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議会運営委員会会議録 

平成２６年６月５日（木） 
（開 会） ９：５８  

（閉 会）１０：２２  

案  件 

 

１ 議会の運営について 

２ 議長の諮問について 

３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

 

【 内 容 】 

１ 議案の説明・質疑 

２ 議案の付託委員会について 

３ 補正予算特別委員会の設置について 

(1) 設置の有無 

(2) 名称：平成２６年度一般会計補正予算特別委員会 

(3) 定数：１１人 

(4) 人選届出期限：６月９日（月） 

(5) 設置時期：６月１１日（水） 

４ 会期及び会議予定について 

５ 質問及び質疑通告並びに意見書案・請願（追加）の提出締切日について 

(1) 代表質問通告締切日        ６月１２日（木）午後５時 

(2) 一般質問通告締切日        ６月１２日（木）午後５時 

(3) 議案に対する質疑通告締切日    ６月１９日（木）午後５時 

(4) 意見書案・請願（追加）提出締切日 ６月１９日（木）午後５時 

 ６ その他 

(1) 次回委員会予定 ６月１１日（水） 午前９時３０分から 

 

○委員長 
只今から、議会運営委員会を開会いたします。 

おはかりいたします。松本委員から体調不良のため欠席する旨の届け出があっております。

本委員会として、松本委員の代わりに佐藤議員に委員外議員として、出席を求めることに、ご

異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
ご異議なしと認めます。それでは、そのように決定いたしました。 
佐藤議員、お席のほうへお願いいたします。 
（ 着 席 ） 

｢議会の運営について｣、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則､委員会に関する条例

等について」、以上３件を一括議題といたします。 

平成２６年第３回定例会の提出議案について、執行部に説明を求めます。 

○財政課長 

 まず、議案第５０号、５１号及び６５号の予算関連議案の概要について、ご説明いたします。

配付いたしております平成２６年度補正予算資料をお願いいたします。 
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１ページをお願いいたします。 
今回の補正予算につきましては、表の下のほうに記載しておりますように、市長選挙の関係

