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議会運営委員会 

 

令 和 ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日 （ 火 ）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○三鬼副委員長   おはようございます。  

 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。  

 本日の主たる議題は、令和４年第３回尾鷲市議会定例会についてでございます。  

 会議に先立ちまして、報告がございます。南委員長は所用のため欠席でございま

す。よって、尾鷲市議会委員会条例第１２条に基づきまして、副委員長である私が

委員会委員長として職務を行わせていただきますので、御理解ください。会議運営

に御協力をよろしくお願いいたします。  

 それでは、最初に、市長より挨拶をいただきたいと思います。  

○加藤市長   おはようございます。  

 本日は令和４年第３回の定例会のための議会運営委員会を開催していただきまし

て、誠にありがとうございます。  

 本定例会に上程いたします議案につきましては、議案第４５号、尾鷲市議会議員

及び尾鷲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部

改正についてから、議案第５７号、尾鷲市教育委員会委員の任命についてまでの議

案１３件でございます。  

 議案の内訳といたしましては、条例の一部改正が２件、補正予算及び決算関係の

議案が９件、その他１件と、尾鷲市教育委員会委員の任命についての同意案件が１

件でございます。  

 また、報告第７号、専決処分事項について（和解及び損害賠償の額の決定）から、

報告第９号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和３年度事業報告及び決算について

までの報告が３件でございます。  

 これら提出議案の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせます。よろし

く御審査賜りますようお願い申し上げます。  

○三鬼副委員長   それでは、提出議案につきまして、総務課より詳細について御

説明、議案第１３件、報告３件について報告を願いたいと思います。  

○竹平総務課長   それでは、今回提出しております議案等について御説明をさせ

ていただきます。  
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 議案書の１ページを御覧ください。  

 通知をさせていただきます。  

 議案第４５号、尾鷲市議会議員及び尾鷲市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用等の公営に関する条例の一部改正についてにつきましては、最近の物価の変動

等に鑑み、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常はがき等の作成の公営に関

する経費に係る限度額の引上げなど、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公

布、施行されたため、本市条例における選挙運動用ビラの作成及びポスターの作成

に係る公費負担の限度額を引き上げるため条例の一部を改正するものでございます。  

 次に、３ページ、議案第４６号、尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部改

正についてにつきましては、令和４年１０月１日施行の地方公務員の育児休業等に

関する法律の改正により、育児休業を原則２回まで取得できるようになったことか

ら、あらかじめ育児休業を２回取得する計画を申し出る必要がなくなったことに伴

う、育児休業等計画書等の廃止をするほか、非常勤職員における育児休業の取得要

件の緩和として、非常勤職員の子の出生の日から５７日間の末日から６か月を経過

する日までに引き続き採用され、または更新の見込みがある場合は、出生後５７日

間の育児休業を取得することが可能とすること及び非常勤職員の子が１歳到達日以

降において、夫婦交代での取得や特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とする

など、妊娠・出産・育児等と仕事の両立を支援するための措置として、条例の一部

を改正するものでございます。  

 続きまして、７ページの議案第４７号、令和４年度尾鷲市一般会計補正予算（第

６号）の議決についてから、１０ページの議案第５０号、令和４年度尾鷲市病院事

業会計補正予算（第１号）の議決についてまでの４議案につきまして、別冊の一般

会計補正予算（第６号）主要事項説明にて御説明させていただきます。  

 お手元に配付の一般会計補正予算（第６号）主要事項の１ページを御覧ください。  

 通知をさせていただきます。  

 今回の補正につきましては、予算集計表にありますとおり、一般会計で３億９ ,

０３０万４ ,０００円、特別会計の国民健康保険事業会計で１ ,６５１万７ ,０００

円、後期高齢者医療事業会計で５６９万３ ,０００円を歳入歳出それぞれに追加す

るものでございます。  

 また、企業会計の病院事業会計では、歳入を１億４ ,３４２万円、歳出を１億４ ,

４３３万７ ,０００円それぞれ減額するものでございます。  

 次ページを御覧ください。  
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 一般会計の歳入でございますが、主なものといたしまして、９款地方特例交付金

