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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 令和４年 10 月 24 日（月） 午後１時 00 分～午後１時 19 分 

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

３番 杉浦 康憲、  ９番 柳沢 英希、 10 番  杉浦 辰夫、 

14 番 小嶋 克文、 15 番 内藤とし子 

オブザーバー 

議長（12 番）鈴木 勝彦、 副議長（２番）神谷 直子 

 

２．欠席者 

      なし 

 

３．傍聴者 

１番 荒川 義孝、 ４番 杉浦 浩一、 ５番 岡田 公作、 

６番 柴田 耕一、 ７番 長谷川広昌、 ８番 黒川 美克、  

11 番 北川 広人、 13 番 今原ゆかり、  16 番 倉田 利奈 

 

４．説明のため出席した者 

   市長、総務部長、行政Ｇ主幹 

 

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４年第５回臨時会について  

（１）議案の説明について  

（２）議案の取り扱いについて  
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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 御異議なしと認め、副委員長の小嶋克文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。 

それでは、案件の順序に従い逐次進めてまいりますので、よろしく御協力を

お願いいたします。 

 

 

《議 題》 

１  令和４年第５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が、着席のままで結構です。 

それでは、お願いいたします。 

説（総務部） それでは、委員長のお許しをいただきましたので、着座にて御

説明させていただきます。 
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それでは、令和４年第５回臨時会に付議させていただきます案件につきまし

て、御説明を申し上げます。 

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、一般議案が 55 号及び 56 号の２件、補正予算が 57

号及び 58 号の２件、報告が１件の計５件をお願いするものでございます。 

続きまして、議案書をお願いいたします。 

初めに、議案第 55 号は、高浜市やきものの里かわら美術館・図書館の指定

管理者を指定するものであります。 

議案第 56 号は、高取児童クラブ長寿命化改良工事において、床の結露対策

工事の必要が生じたこと等及びみどり学園解体工事において、浄化槽の撤去工

事の必要が生じたことに伴い、工事請負契約を変更するものであります。 

続きまして、議案第 57 号、令和４年度一般会計補正予算（第 10 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３億 6,857 万 4,000 円を追加し、補正後の

予算総額を 171 億 3,797 万 4,000 円といたすものであります。 

８ページをお願いいたします。 

債務負担行為補正は、高浜市やきものの里かわら美術館・図書館の指定管理

料、図書等運搬業務委託料及び備品購入費（書棚等購入費）について、新たに

期間及び限度額を定めるものであります。 

10 ページをお願いいたします。 

地方債補正、中段の小学校施設改修事業は、翼小学校照明器具ＬＥＤ化等工

事に伴い、限度額を増額するものであります。 

22 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の新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金は、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金の創設に伴

い、増額いたすもので、マイナポイント事業費補助金は、マイナポイント第２

弾の周知、広報及びマイナポイント申込支援に対して、国が全額補助いたすも
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のであります。 

２目民生費国庫補助金の、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化

交付金は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限の延長

に伴い、増額いたすもので、価格高騰緊急支援給付金支給事業費補助金及び同

事務費補助金は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特

に家計への影響が大きい低所得世帯への支援策として実施する価格高騰緊急支

援給付金支給事業に対し、全額補助されるものであります。 

５目教育費国庫補助金の学校施設環境改善交付金は、翼小学校照明器具ＬＥ

Ｄ化等工事に対する補助金を計上いたすものであります。 

15 款２項２目民生費県補助金の愛知県子育て世帯臨時特別給付金給付事業

費補助金及び同事務費補助金は、食費等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯

への支援策として実施する愛知県子育て世帯臨時特別給付金支給事業に対し、

全額補助されるものであります。 

３目衛生費県補助金の、高齢者インフルエンザ予防接種費補助金は、令和４

年度の高齢者インフルエンザ予防接種にかかる被接種者の自己負担相当額を県

が全額補助するものであります。 

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

整として増額いたすものであります。 

20 款４項４目雑入は、高齢者インフルエンザ予防接種にかかる被接種者の自

己負担相当額を県が全額補助することとなったため、当初見込んでいた自己負

担相当額の全額を減額するものであります。 

24 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 12 目企画費の 10、ＩＣＴ推進事業は、マイナポイント第２弾の申

請サポート体制を充実させるため、マイナポイント申請サポート業務委託料を

計上いたすものであります。 

３款１項８目生活援助費の５、生活困窮者自立支援事業は、生活福祉資金貸

付けの再貸付けが終了するなどにより、特例貸付けが利用できない世帯に対し

て支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、当該支
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援金の申請期限が延長されたことに伴い、増額いたすものであります。 

