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開会 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○木下委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

本日の会議に欠席等の届け出はございません。 

まず初めに、１の請願・陳情議案の審査についてを議題といたします。陳情第２号、議会傍聴に

関することについては陳情者から以前に説明を受けたところでございます。このことにつきまして、

皆さんから特段御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○木下委員長 それでは、各会派に、この陳情案件につきまして判断できる状況にあるかどうかを

確認してまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） もう少しお時間をください。 

○松田たくや委員（自民会議） 時間をください。 

○中野委員（公明） 判断できます。 

○石川委員（共産） 判断できます。 

○金谷委員（無党派Ｇ） まだ結論が出ておりません。 

○木下委員長 判断できない会派がございますので、きょうのところは、この案件につきましては

保留とさせていただきたいと思います。結論が出るように各会派とも協議を続けていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

この後、令和元年第４回定例会の運営について協議を行ってまいりますので、無所属議員を委員

外議員として出席を求めたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０３分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時０４分 

○木下委員長 再開いたします。 

２の令和元年第４回定例会の運営についてを議題といたします。 

（１）市長提出議案のうち配付済みのものにつきまして、理事者に説明を求めたいと思います。 

○野﨑総務部長 令和元年第４回定例市議会を、１２月６日開会ということで、１１月２９日に招

集告示をさせていただきましたので、議案につきまして御説明申し上げます。 

今回提出いたしました議案は、議決案件が３６件、報告案件が４件の合わせて４０件であります。 

議案第１号から議案第８号までの令和元年度各会計補正予算につきましては、後ほど総合政策部

長から御説明させていただきます。 

議案第９号から議案第２７号までにつきましては、いずれも条例の制定でございまして、議案第

９号につきましては、旭川駅前広場の使用料に転嫁する消費税率の変更に伴い、使用料の額を改定

しようとするものであります。また、同じく議案第１６号、第１７号、第２４号、第２６号、第２

７号の合わせて５件につきましては、公共料金に転嫁する消費税率の変更に伴い、使用料等の額を

改定しようとするものであり、さらに、議案第２５号につきましては、流水占用料等の額を改定す
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るほか、所要の規定を整備しようとするものであります。 