１８９万５ ,０００円の増額は、交付額の確定によるものでございます。  

 １０款地方交付税５ ,４３７万８ ,０００円の増額は、普通交付税の交付額の確定

によるものでございます。  

 次に、１４款国庫支出金１ ,３７５万１ ,０００円の増額は、戸籍システム改修業

務に対する社会保障・税番号システム整備費補助金９２９万７ ,０００円及び母子

生活支援施設入所措置費国庫負担金１６３万５ ,０００円の増額が主なものでござ

います。  

 １５款県支出金１１２万円の増額は、母子生活支援施設入所措置費県負担金８１

万８ ,０００の増額が主なものでございます。  

 次に、１８款繰入金５７３万９ ,０００円の増額は、みえ森と緑の県民税市町交

付金基金繰入金２４９万円及び国民健康保険事業会計繰入金２３５万円の増額が主

なものでございます。  

 １９款繰越金３億３ ,９１２万１ ,０００円の増額は、令和３年度決算に伴う繰越

金でございます。  

 ２１款市債２ ,５７０万円の減額は、各事業に対する過疎債等の充当額の増減及

び臨時財政対策債借入可能額の確定による２ ,８５０万円の減額が主なものでござ

います。  

 次ページは歳出でございます。  

 款別の補正額につきましては、一覧表に記載のとおりでございます。  

 このうち主なものにつきまして、次の４ページで御説明をさせていただきます。  

 まず、各款共通の人件費につきましては、その他特別職の報酬で、国民生活基礎

調査員の報酬６万５ ,０００円の追加でございます。  

 次に、総務費ですが、主なものとして、一般管理費では、個人情報ファイル簿追

加支援業務委託料１０４万５ ,０００円の追加、また、財産管理費は、基金積立金

として、財政調整基金積立金２億１ ,７４４万６ ,０００円の積立てのほか、記載の

とおり、前年度の基金充当事業の精算に伴う、それぞれの基金への積み戻し等でご

ざいます。  

 また、戸籍住民基本台帳費は、戸籍システム改修業務委託料９２９万８ ,０００

円の追加でございます。  

 次に、民生費は、各事業の前年度精算金のほか、児童措置費のうち、母子生活支

援施設入所措置費３２７万円の増額が主なものでございます。  
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 次に、５ページ、衛生費は、予防費で、新型コロナウイルスワクチン接種事業に

係る国庫負担金及び補助金の過年度精算金、６ ,３２６万３ ,０００円の追加、塵芥

収集費では、本年度中の購入ができなくなったことに伴う２トンパッカー車購入費

７５８万１ ,０００円の皆減、塵芥処理施設費では、燃料費の高騰に伴う清掃工場

光熱水費１ ,０５８万５ ,０００円及び清掃工場トラックスケールの故障に伴う修繕

料３２４万５ ,０００円の増額でございます。  

 次に、農林水産業費では、林道開設改良費で、法面の一部崩落に伴う林道大根須

賀利線法面改良工事請負費４００万円の追加。商工費は観光費で、夢古道の湯ドラ

イサウナ修繕料１６５万円の追加。また、土木費では、公園費で、みえ森と緑の県

民税市町交付金活用事業として、世界の椿園における立木伐採業務委託料３０２万

１ ,０００円の追加でございます。  

 次に、教育費では、教育振興費で、尾鷲小学校給食施設整備に伴う給食停止期間

中の就学援助費用補助金５５万３ ,０００円の追加及びそれに伴う扶助費の減額、

また、天文科学館費では、天文科学館３階ドーム空調機取替え修繕料２４万２ ,０

００円の追加でございます。  

 公債費は、前年度の起債額及び利率の確定に伴い、元金を７１万７ ,０００円増

額、利子を４４万３ ,０００円減額するものでございます。  

 次ページの６ページを御覧ください。  

 債務負担行為補正でございます。  

 尾鷲市斎場指定管理料及び小学校電気保安管理業務委託の追加分の２件で、期間

限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  

 続きまして、７ページを御覧ください。  

 国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について御説明させていただきま

す。  

 補正額は、歳入歳出それぞれ１ ,６５１万７ ,０００円の追加で、歳入は、５款繰

越金の増額、歳出は、１款総務費２９万７ ,０００円、６款基金積立金１ ,３４１万

４ ,０００円、８款諸支出金２８０万６ ,０００円の増額でございます。  

 次に、８ページを御覧ください。  

 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）でございますが、歳入歳出それ

ぞれ５６９万３ ,０００円の追加となっており、歳入は３款繰越金の増額、歳出は

２款広域連合負担金５５０万６ ,０００円。３款諸支出金１８万７ ,０００円の増額

でございます。  
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 続きまして、９ページを御覧ください。  

