
第９ ６図南あ わじ市議会定例会議事 日程 （第 ５号）

令和 ２年 ９Ｊ１２　５日 （金）午前１ ０時殞議

第１　　 議案第５ ４そ、議案第 ５６ 号、 議案第５ ９号～議案第 ６１ 倚（ ５件一括上程）

議案 第５ ４倚　　令鷏２年度南あわ じ市一般会計袖ｊＥ予算（第７ 苟）

議案 第５ ６号　　南あわじ市ぬ民館条例の一部を改ｍする条例制定について

議案 第５ ９号　 放棄 した権利の額の変更について

議案 第６ ０昜　 放棄 した権利の額の変更について

議案 第６ １倚　 友好連携協定の締結について

第２　　 議案第５ ５そ、議案第 ５７ そ、 議案第５ ８倚、議案第 ６２ 倚（ ４件一括上程）

議案 第５ ５刄　　令豕］２ 年度南あわじ市［翕喪良康保険特ＳＩ］会計補‾ｉＥ予算 （第 ２そ）

議案 第５ ７硲　 南あわじ市特定教育・ 保育施霤汳び特定麑域型保育事業の保育料
に関する 条例制定につ いて

議案 第５ ８蜀　 南あわじ市伊ｍ漁港海岸環境施鼈条例の一部を改正する条例執定
につ いて

議案 第６ ２倚　 財産の譲与について（＼日灘保育所）

第３　　 認定第１ そ～お定第１ ４号 （１ ４件一括上程）

認定 第　１倚　 令手口元年度南あわじ市一般会計決算の認定について

認定 第２ 硲　 令和ニ元年度南あわじ市Ｘ匹岌康保険特ＳＩ」会計決算の嘉定について

認定 第３ そ　　令ね元年度南あわ じ市後期高齢者Ｋ療特ＳＩ」会計決算の逖定につい
て

認定 第４ そ　 令皋］ニ瓦年度南あわ じ市介護保険特ＳＩ」会計決算の認定について
｜

認定 第５ そ　 令私二元年度南あわじ市土麑開発事業特ＭＩ」会計決算の認定について

認定 第６ 号　　令和元年度南あわ じ市産業廃棄物最終Ｍ分事業特ＭＩ」会敖決算の認
定について

認定 第７ 倚　 令れ］ニ元年度南あわ じ市ケー ブルテレ ビ事業特ｊ３ １」会計決算の認定に
ついて

認定 第８ 倚　 令和元年度南あわ じ市国民宿舎事業特ｊ３１」会計決算の認定について

認定 第９ そ　　令れ］元年度南あわじ市ぷ ｍ財産区特ＺＩ」会計決算の認定について

認定 第１ ０倚　　令れ］元年度南あわじ市福良財産区特県会計決算の認定について

認定 第１ １号　 令和元年度南あわ じ市北阿万財産区特鬚会計決算の簒定について



售た第１ ２倚　　令和元年度南あわ じ市沼曁財産区特鬚会敖決算の認定について

認定 第１ ３倚　 令うＦ口元年度南あわ じ市下水道事業会敖決算の售定について

售定 第１ ４そ　 令和元年度南あわ じ市農業族済本業会計決算の認定について

第４　　 発委 第２号

第５　　 議員派遣の申 しｍ

新型 コロ ナウ イルス感染症の影響に伴う 地方財政の急獵な悪化に
対し地方税財源の確保を求める意見書

第６　　 議会運営委員会、 常任委員会のＭ今中の継続調査の申 しｉ



南あわじ市議会議長　　熊　 日］　 百］様

令和 ２年 ９１ １７日

総務文教常任委員長　　 叺　米　售　有＜二万万ノ］‾八
レｊ］７ １匸ずじｊで｜

－　　　　　　　　　 ご．‾－ ｀に －ｌ

・　員　会　審　を　報　き　書

本委員会 にイ才託の本件は 、審査の結驚＝下笥の とお り決定し たか ら、 会議規Ｍ Ｉ』 第１ ０８
条の規定によ り報告し ます。

記

議案 番倚 件　　　　　　　　名 結　果

議案 第５ ４号

漾案 第５ ６倚

議案 第５ ９号

議案 第６ ０号

議案 第６ １号

令和 ２年度南あわ じ市一牡会牡補コミ予算（第７ 昜）
１

南あ わじ市悵民館条例の一部を改正する 条例執をについ
て

放棄した権利の額の変更について

ｌ

放棄した権利の額の変ｙについて

友好連携協定の締結について

原案 可決

原案 可決

原案 可決

原案 可決

原案 可決



南あわじ市議会議長　　 熊　 日］　 司　様

令和 ２年 ９ル２３日

産業厚圭常任委員長　　 古　 日］良

ド回 らつ ノ日 しよし
えｙ・：‾ご’、こ．＿Ｉ ご｜い’