から当初予算で、いわゆる骨格予算を編成いたしておりましたので、平成２６年度の政策的な

新規事業や投資的経費等を計上いたしております。補正額につきましては、一般会計で２２億

４５８１万２千円、特別会計は学校給食事業特別会計のみの補正で、１億９０７６万７千円、

合計で２４億３６５７万９千円を計上いたしております。２ページをお願いいたします。この

表は下のほうに記載しておりますように、平成２６年度当初予算額に今回の補正予算額を合計

した平成２６年度補正後予算額と平成２５年度当初予算額の比較表でございます。一般会計で

平成２６年度補正後予算額は、平成２５年度当初予算額と比較しますと、６７億９９８１万２

千円の増額となっております。３ページ以降に補正予算の概要等について記載いたしておりま

す。内容の説明については省略させていただきます。 
続きまして、議案番号が飛びますが、議案第６５号の専決処分の承認、平成２６年度飯塚市

小型自動車競走事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、地方自治法第１７９条第１

項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、報告を行い、承認を求めるものでございます。

配付いたしております平成２６年５月３１日専決と記載しております補正予算資料によりご説

明いたします。１ページをお願いいたします。表の下のほうに記載しておりますように、小型

自動車競走事業特別会計の平成２５年度決算に伴う１４億４６１万２千円の繰り上げ充用にか

かわる関連経費を補正するもので、補正額は５０億５５００万円を計上いたしております。内

容の説明は省略させていただきます。 

以上で予算関連議案の説明を終わります。 

○総務課長 

引き続き、予算関係以外の議案について、ご説明いたします。 

お配りしております「議案概要」で、説明させていただきます。 

「議案第５２号 飯塚市特別職の職員等の給料の支給の特例に関する条例」につきましては、

特別職の職員等の給料月額について、市長は１０％、副市長・上下水道事業管理者・教育長は

５％を減額するものでございます。 

「議案第５３号 飯塚市税条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法の改正

に伴うもので、軽自動車税につきましては、税率の引上げと１３年を経過した三輪以上の経年

車に対する重課をおこない、法人市民税につきましては、国税の地方法人税の創設に対応し、

法人税割の税率の引下げをおこなうものでございます。 

「議案第５４号 地方税法第６条の規定による固定資産税の課税免除に関する条例の一部を

改正する条例」につきましては、「飯塚医師会」の名称変更に伴うもので、「社団法人」を「一

般社団法人」に変更するものでございます。 

「議案第５５号 飯塚市債権管理条例」につきましては、市の債権の適正な管理を期するた

め、債権所管課間における滞納者に関する個人情報の相互利用及び私債権等の債権放棄等につ

いて定めるものでございます。 

「議案第５６号 飯塚市文化振興基本条例の一部を改正する条例」につきましては、「飯塚市

教育文化振興事業団」の名称変更に伴うもので、「財団法人」を「公益財団法人」に変更するも

のでございます。 

「議案第５７号 飯塚市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」につきま

しては、子ども医療費の入院に係る医療費の助成対象を拡大するものでございます。 

「議案第５８号 飯塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正

する条例」につきましては、法令の改正に伴うもので、勤続５年以上１０年未満の団員につい

ては５万６千円、その他については５万円の引上げをおこなうものでございます。 
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２ページをお願いいたします。 

「議案第５９号 契約の締結」につきましては、文化会館大ホール・中ホール調光設備等改

修工事について、「東芝エルティーエンジニアリング株式会社」と３億４５４９万５２４０円で

請負契約を締結するものでございます。 

「議案第６０号 契約の締結」につきましては、文化会館大ホール・中ホール音響設備改修

工事について、「ヤマハサウンドシステム株式会社」と１億９５２９万４２４０円で請負契約を

締結するものでございます（「防災行政無線が入る」）。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：０７ 

再 開 １０：０８ 

 委員会を再開いたします。 

○総務課長 

続きまして、「議案第６１号 財産の取得」につきましては、庄内小学校外２校のコンピュー

タ教室の機器等を整備するもので、取得価格２１３８万４千円、契約の相手方は「株式会社麻

生情報システム」でございます。 

「議案第６２号 訴えの提起」につきましては、平恒小学校敷等に存在する抵当権について、

抵当権者の相続人に対して消滅時効による抵当権設定登記の抹消を求める訴訟を提起するもの

でございます。 

「議案第６３号 訴えの提起」につきましては、飯塚市重度障がい者医療で負担した一部負

担金について、医療保険者からも高額療養費の支給を受けた者に対する返還請求及び高額療養

費の支給を行った医療保険者に対する損害賠償請求の訴訟を提起するものでございます。 

「議案第６４号 市道路線の廃止」につきましては、代替道路の供用開始に伴い１路線を廃

止するものでございます。 

○総務部長 

人事議案につきまして、ご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。 
議案第６６号及び第６７号につきましては、任期満了に伴います「公平委員会委員」１名の

選任について議会の同意を、「人権擁護委員」１名の推薦について議会の意見を求めるもので、

本会議最終日に提案させていただきたいと考えております。 
報告第１１号から次のページの第２８号までの１８件の報告でございますが、「市営住宅の

管理上必要な調停の申立て」、「交通事故及び市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め

ること及びこれに伴う和解」の専決処分、平成２５年度の「一般会計及び病院事業会計の継続

費繰越計算書」、「一般会計及び学校給食事業特別会計の繰越明許費繰越計算書」、「一般会計の

事故繰越計算書」、「水道事業会計及び下水道事業会計の予算繰越」、土地開発公社、教育文化振

興事業団、サンビレッジ茜の「平成２５年度の決算」・「平成２６年度の予算」等につきまして、

本会議最終日に報告させていただきたいと考えております。 
以上、簡単ですが議案の説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「議案の付託委員会」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 
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議案の付託委員会について、ご説明いたします。議案書をお願いいたします。 
議案第５０号はのちほど、ご審議いただきます補正予算特別委員会に、議案第５１号は市民

文教委員会に、第５２号から５５号までの４件はいずれも総務委員会に、第５６号は市民文教

委員会に、第５７号は厚生委員会に、第５８号は総務委員会に、第５９号から６２号までの４

件はいずれも市民文教委員会に、第６３号は厚生委員会に、第６４号及び６５号、以上２件は、

いずれも経済建設委員会に、それぞれ付託していただいてはと考えております。 

次に人事議案であります、議案第６６号及び６７号の２件につきましては、最終日に上程し、

提案理由説明ののち、いずれも委員会付託省略を諮っていただき、質疑、討論、採決としてい

ただいてはと考えております。 
最後に、報告事項の１８件につきましても最終日に報告、質疑としていただいてはと考えて

おります。 
以上、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「議案の付託委員会」については、事務局説明

のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「議案の付託委員会」については、そのように決定いたしま

した。 

次に、「補正予算特別委員会の設置」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 市長選挙の関係から平成２６年度当初予算は、通称「骨格予算」が編成されておりました。

今回の一般会計補正予算につきましては、平成２６年度の政策的な新規事業や６月補正予算計

上で執行可能な投資的経費等を計上された内容の補正予算となりますことから、本補正予算を

審査するにあたっては、特別委員会を設置していただいてはと考えております。 

なお、特別委員会の名称は、「平成２６年度一般会計補正予算特別委員会」とし、委員定数は

１１人としていただいてはと考えておりますので、併せてご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。事務局説明のとおり、補正予算特別委員会を

設置することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、補正予算特別委員会を設置することに決定いたしました。 

次に、特別委員会の名称は、「平成２６年度一般会計補正予算特別委員会」とし、委員定数は

１１人とすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、特別委員会の名称及び委員定数は、そのように決定いたし

ました（「防災行政無線が入る」）。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：１５ 

再 開 １０：１７ 

委員会を再開いたします。 
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次に、「委員の人員割り振り」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

特別委員会委員の人員割りにつきましては、お手元に配付しております平成２６年度一般会

計補正予算特別委員会人員割表のとおりでございまして、特別委員会の委員数は、先ほど申し

ました１１名ということでございます。 
各会派の人員から２.５名につき１名の割合で選出をしていただきたいと考えております。な

お、正副議長及び監査委員につきましては会派人員数には算入しますが、選出の対象とはなり

ません。 
 その結果、不足する委員数につきましては、△印で示しております端数がある各会派間で、

ご協議をいただき選出していただきたいと考えております。 
なお、各会派の選出委員の届け出期限につきましては、案件に記載のとおり６月９日（月）

午後５時までとしていただき、特別委員会の設置は６月１１日（水）の本会議初日におきまし

て議長発議により設置を諮っていただいてはと考えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「委員の人員割り振り」については、事務局説

明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「委員の人員割り振り」については、そのように決定いたし

ました。 

次に、「人選の届け出期限」は、６月９日（月）午後５時までとし、「特別委員会の設置時期」

は、６月１１日（水）とすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「人選の届け出期限」及び「特別委員会の設置時期」は、そ

のように決定いたしました。 

次に、「会期及び会議予定」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 会期及び会議予定について、ご説明いたします。お手元に配付しております「平成２６年第

３回飯塚市議会定例会会期日程（案）」をご覧ください。 
 まず、会期につきましては、６月１１日から７月８日までの２８日間を考えております。 
次に、会議予定でございますが、お手元に配布しております会期日程（案）のとおりと考え

ておりますので、内容の説明は省略させていただきます。 
以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「会期及び会議予定」については、事務局説明

のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「会期及び会議予定」については、そのように決定いたしま

した。 

次に、「代表質問・一般質問、議案への質疑通告締切日及び意見書案・請願の提出締切日」に
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ついて、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

市長選挙の関係により、本定例会において市長の施政方針説明がございますため、代表質問

が予定されております。よって、案件に記載いたしておりますとおり、代表質問および一般質

問の通告締切につきましては､申し合わせにより、招集日の翌日であります６月１２日（木）午

後５時までとしていただいてはと考えております。 

 次に、議案に対する質疑通告及び意見書案・請願の提出につきましては、いずれも６月１９

日（木）午後５時までに、提出していただきますよう、お願いいたします。 
なお、議案第５０号 平成２６年度飯塚市一般会計補正予算（第１号）に対する質疑通告に

つきましては、日程の関係上、行いませんので、ご了承願います。以上でございます。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「代表質問・一般質問、議案への質疑通告締切

日及び意見書案・請願の提出締切日」については、事務局説明のとおりとすることに、ご異議

ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、その他でございますが、次回の委員会は６月１１日（水）の本会議初日の開会前９時

３０分から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

おはかりいたします。｢議会の運営について｣、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則､

委員会に関する条例等について」、以上３件については継続審査とすることに、ご異議ありませ

んか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件３件は継続審査とすることに決定いたしました。 

これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 