 病院事業会計補正予算（第１号）について御説明させていただきます。  

 収益的収入及び支出の収入では、医業収益で入院外来患者数の減等により７億１ ,

９２３万１ ,０００円の減額、医業外収益５億７ ,５８１万１ ,０００円の増額は、

新型コロナ対策事業補助金の増額等でございます。  

 支出では、医業費用で材料費等の減額及び光熱水費増額等により１億２ ,９２３

万３ ,０００円の減額、医業外費用で控除対象外消費税の減額等により１ ,５１０万

４ ,０００円の減額でございます。  

 次に、債務負担行為補正は、追加１件で、内容は、給食業務委託、期間及び限度

額につきましては、記載のとおりでございます。  

 補正予算関連の議案の説明は以上でございます。  

 次に、議案書に戻りまして、１１ページを御覧ください。  

 通知をさせていただきます。  

 議案第５１号、令和３年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、１

３ページの議案第５３号、令和３年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてまでの３議案につきましては、いずれも地方自治法第２３３条

第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございま

す。  

 次に、議案第５４号、令和３年度尾鷲市病院事業会計決算の認定についてと、議

案第５５号、令和３年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認

定についての２議案につきましても、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。  

 また、決算に係る歳入歳出決算主要説明書、決算参考資料主要施策の成果及び実

績報告書、決算審査意見書等につきましては、タブレットに掲載しておりますので、

御参照ください。  

 次に、議案書の１６ページを御覧ください。  

 議案第５６号、工事請負契約について（折橋墓地移転に伴う新墓地造成工事）に

つきましては、本年８月１０日付で仮契約を締結しているところであり、本請負契

約を締結するに当たり、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を

求めるものでございます。  

 次に、１７ページを御覧ください。  
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 議案第５７号、尾鷲市教育委員会委員の任命についてにつきましては、森下龍美

氏の任期が本年９月３０日に任期満了となることから、人格が高潔で教育及び文化

に関し識見を有している森下龍美氏を引き続き教育委員に任命いたしたく、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求め

るものでございます。  

 次ページに経歴等を掲載しております。  

 次に、議案書の１９ページを御覧ください。報告第７号、専決処分事項について

（和解及び損害賠償の額の決定）につきましては、市道上の事故による和解及び損

害賠償の額が決定したことから、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処

分したので、同条第２項の規定により報告するものでございます。  

 次に、議案書の２２ページを御覧ください。  

 通知をさせていただきます。  

 報告第８号、令和３年度健全化判断比率及び令和３年度資金不足比率の報告につ

いてにつきましては、本市の令和３年度決算について、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を

つけて報告させていただくものであり、２３ページのとおり、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率においていずれも早期健全化基準を

下回っており、また、公営企業においても各会計とも資金不足は生じておりません。  

 次に、議案書の２４ページ、報告第９号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和３

年度事業報告及び決算についてにつきましては、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定に基づき、別冊のとおり報告するものでございます。  

 以上が提出議案の説明でございます。  

○三鬼副委員長   ありがとうございました。  

 ただいま、総務課より、議案１３件、報告３件について、明細表も併せまして御

説明をいただきました。  

 これらにつきましては、本会議に上程され、審査されるということの上で、もし

御質問がございましたら、よろしくお願いいたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼副委員長   なしということで、以上で、提出議案については、これで終わ

りたいと思います。  

 なお、報告３件につきましては、委員会付託がないことから、本会議での質疑と

いうことになりますので、御了承願いたいと思います。  
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 続きまして、会期及び議事日程（案）について議会事務局より御説明願います。  

○高芝議会事務局長   それでは、会期及び議事日程（案）について説明させてい

ただきます。  

 会期は、９月６日火曜日から９月２９日木曜日までの２４日間でございます。  

 会議はいずれも午前１０時開会とさせていただいております。  

 ９月６日に本会議を開会いたしまして、会議録署名議員の指名、会期決定の後、

議案上程、提案説明、審議留保、これは先ほど執行部から説明がございました議案

第４５号、尾鷲市議会議員及び尾鷲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部改正についてから、議案第５５号、令和３年度尾鷲市水