ミスづ７怙！ ：ｊ
冷汗
四回崖｜陽

委　員　会　審　を　兼　告　書

本委員会 にイ才釧Ｅの事件は、 審をの結タこ下笥のと おり 決定 しだから 、会議規ｍ第 １０８
条の規定によ り報告します。

記

議案 番号 袢　　　　　　　　ネ 結　果

議案 第５ ５倚

議案 第５ ７昜

議案 第５ ８号

議案 第６ ２号

殆鵝 ２年度南あわ じ市国民健康保険特別会鴃補正予算
（第 ２倚）

圉あわじ市特定教育・ イ宋音施設八び特定地域型保音本業
の保育料に瘋する 条例制定について

南あわじ市伊監漁港海岸環境施数粂例の一部を改正する
条例制定について

財産の譲与について（＼日灘保育所）

原案 可決

原案 可隹

奇、薗可決

原案 可決



南あわじ市議会議長　　熊　 目　　 言］様

令和 ２年 ９１ １５日

決算審ま特別委員長　　ぺ　 米　啓　右

委　員　会　審　を　報　き　書

本委員会 に付貌の 事件 は、 寄生の結束下記の とお り決定し たか ら、 会議規ｍ第１ ０８
条の規定によ ち懾、告 します。

記

議案 番号 伴　　　　　　　　侑 結　果

售定 第１倚

混定 第２号

懾定 第３号

逖定 第４号

售定 第５号

售定 第６号

認定 第７号

認定 第８号

認定 第９号

令和元年度南あわ じ市一般会計決算の認定について
ｊ

令和元年度南 あわ じ市国民健康保険特別会計決算 の認定
につ いて

令和元年度南あわ じ市後期高齢者医療物屶」会計決算の認
定について

令和元年度南あわ じ市介護保険特別会計決算の認定につ
いて

令和元年度南 あわ じ市上地獸発事業特別会計決算の認定
について

令和元年度南あわ じ市矢業廃棄物最終処分事業物腸」会牡
決算の認定について

令和元年度南 あわ じ市ケーブルテレ ビ事業特別会計決算
の認定について

令和元年度南 あわ じ市国民宿舎事業特別会社決算 の認定
につ いて

令和元年度南あわ じ市七日］財鬼［玉特別会計決算のお常に
ついて

常　定

售　定

詰　定

詰　定

偸　定

詰　定

詰　定

售　定

詰　定



議案 番号 件　　　　　　　　侑 拮　果

認定 第１ ０号

懾定 第１ １号

售定 第１ ２号

認定 第１ ３号

售定 第１ ４号

令うＦ口元年度南あわ じ市福良財産区特別会計決算の万能に
ついて

令和元年度南あわ じ市北嫣万財産区特別会豹決算の愉斃
について

令和元年度圉あわ じ市沼島財常呂特別会計決算の認定に
ついて

令和元年度南あわ じ市下水道本茶台計決算の售荒につい
て

令うＦ日元年度南あわ じ市農業共済本業会社決算の認常につ
いて

常　定

售　定

懾　定

懾　定

售　定



発委第２号

南あわじ市議会議長　熊　 日］　 言］様

提范者

令和 ２年 ９ｊ≡ｊ ２５日

議会運営委員長　谷　 口　 博　ズ

新Ｓコロナウイルス感染症の影響に伴う 加１方財政の

急激な悪化に対しｊＵＩ方税財源の確保を求める意見書

見言
言図
縦言言に

上記の議案を、Ｓ Ｉ」紙の とお り』七方 自治法第 １０ ９条第６ 項‾ｋび会議規則第１ ３条第２

項の規定によ り提 ｍし ます。



新型 コロ ナウ イルス感染症の影響に伴う 地方財政の

急激な悪化に対し地方税財源の確イ呆を求め る意乳書

新型 コロ ナウ イルス感染症がｍＷ自刎こ皿し、わ が国 は、

戦後最大の経済危機に直面 している 。覧減経済に も大 きな

影響 が‾乱び 、本年度 はも とよ り来年度 にお いて も、 地方税・

逖方交付税な ど一般財源の激減が避けがたく なっ てい る。

覓Ｔミ｝＝ｊ自治体で は、 Ｋ療介護、子育て 、鹽庫の防災 ・減 災、

雇篦の確イタこな ど喫緊の財政需要への筒応はじ め、 長期化す

る感染症筒策 にも 迫ら れ、 地ｊ＝ｊ財政は巨額の財政不足 を生

