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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４年９月 13 日（火） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 18 分 

 

３ 会  場 高浜市議場 

 

４ 出 席 者 １番 荒川 義孝、  ４番 杉浦 浩一、  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、 

14 番 小嶋 克文、 16 番 倉田 利奈 

 

５ 欠 席 者 な し 

 

６ 傍 聴 者 ２番 神谷 直子、 ６番 柴田 耕一、 ８番 黒川 美克、 

10番 杉浦 辰夫、 12番 鈴木 勝彦、  13番 今原ゆかり、 

15 番 内藤とし子 

 

７ 説明のため出席した者 別紙のとおり 

 

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 44 号 令和３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 令和３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 令和３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 令和３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 令和３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 
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ついて 

認定第 ５号 令和３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 ６号 令和３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 ７号 令和３年度高浜市水道事業会計決算認定について 

認定第 ８号 令和３年度高浜市下水道事業会計決算認定について 
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（令和４年９月 13 日）                      別 紙 

 

７ 説明のために出席した者 

市長 吉岡 初浩   副市長 深谷 直弘   教育長 岡本 竜生  

 

企画部長       木村 忠好 

総務部長       杉浦 崇臣 

市民部長       岡島 正明 

福祉部長       磯村 和志 

こども未来部長    磯村 順司 

都市政策部長     杉浦 義人 

代表監査委員     伴野 義雄   議選監査委員   杉浦 康憲 

監査委員事務局長   亀井 勝彦 
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10 会議経過 

説（事務局長） 本日は、去る９月９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 44 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名の委員により審査をしていただくことになっており

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、小島克文委員

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。 

選出の方法が、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（１） 指名推選でお願いします。 

意（16） 投票によりお願いいたします。 

臨時委員長 それでは、投票の方法によることにいたしたいと思いますが、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 御異議なしと認めます。よって選出の方法は投票による方法に決
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定いたしました。 

ただいまの出席委員数は８人であります。 

これより投票用紙を配付させます。 

 

投票用紙配付 

 

臨時委員長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 

 「なし。」と発声するものあり。 

 

臨時委員長 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

 

投票箱の点検 

 

臨時委員長 異常なしと認めます。 

念のため申し上げます。 

投票は単記無記名であります。投票用紙に委員長とする委員の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票をお願いします。 

なお、もし得票数が同数の場合は、抽せんによって決定したいと思いますが、

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 御異議なしと認めます。 

それでは、御記入をお願いします。 

点呼を命じます。 

 

点呼・投票 
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（事務局長） それでは議席番号順に点呼を行います。 

１番 荒川義孝委員、４番 杉浦浩一委員、５番 岡田公作委員、７番 長

谷川広昌委員、９番 柳沢英希委員、11 番 北川広人委員、14 番 小嶋克文委

員、16 番 倉田利奈委員。 

臨時委員長 投票漏れはございませんか。 

 

 「なし。」と発声するものあり。 

 

臨時委員長 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

開票を行います。 

 

開票 

 

臨時委員長 投票の結果を報告いたします。 

投票総数８票。 

これは先ほどの出席委員数に符合いたしております。 

そのうち、有効投票８票、無効投票０票。 

有効投票中、長谷川広昌委員７票、倉田利奈委員１票。 

以上のとおりであります。 

よって、長谷川広昌委員が委員長に選出されました。 

委員長に選出されました長谷川広昌委員に就任の御挨拶をお願いいたしま

すが、その前に席を交代いたします。 

委員長 改めまして皆さん、おはようございます。 

ただいま、多くの方の御推挙をいただき、委員長の大役を仰せつかったわけ

でありますが、皆様の御協力を賜り、円滑な議事の運営に努めてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

なお、当局におかれましては、質疑に対し、適切なる御答弁をいただきます

ようお願いを申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 
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《副委員長選出》 

委員長 これより、副委員長の選出を行います。 

お諮りいたします。 

副委員長の選出の方法は、指名推選の方法により行いますか、それとも、投

票の方法のいずれにより行いますか。 

意（１） 指名推選でお願いします。 

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。 

指名推薦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（１） 柳沢委員をお願いします。 

ただいま、副委員長に柳沢英希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。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認めます。 

よって、柳沢英希委員が副委員長に選出されました。 

ただいま副委員長に提出されました柳沢英希委員に、就任の御挨拶を自席で

お願いいたします。 

 

 副委員長挨拶 

 

委員長 それでは、本日と 14 日及び 15 日の３日間の日程を副委員長と協議を

したく、ここで暫時休憩をいたします。 
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休憩 午前 10 時 13 分 

再開 午前 10 時 15 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、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、証

ひょう書類の審査をしていただき、自由解散といたします。 

 なお例年、決算特別委員会初日に、主要な事業の現地調査を実施してまいり

ましたが、今年度においては、新型コロナウイルス感染状況を鑑み、高浜中学

校のプール改修工事とトイレ改修工事の写真をタブレットに掲載して現地調査

の代わりとすることが議会運営委員会で決定しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

第２日目の 14 日は、一般会計、５特別会計並びに議案第 44 号及び２企業会

計の質疑を行い、第３日目の 15 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 44 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、補足説明をお願いいたします。 

説（総務部） 特にございません。よろしくお願いします。 

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 御異議なしと認め、副委員長の柳沢英希委員を指名いたします。 

次に、午前 10 時 30 分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。 
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お諮りいたします。 

今後の取扱いについては、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、本日は自由解散といたします。 

明日は、午前 10 時より再開いたします。 

御協力ありがとうございました。 

 

《証ひょう書類の審査》 

 各委員 午前 10 時 30 分～午後５時 45 分 

 

 

                      散会 午後５時 45 分 