続きまして、議案第１０号につきましては、空港法施行令等の一部改正に伴い、空港機能施設事

業を行う者の指定の要件に係る規定を整備しようとするものでございます。 

議案第１１号から議案第１３号までにつきましては、国家公務員の給与改定に準じまして、給料

表等の改定等を行おうとするものでございます。 

議案第１４号及び議案第１５号につきましては、特別職の職員及び公営企業の管理者の期末手当

の支給率を改定しようとするものでございます。 

議案第１８号につきましては、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基準

の一部改正に伴い、所要の規定を整備しようとするもの、議案第１９号につきましては、地方裁量

型認定こども園等の施設設備の基準に係る規定を整備しようとするもの、議案第２０号につきまし

ては、入所の経済的要件に係る規定の整備をしようとするもの、議案第２１号につきましては、徴

収金の額の決定に用いる階層区分を変更するほか、地方税法の一部改正に伴い、所要の規定を整備

しようとするもの、議案第２２号につきましては、保育料の納入等に係る規定を整備しようとする

ものでございます。 

議案第２３号につきましては、旭川第２小学校を廃止して旭川小学校に、旭川第２中学校を廃止

いたしまして旭川中学校、東陽中学校及び東明中学校にそれぞれ統合しようとするものでございま

す。 

議案第２８号につきましては、株式会社旭川振興公社の取締役及び監査役を選任するため、議決

権を行使しようとするものでございます。 

議案第２９号から議案第３６号までにつきましては、いずれも定住自立圏形成協定の変更につい

てでございまして、議案第２９号につきましては鷹栖町と、議案第３０号につきましては東神楽町

と、議案第３１号につきましては当麻町と、議案第３２号につきましては比布町と、議案第３３号

につきましては愛別町と、議案第３４号につきましては上川町と、議案第３５号につきましては東

川町と、議案第３６号につきましては美瑛町と、それぞれ締結しております定住自立圏形成協定に

ついて変更をしようとするものでございます。 

次に、報告第１号から報告第４号までにつきましては、いずれも専決処分の報告についてでござ

いまして、報告第１号につきましては、自動車事故による損害賠償の額を定めることについてでご

ざいます。整理番号１につきましては４６万９千６１６円の賠償額を１０月１５日に、整理番号２

につきましては５万６８８円の賠償額を１１月１９日に、それぞれ専決処分をさせていただいたも

のでございます。 

報告第２号につきましては、高台小学校における事故による損害賠償の額を定めることについて

でございまして、１７万８千４３６円の賠償額を１０月２３日に専決処分をさせていただいたもの、

報告第３号につきましては、東陽中学校における事故による損害賠償の額を定めることについてで

ございまして、２４万３千８９２円の賠償額を１１月１日に専決処分をさせていただいたものでご

ざいます。 

報告第４号につきましては、変更契約を締結することについてでございまして、整理番号１につ

きましては、東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ａ）新築工事の契約金額を５億３千３１

８万６千７１２円から５億３千３２６万５４０円に、整理番号２につきましては、東光スポーツ公
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園複合体育施設（武道館）（Ｂ）新築工事の契約金額を４億７千１１２万５千９１６円から４億７

千１１９万４７０円に増額することについて、１１月１９日にそれぞれ専決処分をさせていただい

たものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○佐藤総合政策部長 議案第１号から議案第８号の令和元年度各会計補正予算につきまして、補正

予算書に基づいて御説明申し上げます。 

まず、議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に

それぞれ１３億８千８７０万８千円を追加しようとするものでございます。その内容といたしまし

ては、補正予算書１０ページから１２ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますよう

に、１款 議会費に管理費で１０６万円、２款 総務費に庁舎改修費など３事業で２億３６５万１

千円、３款 民生費に特別障害者手当等給付費など７事業で３千３５４万４千円、４款 衛生費に

下水道事業会計負担金など３事業で４８７万７千円、６款 農林水産業費に中山間地域等直接支払

事業費など４事業で９千５４万８千円、７款 商工費に産業振興基金積立金など２事業で１千９６

６万５千円、８款 土木費に市営住宅整備費で９億７千２２０万８千円、１３款 職員費に給料及

び諸手当など２事業で６千３１５万５千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。これら

の財源につきましては、９ページから１０ページの歳入にお示しいたしておりますように、１６款 

国庫支出金で３億１千６４５万１千円、１７款 道支出金で７千８３６万５千円、１９款 寄附金

で１億７千２５万５千円、２０款 繰入金で２２０万円、２１款 繰越金で１億５千８３万７千円、

２３款 市債で６億７千６０万円をそれぞれ追加しようとするものでございます。３ページの第２

表継続費では、庁舎整備推進費を継続費として設定しようとするものでございます。同じく３ペー

ジの第３表繰越明許費では、市営住宅整備費を繰越明許費として設定しようとするものでございま

す。同じく３ページの第４表債務負担行為補正では、軽自動車税種別割納税通知書印字及び封入封

かん業務委託料など２つの事項について債務負担行為を追加しようとするものでございます。同じ

く３ページの第５表地方債補正では、庁舎整備推進事業など２件の限度額を変更しようとするもの

でございます。 

次に、議案第２号、令和元年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算につきましては、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ１１６万５千円を追加しようとするものでございます。その内容といた

しましては、補正予算書１８ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１款 

総務費に管理事務費で１１６万５千円を追加しようとするものでございます。この財源につきまし

ては、同じく１８ページの歳入にお示しいたしておりますように、５款 繰入金で同額を追加しよ

うとするものでございます。また、４ページの第２表債務負担行為では、国民健康保険料納入通知

書等作成及び封入封かん業務委託料について、債務負担行為を設定しようとするものでございます。 

次に、議案第３号、令和元年度旭川市動物園事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ９４万５千円を追加しようとするものでございます。その内容といたしまして

は、補正予算書２２ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１款 総務費

に施設管理費で９４万５千円を追加しようとするものでございます。この財源につきましては、同

じく２２ページの歳入にお示しいたしておりますように、５款 繰入金で同額を追加しようとする

ものでございます。 
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次に、議案第４号、令和元年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ３千６１８万１千円を追加しようとするものでございます。その内容といた