じ、 これまで にな い厳 しい状況に陥 るこ とが 予想 され る。

よっ て、 国に おいては 、令加３ 年度地方財政笂策‾瓦び地方

税制 改‾χＥ に［ｉｌｉ］ け、 下髱事項 を確実に 実現 され るよ う、 強く要

望する。

記

１　 庖方の安定的な財政兼営に必要な地方税、Ｊ七方交付税

力どの一般財源総額を確保する こと 。そ の際、臨時財政対

策債が累積す るこ との ない よう 、発行額の縮減に努める

とと もに 、償還財源を確保する こと。

２　 庖方交付税につい ては 、リ ｜き 続き 財源保障機能 と財源

調整機能 の両機能 が適切に 発揮 でき るよ う総 額を 確保す

るこ と。

３　 令和 ２年度の 地方税収 が大幅に減収 とな るこ とが 予想

され るこ とか ら、 箆、いリＪつ た減｜又補填措置 を講 じる とと

もに 、減収補填債 の笂象と なる 税目 につ いて も、 竟方翕費

税を含め弾力的に筒完、す るこ と。

４　 税源の偏在性が小 さく 、税収が安定的な逖方視体系の構

築に努め ると とも に、 目視 ・地方税の政策視鼈につい ては、

積極的な整理合ミ化を 回り 、新設・ 拡充 ・継続に 肖た って

は、 有効 性・ 緊急性を 厳格 に判 断す るこ と。



５　 とり わけ 、固 定斎産税は、 市Ｆ村の極めて重要な‾趾幹税

であ り、 制度 の根幹に影響する 見直 しは 、土 地・ 家屋 ・償

却資 産を 問わ ず、 断じ て行 わな いこ と。 先の 緊急経済筒策

として講 じた特例措置は、 臨時 ・異例の措置 とし て、 やむ

を得 ない もの であ った が、 本来国庫補助金な どに よりせ

応すべき もの であ る。 よっ て、 今回 限り の措置と し、 期限

のｊ５１へ来 をも って 確実 に終 了す るこ と。

賢、上、 地方 自治法第 ９９ 条に ‾χｋづ き意見書を提 芭す る。

令和 ２年 ９１　２　５　日

兵庫県南あわ じ市議会議長　熊　 日］ 司



衆議院議長

参議院議長

内ぽ１総ミ犬臣

内閣官房長官

総務大氈

財務大臣

経済産業大氈

経済再生担当 大臣

まち ・ひ と・ しごと

創生担售大氈

意　見　 書　提　 出　先

大　 粫　ミ　森　　様

干１ ００－００１ ４　 東京都千代日ＥＩ 区永 Ｗ－ＩＦ　１－７－１

ＸＸ」東　昭　子　　様

干１ ００－００１ ４　 東京都千代日］区永日］Ｆ　１－７－１

菅　　　 義　偉　　様

干１ ００－８９１ ４　 東京都千代罵 区永 日］ Ｕ１ －６－１

加　 藤　勝　信　　様

干１ ００－８９１ ４　 東京都千代日］区永日］Ｆ　１－６－１

武　 日］ 良　太　　様

干１ ００－８ ９２６　 東京都千代日ＥＩ 「萢霞ヶ 関２－１ －２

麻　生　太　郎　　様

干１ ００－８９４０　 東京都千代日ヨ区霞ヶ 関３－１ －１

梶　 は」 弘　志　　様

〒１ ００－８９０ １　 東京都千代目］区霞ヶ 関１ －３－１
Ｓ

西　村　康　稔　　様

子１ ００－８ ９１ ４　 東京都千代日］区永日Ｅ］ ぢ１ －６－１

Ｗ　 本　哲　も　　様

干１ ００－８９１ ４　 東京都千代「ＥＩ 区永 日」 ぢ１ －６－１



提出の埋聚

新型 コロ ナウ イルス感染症がｔ界刪に蔓延し、加減経済に も大きな耻響循‾瓦

び、 本年度は もと より 来年度に おい ても 、麑方税 ・麑方な付税 など 一般財源 の激

減が避け がた くな って いま す。

地方 自治体で は、 喫緊の財政需要への対応及び長期化する感染症対策に も迫

られ、地方財政は 巨額の財政不えを生じ 、こ れま でに ない厳しい状況に陥る こと

が予想されます。

よっ て、 国においては、令加３ 年度地方財政対策攷び麑方税鼈改ｉＥに ［ｉｌｉ］け 、嵬

方税財源の確保を 実現 され るよ う要望す るた め、 関係機関 に意見書を提出する