24 目、価格高騰緊急支援給付金支給事業費は、電力、ガス、食料品等の価格

高騰による家計の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に

対し、１世帯当たり５万円を給付する価格高騰緊急支援給付金を支給いたすも

のであります。 

３款２項３目家庭支援費の 23、愛知県子育て世帯臨時特別給付金支給事業は、

新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響を受け

る子育て世帯を支援するため、児童手当対象児童を養育する者に対し、児童一

人当たり１万円を支給いたすものであります。 

26 ページをお願いいたします。 

４款１項２目保健予防費は、高齢者のインフルエンザ予防接種において、自

己負担なしで接種できることになり、接種率が高くなることが見込まれるため、

個別予防接種委託料を増額いたすものであります。 

７款１項２目商工業振興費の 16、省エネ設備更新支援事業は、市内事業者に

対して、省エネ設備への更新に要する経費の一部を支援することで、電気代等

の固定費の削減と地域における温室効果ガスの排出抑制を図ることを目的に実

施するもので、当初の想定を大幅に上回る申請件数が見込まれることから、省

エネ設備更新支援補助金を増額いたすものであります。 

10 款２項１目学校管理費の１、小学校維持管理事業は、翼小学校における照

明器具のＬＥＤ化と避雷針を設置する工事費を計上いたすものであります。 

28 ページをお願いいたします。 

10 款５項５目文化事業費の１、美術館管理運営事業は、かわら美術館・図書

館へ名称を変更することに伴う駐車場看板の修正業務委託料を計上いたすもの

であります。 

そのほか、全体を通じまして、世界的社会情勢により、原油の高騰と物価上

昇により、高圧電力を使用する公共施設、11 施設の光熱水費を増額いたしてお

ります。 

以上が一般会計補正予算の概要でございます。 

続きまして、議案第 58 号、令和４年度水道事業会計補正予算（第１回）に
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ついて御説明申し上げます。 

別冊の補正予算書３ページをお願いいたします。 

収益的支出では、一般会計補正予算と同様に、高圧電力に係る電気料金が不

足するため、営業費用、動力費の増額補正を行うものであります。 

続きまして、報告案件について申し上げます。 

報告第８号、専決処分の報告については、市有自動車の事故に関し、損害賠

償額の決定及び和解について専決処分を行いましたので、その報告をさせてい

ただくものであります。 

以上が、第５回臨時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、当局より説明のありましたとおり、一般議案２件、補正予

算２件、報告１件であります。 

ただいまの説明に対する質疑を許します。 

問（15） まず、ほかの市では９月 28 日に高浜と一緒、同じ日に最終日を迎え

た議会が結構あるんですが、この中で第 10 回の補正予算一般会計の分ですね、

これ最終日に議決したところもあるって聞くんですが、何で、こういう臨時会

になってきちゃったのかっていうことをまず聞きたいと思います。 

それから、図書館の指定管理者の問題ですが、６月に説明された公共施設の

今後についてですと、12 月に指定管理者決定がされるというようなことが載っ

てるんですが、この 10 月にされると。12 月議会でしっかり審議すべきじゃな

いかと考えますが、12 月議会すぐあるのに、なぜ臨時会で提案しなきゃならな

いのか、その理由を教えてください。 

はい、それだけでお願いします。 

答（総務部） まず一般会計の補正予算、他の自治体では、９月で可決されて、

それはなんの案件ですか。一般会計補正予算のどの案件でしょうか。いろいろ

今回上げてますけど。 

問（15） 一人５万円の支給。コロナの関係ね。 

刈谷なんかもそうやって９月議会、３日ぐらい前に提案されて、当日、当日

っていうか最終日に決めたっていって聞いてますけど。 
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答（総務部） 一人５万円の価格高騰の関係だと思うんですが、たしか国のほ

うが示されたのが９月に入ってからだったかなとちょっと思ってるんですが、

それで、うちのほうはいろいろと業者等等ですね、見積りとる中で、９月には

ちょっと上程できないということで今回、10 月臨時会に上げさせていただいて

おりますが、いろいろとその担当グループにも聞きましたが、この 10 月臨時会

で上げれば、ただ事務としては、十分間に合うということでしたので今回出さ

せていただいております。 

それと、美術館・図書館につきまして、多分内藤委員が言われるのは、公共

施設の推進スケジュールですかね、推進プランのスケジュールで、予定として

一応 12 月議会で指定管理者等を上げさせていくというお話だったと思うんで

すが、今回 10 月で上げさせていただきましたのは、一緒に補正予算で上げさせ

ていただいてる備品購入費等ですね、書棚等の購入につきまして、これは、そ

の 2,000 万円以上超えてくる中で、当然その契約にも契約議決が必要になって

くるという中で、そちらの契約のほうを遅くても 12 月議会のほうで可決をいた

だかないと、多分７月オープンというふうに当初見込んでおりますので、それ

に間に合わなくなってくるということもありまして、今回、補正予算のほうを

10 月、この臨時会で上げさせていただくという中で、指定管理者の指定につい

てもあわせて、この 10 月のほうで上げさせていただいたというところでござい

ますので、御理解よろしくお願いします。 

問（15） 図書館の指定管理者の問題ですけども、臨時会だと、委員会質疑も

ありませんし、しっかり質疑できないんですけども、そういうのはどのように

考えてみえるでしょう。 

答（総務部） 確かに、臨時会ですと、通常であれば１日でという話ですので、

そういったことも踏まえて、いろいろと今日の議案説明会等でいろいろ資料等

も用意させていただく中で、しっかりと議論いただければというふうに思って

おりますのでよろしくお願いします。 

委員長 いいですか。 

ほかにないようでしたら、市長挨拶。 
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市長挨拶 

 

委員長 はい、当局の方は退席願います。御苦労さまでした。 

 

 

（２）議案の取り扱いについて 

委員長 事務局より説明願います。 

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４年第５回高浜市議会臨時会の会期及び会議日程を御覧いただきたいと思い

ます。 

会期は 10 月 31 日、月曜日の１日間として、会議日程としましては、開会、

市長招集挨拶、会議録署名議員の指名、会期の決定、議案上程、説明、質疑、

討論、採決、報告、閉会の順序でお願いをいたします。 

議案の取扱いといたしましては、委員会付託を省略して、全体審議でお願い

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 当局より提示がありました案件につきましては、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 御意見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。

本日の案件は全て終了いたしました。 

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 午後１時 19 分 



 9 

議会運営委員会委員長 

 

 

議会運営委員会副委員長 