しましては、補正予算書２６ページから２８ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりま

すように、１款 総務費に管理事務費で８１万円、２款 保険給付費に高額介護サービス費など２

事業で３千５０４万２千円、３款 地域支援事業費に介護予防普及啓発事業費など６事業で３２万

９千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。これらの財源につきましては、２５ページ

から２６ページの歳入にお示しいたしておりますように、２款 国庫支出金で９３９万５千円、３

款 支払基金交付金で９４９万３千円、４款 道支出金で４４３万４千円、６款 繰入金で１千２

８５万９千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。 

次に、議案第５号、令和元年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額にそれぞれ２７万６千円を追加しようとするものでございます。その内容といた

しましては、補正予算書３１ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１款 

総務費に管理事務費で２７万６千円を追加しようとするものでございます。この財源につきまして

は、同じく３１ページの歳入にお示しいたしておりますように、２款 繰入金で同額を追加しよう

とするものでございます。 

次に、議案第６号、令和元年度旭川市水道事業会計補正予算につきましては、３５ページの実施

計画にお示しいたしておりますように、水道事業収益で３万１千円、水道事業費用で４５０万１千

円、資本的支出で８６万７千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。そのほか、関係条

文につきましてもあわせて整備しようとするものでございます。 

次に、議案第７号、令和元年度旭川市下水道事業会計補正予算につきましては、３９ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、下水道事業収益で２９万８千円、下水道事業費用で２７

９万６千円、資本的支出で８６万５千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。そのほか、

関係条文につきましてもあわせて整備しようとするものでございます。 

最後に、議案第８号、令和元年度旭川市病院事業会計補正予算につきましては、４４ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、病院事業収益で４５７万９千円、病院事業費用で２千８

９５万７千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。また、４３ページの債務負担行為に

つきましては、夜間看護補助業務委託料など２つの事項について債務負担行為を追加しようとする

ものでございます。そのほか、関係条文につきましてもあわせて整備しようとするものでございま

す。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○木下委員長 委員の皆さんから、特段御発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○木下委員長 続けて、追加提出予定のものにつきまして、理事者から説明を求めたいと思います。 

○野﨑総務部長 追加を予定しております議案につきましては、旭川市功労者表彰条例に基づく被

表彰者の推薦であります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○木下委員長 このことにつきまして、皆さんから発言はございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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○木下委員長 ただいまありました功労者表彰の関係につきましては、従来どおり各派会長会議で

協議すること及び本会議直接審議とさせていただきまして、会期末の本会議で扱いたいと思います

がよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それでは次に進みます。（３）議会提出議案についてのうち、ア及びイについて、

事務局から説明をさせます。 

○平尾議会事務局議事調査課長 アの請願・陳情議案の委員会付託についてでありますが、１１月

２７日現在、陳情１件を受理しております。陳情第６号の市営住宅の入居手続における保証人の廃

止に関することについてにつきましては、建設公営企業常任委員会に付託になろうかと思います。

御了承いただければ、１２月６日の本会議でその手続をとることになります。 

次に、イの請願・陳情議案の審査結果報告につきましては、現在のところ結論の出たものはあり

ませんが、今後、結論が出た場合は、従来どおり会期末の本会議で報告を受けることになります。 

以上でございます。 

○木下委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、アにつきましては陳情第６号について建

設公営企業常任委員会に付託をする。イの今後結論が出た請願・陳情議案については会期末の本会

議に報告するという取り扱いでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に、ウの旭川市選挙管理委員及び旭川市選挙管理委員補充員の選挙についてであ

ります。旭川市選挙管理委員会委員長から令和元年１２月２８日をもって選挙管理委員及び同補充

員の任期が満了するので、選挙を行われたいということでの通知が議長宛てにあったところでござ

います。このことにつきましては、従来どおり各派会長会議で協議をしてまいりたいというふうに

思っておりますし、また、会期末の本会議で取り扱いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それではそのようにさせていただきます。 

