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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年６月８日（木）午前 ９時５８分 開会 

              午前１０時２２分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 弘   豊  委  員 上 村 高 義 

  委  員 東  久美子 委  員 南 野 直 司    委  員 森 西  正 

    議  長 野 原  修  副 議 長 野 口  博 

議  員 中 川 嘉 彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥村良夫  総務部長 井口久和 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智 哉 同局参事兼局次長 岩見賢一郎 

  同局次長代理 田村信 也  同局総括主査 香山叔彦   

  同局書記 渡部真 也  同局書記 坂 本 敦 志  同局書記 宮田瑠璃子   

 

１．案件 

  平成２９年第２回定例会審議日程及び議事日程について  
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（午前９時５８分 開会） 

○嶋野浩一朗委員長 おはようございます。 

 ただいまから、議会運営委員会を開会い

たします。 

 まず、理事者から挨拶を受けることとい

たします。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日はお忙しいところ、議会運営委員会

を開催していただきまして、大変ありがと

うございます。６月１３日から開催されま

す平成２９年第２回定例会におきましては、

報告案件５件、予算案件２件、条例案件５

件、人事案件１６件、その他案件３件、計

３１件の議案案件の上程を予定いたしてお

ります。それぞれの案件の概要につきまし

ては、総務部長より説明させますので、よ

ろしくお取り計らいのほど、お願い申し上

げます。 

○嶋野浩一朗委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、上村委員

を指名いたします。 

 それでは、第２回定例会の提出議案につ

きまして、概略説明をお願いいたします。 

 総務部長。 

○井口総務部長 おはようございます。 

 それでは、平成２９年第２回市議会定例

会提出案件の概略説明をさせていただきま

す。 

 まず報告第２号は、摂津市消防団員等公

務災害補償条例の一部を改正する条例専決

処分報告の件でございます。 

 これは、一般職員の給与に関する法律の

改正により、平成２９年度以降、扶養手当

の支給額が改定され、この扶養手当の支給

額をもとに補償基礎額を定めております非

常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定

める政令が加算額等を改正することとなっ

たため、摂津市消防団員等公務災害補償条

例についても同政令に合わせて改正が必要

となり、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、専決処分したものでございます。 

 次に、報告第３号は、摂津市税条例の一

部を改正する条例専決処分報告の件でござ

います。 

 これは、地方税法等の一部を改正する法

律が平成２９年４月１日から施行されるこ

とに伴い、所要の改正が必要となったため、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、

専決処分したものでございます。 

 その主な内容は、軽自動車税の税率及び

賦課徴収についての特例でございます。税

率の特例は、グリーン化特例の適用期限を

２年延長し、その対象を燃費基準達成割合

のよいものにするなどの適用要件の見直し

でございます。また、賦課徴収の特例は、

軽減税率の適用において不正を行った自動

車、製作者等を納税義務者とみなして、軽

減税額分の不足額を賦課徴収するものでご

ざいます。 

 次に、報告第４号は、損害賠償の額を定

める専決処分報告の件でございます。 

 これは、平成２９年２月２１日、火曜日、

午後８時ごろ、摂津市庄屋１丁目４番地先

におきまして発生した事故に係る損害賠償

でございます。 

 事故発生の状況は、損害賠償の相手方が

自家用車で帰宅途中、側溝のふたの上を通

過した際に側溝のふたがはね上がり、同自

家用車の車両底部に突き刺さり、損傷した

ものでございます。損害賠償の相手方は議

案書に記載のとおりで、賠償の額は３万２，

０２０円でございます。この賠償金は、全

額が公益社団法人全国市有物件災害共済会

から支払われるものでございます。なお、

平成２９年５月９日に示談が成立いたしま
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したので、地方自治法第１８０条第１項の

