛生組合議員でね。はい、わかりました。 



 7 

次に、公明党さん。14 番、小嶋克文委員。 

意（14）はい、このままで結構です。変更ありません。 

委員長 次に、新政会さん。７番、長谷川広昌委員。 

意（７）変更ありません。 

委員長 次に共産党さん。15 番、内藤とし子委員。 

意（15）変更ありません。 

委員長 次に青政会さん。６番、柴田耕一議員。 

意（６）変更ありません。 

委員長 次に、高志クラブさん。５番、岡田公作議員。 

意（５）変更ありません。 

委員長 次に、高浜市民の会さん。16 番、倉田利奈議員。 

意（16）案の通りで結構です。 

委員長 それでは事務局に確認をさせます。 

説（事務局 副主幹） それでは、御報告させていただきます。 

総務建設委員会委員に、神谷直子議員、杉浦康憲議員、神谷利盛議員、岡田

公作議員、柴田耕一議員、黒川美克議員、鈴木勝彦議員、小嶋克文議員。以上、

８名です。 

福祉文教委員会委員に、荒川義孝議員、長谷川広昌議員、柳沢英希議員、杉

浦辰夫議員、北川広人議員、今原ゆかり議員、内藤とし子議員、倉田利奈議員。

以上、８名です。 

議会運営委員会委員に、神谷直子議員、黒川美克議員、杉浦辰夫議員、鈴木

勝彦議員、今原ゆかり議員、内藤とし子議員、以上、６名です。 

衣浦衛生組合議会議員に、荒川義孝議員、柴田耕一議員、黒川美克議員、鈴

木勝彦議員、倉田利奈議員。以上、５名です。 

衣浦東部広域連合議会議員に、柳沢英希議員、今原ゆかり議員。以上、２名

です。 

議会改革特別委員会委員については、正副議長の選挙後、正副議長以外の 14

名の方を委員として指名させていただきます。 

なお、愛知県後期高齢者医療広域連合議会議員については、臨時会の付議事
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件ではありませんが、従来どおり副議長を選出させていただきます。 

なお、推薦人については、議員定数の３分の１以上が必要ですので、副議長

本人及び議会運営委員会委員の６名の方にお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。説明は以上でございます。 

委員長 ただいま事務局が報告したとおりですが、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、このように決定させていただきます。 

なお、それぞれの委員等については、本会議において、議長より指名または

指名推薦をすること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、それぞれの委員等については、本会議に

おいて、議長より指名または指名推薦をすることとさせていただきます。 

 

 

（８）閉会中の継続調査申出事件について 

委員長 事務局より説明を願います。 

説（事務局 副主幹） 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出事件について

は、毎年５月の臨時会の議事日程に上げ、議決をお願いしているところですが、

項目としては、地方自治法第 109 条第３項に規定されているとおり、一つ、議

会の運営に関する事項。一つ、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関す

る事項。一つ、議長の諮問に関する事項。以上、３項目をお願いしたいと思い

ます。  

委員長 ただいま事務局が説明した３項目を、議会運営委員会の閉会中の継続

調査申出事件として、臨時会の議事日程に上げ、議決することに御異議ござい

ませんか。 
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「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 高浜市議会会議規則の一部改正について 

委員長 本件につきましては、４月 23 日の議会運営委員会において、５月 20

日の臨時会に議員提案することが決定しておりますが、これに御異議はござい

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。 

提出者及び賛成者については、提出者が議会運営委員会委員長、私、北川広

人。賛成者をオブザーバー委員を含む委員全員とさせていただきたいと思いま

すけれども、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。 

また、本件の取扱いについてですが、５月 20 日の臨時会において議員提案

を日程追加し、全体審議ということで、御異議ございませんでしょうか。 

 

「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、そのようにさせていただきます。 
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３ その他 