次に、エの意見書・決議案についてでございます。提案の有無につきまして、各会派に確認をし

てまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） １件あります。 

○松田たくや委員（自民会議） １件用意があります。 

○中野委員（公明） ３件用意があります。 

○石川委員（共産） ３件お願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ありません。 

○木下委員長 民主連合１件、自民会議１件、公明３件、共産３件ということでありましたので、

事務局からその文案について配付をさせたいと思います。 

（意見書案配付） 

○木下委員長 ただいま文案を配らせていただきました。こちらの調整につきましては、従来どお

り代表者会議で行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、（４）議案の審議方法についてでございます。 

アの令和元年度各会計補正予算と関連議案及び単独議案の３６件につきまして、本会議直接審議
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とするか特別委員会付託とするか、各会派等にそれぞれ意向を聞いてまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 特別委員会付託は必要ないかとは思いますが、皆さんに合わせるという

ことです。 

○松田たくや委員（自民会議） 本会議直接審議が望ましいと思います。 

○中野委員（公明） 特別委員会への付託が望ましいかと思います。 

○石川委員（共産） 特別委員会設置が望ましいかとは思いますが、皆さんに合わせます。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 本会議直接審議でよいと思います。 

○佐藤委員外議員（無所属） 特別委員会付託でよいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○木下委員長 各会派等で意向が分かれたかなというふうに思います。 

暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２４分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時２７分 

○木下委員長 再開いたします。 

正副委員長といたしましては、最終日の日程等も勘案させていただいた上で、質疑を希望されて

いる方もいらっしゃるように聞いておりますので、できれば特別委員会を設置し、慎重な審議に資

するということで、特別委員会を設置させていただきたいというふうに思いますけどもよろしいで

すか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それでは、特別委員会設置ということで、この第４回定例会は運営をさせていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

特別委員会付託となりましたので、幾つか確認をしてまいります。付託議案につきましては、議

案第１号ないし議案第３６号の以上３６件となります。なお、報告第１号ないし報告第４号につき

ましては、本会議直接審議とさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。委員

会の名称につきましては補正予算等審査特別委員会、構成につきまして、委員長案をお示しさせて

いただきたいと思いますがよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 委員構成の内訳といたしまして、民主連合５名、自民会議４名、公明２名、共産２

名、無党派Ｇ１名、無所属１名ということになります。正副委員長の希望について、各会派等に確

認をしてまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 相談に乗ります。 

○松田たくや委員（自民会議） 大変申しわけございませんが、相談には乗りかねます。 

○中野委員（公明） 相談には乗れると思いますが、難しいかと思います。 

○石川委員（共産） 希望しません。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 希望しません。 

○佐藤委員外議員（無所属） 希望しません。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 
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○木下委員長 今のところ、民主連合と公明が相談に応じるということで、公明はどちらかという

とちょっと消極的ではありましたが相談に応じると言っていただきましたので、２つの会派が一応

応じていただけるということでありましたので、ぜひそこで調整を図っていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。届け出につきましては委員名と同時に届け出をお願いしたいと思

います。その委員名の届け出でありますけれども、後ほど日程のところで相談をさせていただきた

いと思います。設置の時期につきましても日程のところで相談をさせていただきます。委員会の場

所につきましては第１委員会室となりますのでよろしくお願いいたします。 

次に、（５）一般質問のほうに移ります。アの時期とイの通告の部分につきましては日程のとこ

ろで相談をさせていただきます。ウの時間について、質問のみ２５分となっております。ただし、

一問一答の方式の場合は質問時間を確保した上で答弁を含めておおむね６０分を目安とする。エの

回数について、一問一答の方式の場合は回数制限を設けず、一括方式の場合は３回以内となってお

ります。 

それでは、各会派等に、一般質問の予定人数をお聞きしてまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） ３人から４人です。 

○松田たくや委員（自民会議） ４人でお願いします。 

○中野委員（公明） ２人から３人でお願いします。 

○石川委員（共産） ２人でお願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ２人ないし３人でお願いします。 

