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開会時刻 午前９時 58 分 

閉会時刻 午前 10 時９分 

◎小山  敏 ○岡田 善行 吉井 詩子 品川 幸久 

山根 隆司  上田 修一 工村 一三 山本 正一 

世古口新吾  出席委員名 

 

杉村 定男議長 

欠席委員名  

署名者 吉井 詩子 品川 幸久 

担 当 書 記 中野 諭 

議案第 80 号 平成 25 年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）中、

産業建設委員会関係分 

 

議案第 82 号 平成 25 年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算 

（第１号） 

 

 

議案第 85 号 伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関 

する条例等の一部改正について 産業建設委員会関 

係分 

 

 

協 議 案 件 

議案第 86 号 市道の路線の認定について 

平成 25 年請願第４号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）へ 

の参加に反対する請願 産業建設委員会関 

係分 

 

 

 

 

産業観光部長、都市整備部長、都市整備部次長 

上下水道部長 上下水道部次長 

ほか関係参与 説 明 者 

 

 

伊 勢 市 議 会 



審議の経過 

小山委員長が開会を宣言し、会議録署名者に吉井委員、品川委員を指名した。 

ただちに議事に入り、去る９月９日の本会議において審査付託を受けた「議案第 80 号

平成 25 年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）」中、産業建設委員会関係分、「議案第 82

号平成 25 年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号）」、「議案第 85 号伊勢市税

外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改正について」産業建設委員

会関係分、「議案第 86 号市道の路線の認定について」の４件及び継続審査となっている

「平成 25 年請願第４号ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する請

願」産業建設委員会関係分の計５件について審査し、議案第 80 号、議案第 82 号、議案第

85 号及び議案第 86 号については、いずれも全会一致で原案どおり可決すべしと決定し、

平成 25 年請願第４号については、全会一致で継続審査とすべしと決定した。委員長報告

文の作成については、正副委員長に一任することで決定し、委員会を閉会した。 

 

開会 午前９時58分 

 

◎小山 敏委員長 

おはようございます。 

御参集ありがとうございます。 

ただいまから産業建設委員会を開会いたします。 

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立いたしております。 

これより会議に入ります。 

会議録署名者２名を委員長において指名いたします。 

吉井委員、品川委員の御両名にお願いいたします。 

本日、御審査いただきます案件は、去る９月９日の本会議におきまして産業建設委員

会に審査付託を受けました「議案第80号平成25年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）」

中、産業建設委員会関係分、「議案第82号平成25年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予

算（第１号）」、「議案第85号伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

等の一部改正について」産業建設委員会関係分、「議案第86号市道の路線の認定につい

て」の４件及び継続審査となっております「平成25年請願第４号ＴＰＰ（環太平洋戦略的

経済連携協定）への参加に反対する請願」産業建設委員会関係分の以上５件となります。 

お諮りいたします。 

審査方法につきましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしました。 

また、委員間の自由討議につきましては、申し出がありましたら随時行いたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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【議案第80号「平成25年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）」中、産業建設委員会関係

分】 

 

◎小山 敏委員長 

それでははじめに「議案第80号平成25年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）」中、産

業建設委員会関係分を御審査願います。 

歳出の審査を行います。 

補正予算書の16ページをお開きください。 

款７商工費を款一括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御発言もないようですので、款７商工費を終わります。 

次に、18ページをお開きください。 

款８観光費を款一括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御発言もないようですので、款８観光費を終わります。 

次に20ページをお開きください。 

款９土木費を款一括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

他に御発言もないようですので、款９土木費を終わります。 

以上で、議案第80号中、産業建設委員会関係分の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 
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「議案第80号平成25年度伊勢市一般会計補正予算（第３号）」中、産業建設委員会関係

分につきましては、原案どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第80号中、産業建設委員会関係分につきましては、原案どおり可決すべ

しと決定いたしました。 

 

【議案第82号「平成25年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号）」】 

 

◎小山 敏委員長 

次に、45ページをお開きください。 

45ページから55ページです。 

「議案第82号平成25年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号）」を御審査願

います。 

この議案につきましては一括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御発言もありませんので、以上で議案第82号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

ないようですので以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第82号平成25年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号）」は、原案ど

おり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第82号につきましては、原案どおり可決すべしと決定いたしました。 

 3



【議案第85号「伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改

正について」のうち、産業建設委員会関係分】 

 

◎小山 敏委員長 

次に条例等議案書の25ページをお開きください。 

「議案第85号伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改

正について」のうち、産業建設委員会関係分を御審査願います。 

なお、審査については、伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正、これは

28ページから30ページです。 

伊勢市道路占用料徴収条例の一部改正、伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条

例の一部改正、伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例の一部改正、以上が、産

業建設委員会関係分となります。 

御発言はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御発言もありませんので、以上で議案第85号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第85号伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例等の一部改

正について」のうち、産業建設委員会関係分は、原案どおり可決すべしと決定いたしまし

て御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御異議なしと認めます。 

よって議案第85号、産業建設委員会関係分につきましては、原案どおり可決すべしと

決定いたしました。 

 

【議案第86号「市道の路線の認定について」】 

 

 

 4



◎小山 敏委員長 

次に42ページをお開きください。 

42ページから44ページです。 

「議案第86号市道の路線の認定について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御発言もありませんので、以上で、議案第86号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第86号市道の路線の認定について」は、原案どおり可決すべしと決定いたしま

して御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第86号につきましては、原案どおり可決すべしと決定いたしました。 

 

【平成25年請願第４号「ＴＰＰ環太平洋戦略的経済連携協定への参加に反対する請願」

のうち、産業建設委員会関係分】 

 

◎小山 敏委員長 

次に「平成25年請願第４号ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対す

る請願」のうち、産業建設委員会関係分を御審査願います。 

産業建設委員会の関係部分は、請願趣旨の13行目、「さらにアメリカ政府が」云々とい

うところから19行目までを除いた部分でございます。 

御発言はありませんか。 

 

(「なし」と呼ぶ者あり) 
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◎小山 敏委員長 

 いいですか。 

 暫時休憩します。 

 

（ 午前10時６分 休憩） 

（ 午前10時８分 再開） 

 

◎小山 敏委員長 

 休憩を閉じ会議を再開いたします。 

 他に発言もありませんので以上で請願第４号の審査を終わります。 

 お諮りいたします。 

 「平成25年請願第４号ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加に反対する請

願」のうち、産業建設委員会関係分につきましては、継続審査にすることと決定いたしま

して御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしました。 

以上で付託案件の審査はすべて終了いたしました。 

お諮りいたします。 

委員長報告文につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 

◎小山 敏委員長 

御異議なしと認めます。 

そのように決定いたしました。 

御審査願います案件はすべて終わりましたので産業建設委員会を閉会いたします。 
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閉会 午前10時９分 

 

 

 上記署名する。 

 

 

  平成25年９月25日 

 

 

 

   委 員 長 

 

 

 

   委   員 

 

 

 

   委   員 

 

 

 

 

 