委員長 議長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

意（議長） タブレットのほうにも載せさせていただき、資料の最終ページに

も入っていますで、それをごらんいただきたいと思います。 

６月定例会におけるコロナ対応についてですが、３月定例会における対応を

決定した時と比較して、高浜市内の新型コロナウイルス感染者数は増加してい

ます。また、議員の家族に濃厚接触者であることが判明したり、市内保育施設

においてクラスターが発生するなど、３月定例会の対応と同等もしくは、それ

以上の対応していく必要があります。 

以上のことから、６月定例会における新型コロナウイルス感染症対策の議長

案を、先日、タブレットに登録させていただきました。 

内容は、３月定例会のときとほぼ同様のものとなっておりますが、「議場に

入る前はマスクの着用と手指の消毒を行う」など、今まで当然として行ってき

たものを明文化し、議員各位におかれましては、改めて新型コロナウイルス感

染症の拡大防止の意識を強く持って取り組んでいただくことが必要と考えてお

ります。 

６月定例会における新型コロナウイルス感染症対策について、御協議いただ

くようお願いいたします。 

委員長 ただいま議長より発言がありましたが、６月定例会における新型コロ

ナウイルス感染症対策について、議長案は既にタブレットにてお示しをしてお

ります。各会派の意見をまとめていただくようお願いをしておったと思います

けれども、各会派の意見をお願いしたいと思います。 

まず、市政クラブさん。３番、杉浦康憲委員。 

意(３) はい、議長案で結構です。 

委員長 次に、公明党さん。14 番、小嶋克文委員。 

意(14) はい、同じく議長案のほうで結構です。 

委員長 次に、新政会さん。７番、長谷川広昌委員。 

意(７) はい、議長案のとおりでお願いします。 

委員長 次に共産党さん。15 番、内藤とし子委員。 
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意(15) はい。私は全体としていいんですが、一般質問については、70 分の従

来どおりっていうか、以前のようにやれるようにしていただきたいと思います。

30 分で済む人、40 分で済む人、みんなそれぞれでいいと思いますので、そのせ

んでお願いします。 

委員長 はい、それでは参考までに、青政会さん。６番、柴田耕一議員。 

意(６) 議長案で結構です。 

委員長 次に高志クラブさん。５番、岡田公作議員。 

意(５) 議長案でお願いします。 

委員長 次に高浜市民の会さん。16 番、倉田利奈議員。 

意(16) はい、一般質問につきましては、やはりコロナウイルス感染症拡大と

いうことですが、であればより一層ですね、きちんと我々が議論してきちんと

市の姿勢をですね、どう持っていくかっていうところ、すごく重要な部分だと

思いますので、一般質問に関しましては、やはり 70 分やるということで。換気

をですね、例えば 40 分とか 30 分たったら一度やるっていうように、議論の途

中でも換気をするということで結構ですので、70 分やっていただくことを申し

入れます。 

委員長 はい。一般質問最大 70 分ということで、15 番、内藤とし子委員のほ

うからのお話がございました。 

御意見を伺いましたけれども、意見の一致が見られないんですが、採決をと

らせていただきたいと思いますけれどもよろしいですか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 採決の内容は、令和３年６月定例会における新型コロナウイルス感染

症対策について、議長案に賛成か否かということで取らせていただきます。挙

手は１人１回のみで、オブザーバーの委員の方は、挙手をしないでいただきた

いと思います。 

それでは、ただいまから採決いたしますけれどもよろしいでしょうか。 

それでは、採決に入ります。令和３年６月定例会における新型コロナウイル
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ス感染症対策について、議長案とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

賛成者挙手 

 

委員長 挙手、多数であります。 

よって、令和３年６月定例会における新型コロナウイルス感染症対策につい

ては、議長案とすることに決定をいたしました。 

それでは、６月定例会においては議長案ということで。御意見、今、賛同多

数されましたので、議長案のとおり対応するということで御異議ございません

ね。よろしいですか。 

 

「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、議長案のとおり対応することが決定をい

たしました。 

次に、事務局より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

説（事務局 副主幹） 臨時会当日に予定されております正副議長の選挙にお

いて、議場の閉鎖を時間の短縮の理由から、昨年度と同様、傍聴者出入口以外

の２か所を閉鎖するということでお願いしたいと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

委員長 ただいま事務局の提案がありましたが、正副議長選挙における議場の

閉鎖について、昨年度と同様、傍聴者出入口以外の２か所を閉鎖することにし

ていきたいと思います。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。 

それでは皆さんのほうで何かありましたらお願いいたします。 
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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。 

 

委員長挨拶 

 

 

閉会 午前 10 時 23 分    

 

 

議会運営委員会委員長 

 

 

議会運営委員会副委員長 