○佐藤委員外議員（無所属） ありません。 

○横山委員外議員（無所属） 予定がありません。 

○木下委員長 全体で１３名から１６名ということです。 

続きまして、質問の順序につきましては、正副議長、議運の正副委員長立ち会いのもとで抽せん

となります。場所は質疑質問席となりますので御承知おきください。 

次に、特別委員会設置となりましたので、大綱質疑について確認をしてまいりたいと思います。

アの時期とイの通告につきましては日程のところで相談をさせていただきます。ウの時間につきま

しては質疑のみで２５分、回数は３回以内となっております。 

予定しております質疑の人数について確認をしてまいります。 

○品田委員（民主連合） ゼロです。 

○松田たくや委員（自民会議） ありません。 

○中野委員（公明） ありません。 

○石川委員（共産） １人でお願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ゼロないし１人です。 

○佐藤委員外議員（無所属） あります。 

○横山委員外議員（無所属） ありません。 

○木下委員長 ２名から３名となります。こちらにつきましても一般質問と同様に、順序は正副議

長、議運の正副委員長立ち会いのもとで抽せんとなります。場所は、同じく質疑質問席となります

ので、こちらも御承知おきいただきたいと思います。 

それでは、第４回定例会の会期と日程につきまして、正副委員長案をお示しさせていただきたい
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と思いますがよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それでは事務局から配付をお願いします。 

（日程案配付） 

○木下委員長 それでは、まず会期についてでありますが、開会日が１２月６日金曜日となってお

りまして、最終的には１２月２０日金曜日まで、通算１５日間ということになります。６日に開会

をいたしまして、この日に提案説明が理事者側からあります。この日、一般質問の通告がお昼に締

め切りとなっておりますのでよろしくお願いいたします。その後、抽せんとなります。９日になり

ますが、この日に大綱質疑の通告の締め切り、こちらも同じくお昼が締め切りとなっております。

その後、抽せんです。続きまして１１日、１２日、１３日と本会議で一般質問となります。なお、

１１日水曜日に補正予算等審査特別委員会の委員名の届け出となります。こちらも１２時が締め切

りとなっております。このときにあわせて正副委員長の届け出もよろしくお願いいたします。その

後、１６日月曜日、本会議で大綱質疑となりまして、その後、補正予算等審査特別委員会を設置す

るという流れになります。その後、１７日、１８日と補正予算等審査特別委員会が行われまして、

１８日に最終的な取りまとめという形になります。１９日が事務整理日、２０日の最終日に議案審

議という形で閉会ということになります。このような日程でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それではそのようにさせていただきます。 

それでは、３のその他というところに入ってまいります。（１）の議会運営委員会行政視察の委

員派遣についてであります。１０月２日の代表者会議で、議会の改善・要望事項のナンバー２１、

議会のＩＣＴ化にかかわり、先進事例を調査するため議会運営委員会として視察を行うことを確認

させていただきましたが、そのとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それでは事務局から委員派遣承認要求書案を配付をいたします。 

（委員派遣承認要求書案配付） 

○木下委員長 配付した委員派遣承認要求書案のとおり、記載の調査のため、議長に対し委員派遣

の承認要求をしたいと思いますがよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それではそのように決定をさせていただきまして、議長に対して配付のとおり委員

派遣承認要求書を提出したいと思います。なお、視察後でありますけれども、常任委員会の行政視

察と同様に速やかに報告書を提出することになりますので、御承知おきいただきたいと思います。

さらに、やむを得ない事情など都合によりもし変更が生じた場合の取り扱いについては、委員長の

ほうに一任をいただきたいと思いますけれどもよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それではそのように扱わせていただきます。 

次に、（２）令和元年度議会費補正予算説明資料についてであります。特別職の職員の期末手当

支給月数を引き上げる条例案が今定例会に提出をされておりますが、議員の期末手当の額は特別職

の職員の例により算出することとなっていることから、これに伴う歳出予算の補正も今定例会に提
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出をされております。議員の部分につきまして資料を作成しておりますので、委員会終了後、各会

派の代表委員及び無所属議員に配付をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

以上が本日の協議事項ということになります。 

次回の議会運営委員会につきましては、追って連絡をさせていただきたいと思います。 

以上をもちまして、議会運営委員会を散会といたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時４０分 