もの です。



議　員　派　遣　 申　 出　書

令ヽ加２ 年９ １２ ５日 定例会

次の とお り、 麑方 自治法第 １０ ０条第１ ３項‾瓦び会議規鶚第 １６ ２条の規定に より

議員を派遣する。

１　 南あわじ市畜産族道会

（１ ）目　　 的　　 畜産弗ま会

（２）派遣場所　　 ズイヒ体育館

（３）期　　 間　　 令和 ２年 ９１ ２６日

（４）派遣議員　　 議長、産業厚生常任委員



南あわじ市議会

議　長　　 熊　 日ヨ

鴨 ふ

バ

習］様

令和 ２年 ９Ｊ］２ ５日

議会運営委員会

委員長　　 谷　 口　 博　ズ

中の 継続 調査 申出書

本委員会 は、 所掌事務 のう ち次の事件につい て、 鶚会 中の継続調ををがする

もの と決定したの で、 会議規則第１ ０９ 条の規定によ り申 しけ１ま す。

記

１ 事　　件

（１ ）議会丿営に 関す る事項

（２ ）議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

（３ ）議長の諮問に関する事項

２。 期　　隕

次回定例会迄



南あわじ市議会

議　長　　 熊　 目］

閉 心、

バ

司　様

令和 ２年 ９ナｊ２ ５日

総務 フ支教常任委員会

委員長　　 り 、ヽ　 米　 啓　右

中の 継続 調査 申出書

本委員会は、 所管事務のう ち次の事件について、 Ｍ会 中の継続氛をを要する

もの と決定したので、 会議規ＢＩ』 第１ ０９ 条の規定によ り申 しｍます。

１

記

事　　件

（１ ）市の総合的を画、調整について

（２ ）行財政計画について

（３ ）市有財産の維持管ミ と財源の確保について

（４ ）情報化 の推進について

（５ ）離豁振興対策について

（６ ）国 際交流‾ｋび友好市ぢの調査について

（７ ゛） 人権施策について

（８ ）消 防・ 防災筒策 の推まについて

（９ ）教育の充実 ・文化、 スポーツ の振興と 関係施鼈の整備について

（１ ０） 青夕年の９全育成 につ いて

（１ １） 選挙管ミ娶員会、 尨大娶員、固定資産評価審モた委員会に関すること

２。 期　　限

次回定例会迄



南あわじ市議会

議　長　　 熊　 日ヨ 習］様

令和 ２年 ９ナｊ２ ５日

産業厚生常任委員会

委員長　　 吉　 日Ｅ］良　子

鴨会 中の 継続 調査 中范書

本委員会 は、 所管事務のう ち次の事件につい で、 閉会 中の継続調査を要する

もの と決定したの で、 会議規則第１ ０９ 条の規定によ り串 し出 ます。

１

記

事　　件

（１ ）税の賦課徴収について

（２ ）生活一環境の整備推進について

（３ ）福祉対策について
｜

（４ ）介護翳険と 高齢化社会筒策について

（５ ）医療体制とせ康づく りの推をについて

（６ ）商工業‾瓦び観光の振興について

（７ ）農業振興の推進につ いて

（８ ）水産振興の推進 につ いて

（９ ）都市整備事業の推進について

（１ ０） 下水道事業の推崔について

（１ １） 農業委員会に 関す ること

２。 期　　隕

次回定例会迄



南あわじ市議会

議　長　　 熊　目

閉 ふ
バ

回］様

令和 ２年 ９力 ２５日

議会広報笛、聴常任委員会

委員長　 北　条　毟誅子

中の 継続 調査 申出書

本委員会 は、 所管事務のう ち次の事件につい て、 聚今 中の継続調査 を要する

もの と決定したの で、 会議規則第１ ０９ 粂の規定によ り申 しｍ ます。

記

１ 事　　件

（１ ）議会缶、報誌に関する事項

（２ ）議会報告会 に関する 事項

（３ ）議会ホームページに関する事項

（４ ）議会ライブ配俗、録画配俗に関する事項

（５ ）その他議会皀報宙、聴活動に関する事項

２。 期　　隕

次回定例会迄