規定により、専決処分したものでございま

す。 

 次に、報告第５号は、平成２８年度摂津

市一般会計繰越明許費繰越報告の件でござ

います。 

 これは、平成２８年度繰越額が確定いた

しましたので、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により、繰越明許費繰越計

算書を調政し、ご報告いたすものでござい

ます。 

 内容につきましては、款２総務費、項３

戸籍住民基本台帳費の個人番号カード交付

事業で、金額６３８万円の全額を翌年度に

繰り越すものでございます。 

 繰越額の財源内訳は、全て国庫支出金で

ございます。 

 款３民生費、項１社会福祉費の臨時福祉

給付金等給付事業では、金額３億２，８３

５万６，０００円のうち３億１，８６０万

２６３円を翌年度に繰り越すものでござい

ます。 

 繰越額の財源内訳は、全て国庫支出金と

なっております。 

 款７土木費、項２道路橋りょう費の橋梁

長寿命化修繕事業では、金額５，７７２万

円のうち５，６７５万９，４００円を翌年

度に繰り越すものでございます。 

 繰越額の財源内訳は、全て一般財源とな

っております。 

 款９教育費、項２小学校費の小学校施設

改修事業では、金額２億２，５８５万３，

０００円の全額を翌年度に繰り越すもので

ございます。 

 繰越額の財源内訳は、国庫支出金２，０

５９万４，０００円、地方債１億９，５８

０万円、一般財源９４５万９，０００円と

なっております。 

 次に、報告第６号は、平成２８年度摂津

市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越

報告の件でございます。 

 これは、平成２８年度繰越額が確定いた

しましたので、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により、繰越明許費繰越計

算書を調政し、ご報告いたすものでござい

ます。 

 内容につきましては、款１下水道費、項

２下水道事業費の公共下水道整備事業で、

金額１億８，６２０万円の全額を翌年度に

繰り越すものでございます。 

 繰越額の財源内訳は、国庫支出金９，３

１０万円、地方債１，５３０万円、その他

の財源７，７７９万４，３６０円、一般財

源５，６４０円となっております。 

 次に、議案第３２号は、平成２９年度摂

津市一般会計補正予算第１号でございます。 

 当初予算額３３９億２，７００万円に補

正額３億１，４６６万７，０００円を追加

し、補正後予算額を３４２億４，１６６万

７，０００円といたすものでございます。 

 その内訳は、歳入で財政調整基金からの

繰入金を計上し、歳出では市たばこ税増収

に伴う大阪府への交付金を計上いたしまし

たほか、阪急京都線連続立体交差事業に係

る補正予算を計上いたしております。 

 次に、議案第３３号は、平成２９年度摂

津市介護保険特別会計補正予算（第１号）

でございます。 

 当初予算額６２億４，０８４万円に補正

額１７４万１，０００円を追加し、補正後

予算額を６２億４，２５８万１，０００円

といたすものでございます。 

 その内訳は、歳入で介護職員処遇改善促

進補助金を計上し、歳出では介護報酬改定

内容を事業者へ周知するために要する費用

及び介護報酬改定に伴う審査業務増加に対
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処するための費用を計上いたしております。 