道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定についてまでの計１１議案につ

いてでございます。  

 次に、議案第５６号、工事請負契約について（折橋墓地移転に伴う新墓地造成工

事）につきましては、議案上程、提案説明、質疑、委員会付託の後、本会議を休憩

いたしまして、行政常任委員会を開催していただき、当該議案を審査していただき

ます。委員会終了後に本会議を再開し、委員会における審査結果等の委員長報告、

委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行っていただきます。  

 次に、議案上程、提案説明、質疑、討論、採決、これは議案第５７号、尾鷲市教

育委員会委員の任命についての人事案件についてでございます。こちらは後ほど、

委員会付託を省略する取扱いでよろしいか、御協議のほうをお願いしたいと思いま

す。  

 続きまして、報告、質疑、これは報告第７号、専決処分事項について（和解及び

損害賠償の額の決定）から、報告第９号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和３年

度事業報告及び決算についての報告３件についてでございます。  

 次に、翌９月７日水曜日から９日金曜日までは議案調査、１０日、１１日は土日

のため休会となります。１２日月曜日午前１０時より本会議を再開していただきま

して、９月６日に上程、提案されております議案に対する質疑の後、常任委員会に

付託していただき、その後、一般質問に入っていただきます。  

 １５日木曜日から土日等を挟みまして２７日火曜日まで行政常任委員会を開催し

ていただき、付託議案及び所管事項の審査を行っていただきます。  

 ２８日水曜日は予備日とし、２９日木曜日午前１０時から本会議を再開していた

だきまして、付託議案の委員会における審査結果等の委員長報告、委員長報告に対

する質疑、討論、採決を行い、閉会となる予定でございます。  



－８－ 

 委員長、続けて、事項書３番から５番まで説明させていただいてよろしいでしょ

うか。  

○三鬼副委員長   お願いいたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、引き続きまして、各発言通告書の提出期限、こ

ちらのほうを説明させていただきます。  

 事項書３番目の一般質問発言通告書提出期限につきましては、申合せによりまし

て、９月７日水曜日の午前１１時まで、次に、議案質疑発言通告書提出期限は、議

案第５６号、第５７号及び報告第７号から第９号につきましては、９月５日月曜日

の午前１１時、その他の議案につきましては、９月７日水曜日の午前１１時まで、

次に、討論発言通告書提出期限は、議案第５６号及び第５７号につきましては、９

月５日月曜日の午前１１時、その他の議案につきましては、９月２８日水曜日の午

前１１時までとさせていただいております。  

 また、ただいま議案付託表（案）のほうを通知させていただきましたので、御確

認いただきますようよろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  

○三鬼副委員長   先ほど局長のほうより、会期及び議事日程案について、及びそ

の他の一般質問、通告等について御説明がございました。  

 これらにつきまして、御質問ございましたらお願いします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼副委員長   なしということで。  

 特に、一般質問につきましては、先ほど通告書の形が議会運営委員会で議論され、

そして全協でも報告があって、全体で変更を行いましたので、よろしくお願いしま

す。  

 また、できましたら、一般質問等と執行部とよくかみ合うように、議会運営委員

会の議論をひとつよろしくお願いいたします。  

 議案第５７号について、尾鷲市教育委員会委員の任命についてなのですが、これ

は、私のほうから、説明したらいい。  

 これまで人事案件ということで、委員会付託を省略する形で扱っておりましたが、

これまでのように、慣例のようにこれでいいですか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼副委員長   分かりました。  

 じゃ、そういうことで、議案第５７号、尾鷲市教育委員会委員の任命につきまし



－９－ 

ては、委員会付託を省略して、本会議で質疑、討論、採決という形を取らせていた

だきたいと思います。以上ですね。  

 すみません。行政常任委員会における決算関連議案に係る説明員の出席について、

総務課長より説明お願いします。  

○竹平総務課長   行政常任委員会における、決算予算関連議案に係る説明員の出

席予定でございますが、これまでと同じように市長と副市長を除く、担当課長等で

対応させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  

 ただし、決算審査意見書の総評のみ、市長、副市長においては出席ということで、

取扱いのほうをよろしくお願いいたします。  

○三鬼副委員長   先ほど総務課長より説明がございましたが、これでいいですか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼副委員長   じゃ、以上です。  

 すみません、怠らぬ進行で申し訳ございません。  

 以上で、議会運営委員会における審査事項は全て終わりました。  

 これで閉会いたしたいと思います。ありがとうございました。  

（午前１０時２２分  閉会）  