 次に、議案第３４号から議案第４９号ま

では、農業委員会委員の任命について同意

を求める件でございます。 

 これは、農業委員会等に関する法律の改

正により、農業委員の選出方法が従来の公

選制から市長が市議会の同意を得て任命す

る方法に改められたため、改正後の同法第

８条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。委員の氏名につき

ましては、議案番号順に一括して申し上げ、

住所、生年月日につきましては、議案書に

記載のとおりとさせていただきます。 

 初めに、議案第３４号 池上良雄氏、次

に議案第３５号 濱口光緒氏、議案第３６

号 山手賢三氏、議案第３７号 深田安章

氏、議案第３８号 神嵜勇人氏、議案第３

９号 濵口護氏、議案第４０号 冨田政吉

氏、議案第４１号 林義宜氏、議案第４２

号 石橋周三氏、議案第４３号 福田洋子、

議案第４４号 萩原明氏、議案第４５号 

井関良德氏、議案第４６号 西島俊治氏、

議案第４７号 近藤元二氏、議案第４８号 

西島由則氏、議案第４９号 池上善章氏、

以上１６名でございます。 

 なお、委員の任期は平成２９年７月２０

日から平成３２年７月１９日まででござい

ます。 

 次に、議案第５０号、工事請負契約締結

の件でございます。 

 この契約内容はデジタル防災行政無線整

備工事で、契約方法は指名競争入札、契約

金額は税込み１億６，３１８万５，５１６

円でございます。契約の相手方は、大阪市

中央区城見１丁目４番２４号 ＮＥＣネッ

ツエスアイ株式会社 関西支社  

支社長 浅井一成でございます。 

 次に、議案第５１号、工事請負締結の件

でございます。 

 この契約内容は摂津市旧味舌小学校校舎

解体等工事で、契約方法は指名競争入札、

契約金額は税込み３億２，６０５万２，０

００円でございます。契約の相手方は、摂

津市東別府３丁目２番４８号、福島興業株

式会社、代表取締役藤田依子でございます。 

 次に、議案第５２号、工事請負契約締結

の件でございます。 

 この契約内容は摂津市立摂津小学校校舎

増築その他改修工事で、契約方法は制限付

一般競争入札、契約金額は税込み８億３，

１６０万円でございます。契約の相手方は

株木建設株式会社、五和建設工業株式会社

の共同企業体で、代表構成員は大阪市北区

豊崎５丁目８番１７号、株木建設株式会社 

大阪支店、支店長渡邊裕之でございます。 

 次に、議案第５３号は、摂津市職員の退

職手当に関する条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。 

 これは、雇用保険法の改正により、再就

職を促進するために必要な職業指導を行う

ことが適当であると認めた受給資格者に対

する個別援助給付の制度が創設されたため、

必要な規定の整備を行うものでございます。 

 なお、施行日は交付の日といたしており

ます。 

 次に、議案５４号、摂津市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条

例制定の件でございます 

 これは、特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する国の参酌基準

の改正に伴い、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 特定教育・保育施設は、必要に応じて支

給額、支給認定書または支給認定に係る事

項を記載した通知書により、支給認定の有
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無、区分、有効期間及び保育必要量を確認

することとするものでございます。 

 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。 

 次に、議案第５５号は、摂津市子どもの

医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件でございます。 

 これは、子どもの医療費の助成対象年齢

を１８歳まで引き上げるため、所要の改正

を行うものでございます。 

 なお、施行日は平成３０年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第５６号は、摂津市営住宅条

例の一部を改正する条例制定の件でござい

ます。 

 これは、公営住宅法の改正に伴い、項ず

れした引用条文を整備するものでございま

す。 

 なお、施行日は平成２９年７月２６日と

いたしております。 

 最後に、議案第５７条は、摂津市地域包

括支援センターの包括的支援事業の実施に

関する基準を定める条例の一部を改正する

条例制定の件でございます。 

 これは、介護保険法施行規則の改正に伴

い、主任介護支援専門員の更新研修を受講

する時期を明確化するため、所要の改正を

行うものでございます。 

 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。 

 以上、平成２９年第２回市議会定例会提

出案件の概略説明とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わりました。 

 この際何か質問があればお受けいたしま

す。よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 質問がないようです

ので、理事者の皆さんは退席いただいて結

構でございます。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１３分 休憩） 

（午前１０時１５分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 議会運営委員会を再

開いたします。 

 それでは、第２回定例会の審議日程及び

議事日程について、事務局から説明をお願

いいたします。 

 香山総括主査。 

○香山事務局総括主査 第２回定例会の審

議日程等の事務局案について、お手元の資

料に基づき説明いたします。 

 まず、１ページの審議日程につきまして、

会期は６月１３日から６月２８日までの１

６日間でございます。 

 本会議初日の６月１３日は、付託案件に

ついて提案理由の説明、質疑、委員会付託

並びに即決案件の審議でございます。 

 また、この日の午後５時１５分が議会議

案の届け出締め切りでございます。１４日

が民生常任委員会、１５日が総務及び文教

常任委員会です。 

 また、１５日の正午が一般質問の届け出

締め切りでございます。 

 １６日が駅前等再開発特別委員会でござ

います。 

 なお、１４日の民生常任委員会終了後に

民生常任委員協議会が予定されています。 

 次に、２３日が議会運営委員会、２７日

は本会議で一般質問、翌２８日は本会議終

了日で、一般質問の後、付託案件の委員長

報告、採決の後、議会議案でございます。 

 また、本会議終了後の議会運営委員会は

次の第３回定例会の日程の仮決定をお願い

するものです。 

 以上が審議日程案です 

 続きまして、２ページからの議事日程に
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ついて説明を申し上げます。 

 まず、６月１３日につきましては、日程

１が会期の決定でございます。日程２は議

案第３４号など１６件で、農業委員会委員

の任命同意で先ほどの協議会での態度表明

をもとに一括簡易採択と備考欄に記載いた

します。 

 日程３は、議案第３２号など７件で、一

括して提案理由の説明、質疑を受けた後、

所管の委員会に付託でございます。 

 日程４は、６月７日に提出されました請

願第１号で、所管の文教常任委員会に付託

となります。 

 日程５は、報告第２号など２件で、報告

を受けていただいた後、即決でございます。 

 日程６は、報告第４号など３件で、一括

して報告を受けていただきます。 

 日程７、日程８及び日程９は、工事請負

契約締結の件で、１件ずつ上程の上、それ

ぞれ即決でございます。 

 日程１０は、常任委員会の所管事項に関

する事務調査報告の件で、総務・建設・文

教・民生常任委員会の委員長から、閉会中

の事務調査につきまして本会議で報告いた

だくものでございます。 

 ３ページ、６月２７日については、一般

質問でございます。２８日について、日程

１、一般質問の後、日程２が議案第３２号

など、委員会付託案件の７件を一括上程の

上、委員長報告、採決となります。 

 日程３は請願第１号で、委員長報告、採

決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 その次におつけしています議案付託表に

ついてでございますが、ごらんのとおり、

総務・文教・民生の各常任委員会及び駅前

等再開発特別委員会で審査をお願いする案

件でございます。 

 その次におつけしています議案第３２号

所管別の分割表は、平成２９年度一般会計

補正予算第１号につきまして、総務常任委

員会及び駅前等再開発特別委員会で審査を

お願いする内容でございます。 

 なお、最後におつけしています請願第１

号の請願文書表につきましては、６月１３

日の本会議開会までに議場配付させていた

だきます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 

○嶋野浩一朗委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、そのよう

に決定いたします。 

 次に、報告事項がございますので、事務

局から説明をお願いいたします。 

 香山総括主査。 

○香山事務局総括主査 ６月１３日の本会

議に関して３点ご報告いたします。 

 １点目は、全国市議会議長会からの永年

勤続表彰伝達式についてでございます。去

る５月２４日付で、全国市議会議長会から

表彰されました方の表彰状の伝達式を６月

１３日の本会議開会前に行います。今回の

表彰におきまして、野口議員が３５年表彰、

渡辺議員が２５年表彰、上村議員が２０年

表彰、安藤議員、嶋野議員及び森西議員が

１５年表彰を受賞されておられます。 

 ２点目は、議場の理事者席の一部変更に

ついてでございます。人事異動等に伴い、

今回議場の理事者席について一部変更をし

ておりますので、よろしくお願いします。 

 ３点目は、顔写真の撮影等についてでご

ざいます。吹田・摂津記者クラブから、来

る９月１０日に告示されます市議会議員選

挙において、公平かつ迅速な報道を行うた
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め、現職の市議会議員全員に候補者調査票

の提出並びに顔写真の撮影の依頼がござい

ます。候補者調査票については、本日全議

員に依頼文書とともにファクスを送信させ

ていただく予定をしております。また、顔

写真の撮影日については、本会議初日であ

ります６月１３日の正午から午後１時まで

の間に３０１会議室で撮影したいとのこと

でありますので、よろしくお願いいたしま

す。なお、写真撮影の際には、候補者調査

票を提出いただきますよう、あわせてお願

いしたいとのことであります。候補者調査

票の内容につきまして、提出後大きな変更

等がありましたら、依頼文書のお問い合わ

せ先までご連絡いただきますようお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 ただいま事務局から

ご説明をいただきましたけれども、特に不

明な点等はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、そのとお

りでよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時２２分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定により
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