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開会 午後４時２０分 

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

○木下委員長 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

本日の会議に、金谷委員から欠席の旨の届け出があり、無党派Ｇのひぐま議員が委員外議員とし

て出席しておりますので御了承いただきたいと思います。 

ここで、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 午後４時２１分 

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

再開 午後４時２２分 

○木下委員長 再開いたします。 

１つ目の協議事項、令和元年第４回定例会の運営について、（１）市長追加提出議案についてを

議題といたします。議案第３７号にかかわって理事者に説明を求めます。 

○野﨑総務部長 １２月１３日に追加提出をいたしました議案につきまして御説明を申し上げます。 

議案第３７号、旭川市功労者表彰条例に基づく被表彰者の推薦につきましては、三ツ井章子氏、

塩尻伸司氏のお二方を旭川市功労者として推薦しようとするものであります。 

よろしくお願い申し上げます。 

○木下委員長 ここで、各派会長会議の結果を議長から報告いただきたいと思います。 

○安田議長 功労者表彰条例に基づく被表彰者候補につきましては、各派会長会議におきまして協

議の結果、理事者から示されましたとおり、全会派一致で御同意をいただきましたので、御報告申

し上げます。 

以上です。 

○木下委員長 ここで、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 この件にかかわりまして、質疑、討論の有無及び賛否を確認していきます。 

○品田委員（民主連合） 質疑、討論はありません。賛成です。 

○松田たくや委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成です。 

○中野委員（公明） 質疑、討論なく賛成します。 

○石川委員（共産） 質疑、討論はありません。賛成します。 

○ひぐま委員外議員（無党派Ｇ） 質疑、討論なく賛成です。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論なく賛成します。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論なく賛成します。 

○木下委員長 続きまして、（２）市長提出議案について、報告第１号ないし第４号につきまして、

質疑の有無を確認してまいります。 

○品田委員（民主連合） ありません。 

○松田たくや委員（自民会議） ありません。 

○中野委員（公明） 質疑はありません。 
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○石川委員（共産） 質疑はありません。 

○ひぐま委員外議員（無党派Ｇ） 質疑はありません。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑はありません。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑はありません。 

○木下委員長 次に、（３）議会提出議案について、ア及びイについて事務局に説明を求めます。 

○平尾議会事務局議事調査課長 アの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託につきましては、総務、

民生及び建設公営企業の各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長から議長に対しまして、

閉会中の継続審査の申し出を受け、１２月２０日の本会議でその手続をとることとなります。 

次に、イの補正予算等審査特別委員会審査結果報告につきましては、委員会での審査が終了し、

特別委員会委員長から議長宛てに審査報告書が提出されておりますので、１２月２０日の本会議で

報告を受けることとなります。したがいまして、質疑、討論の有無及び賛否につきまして、御協議

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○木下委員長 今、事務局から説明がありましたが、アの部分につきまして、１２月２０日の本会

議で閉会中の継続審査に付することとすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に、イの補正予算等審査特別委員会審査結果報告につきまして、質疑、討論の有

無及び賛否を確認してまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 全議案、質疑、討論なく賛成です。 

○松田たくや委員（自民会議） 質疑、討論なく全議案賛成です。 

○中野委員（公明） 質疑、討論なく全議案賛成です。 

○石川委員（共産） 質疑、討論はありません。全議案賛成します。 

○ひぐま委員外議員（無党派Ｇ） 質疑、討論なく全議案賛成です。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論なく全議案賛成です。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論なく全議案賛成です。 

○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、各

派会長会議の結果を議長から報告を受けたいと思います。 

○安田議長 選挙管理委員候補及び同補充員候補につきましては、各派会長会議において協議の結

果、まず、選挙管理委員候補につきましては、八重樫和裕氏、須藤憲子氏、田中征夫氏、白井暢明

氏の以上４名を、次に、同補充員候補につきましては、三井幸雄氏、川口勤氏、三上章氏、田辺八

郎氏の以上４名を、いずれも全会派一致で御同意をいただきました。なお、補充員の補充の順序に

つきましては、ただいま申し上げました順となりましたことを御報告申し上げます。 

以上です。 

○木下委員長 補充員の補充の順序も含めて、ただいまの報告のとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それでは定数どおりということで、投票ではなく議長の指名推選によることとした

いと思いますがよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
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○木下委員長 次に、エの意見書・決議案についてです。代表者会議での協議の結果、配付してあ

る一覧表のとおりとなりましたので、まず御確認をいただきたいと思います。それで、議長宛てに

動議の意見書が提出されているので、まず配付をさせていただきたいと思います。 

（動議の意見書案配付） 

○木下委員長 議案番号につきましては、代表者会議の結果、お配りしております提出一覧表のと

おりとなっておりますので御確認ください。まず先に、動議の意見書案について確認をしてまいり

ます。 

意見書案第１号、こちらのほう、提出者が民主連合、共産、無所属横山議員となっております。

まず初めに、提出会派である民主連合に提案説明者を確認させていただきます。 

○品田委員（民主連合） 髙橋議員でお願いいたします。 

○木下委員長 各会派の賛否状況は一覧表のとおりとなっております。提出会派以外の各会派、自

民会議、公明、無党派Ｇに質疑、討論の有無を確認してまいります。 

○松田たくや委員（自民会議） ありません。 

○中野委員（公明） 質疑、討論はありません。 

○ひぐま委員外議員（無党派Ｇ） 質疑、討論はありません。 

○木下委員長 続きまして、無所属佐藤議員に質疑、討論の有無、それと賛否もあわせて確認いた

します。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。意見書に反対です。 

○木下委員長 続きまして、意見書案第２号、こちら提出者は共産となっております。まず初めに、

提出会派の共産に提案説明者を確認させていただきます。 

○石川委員（共産） まじま議員でお願いします。 

○木下委員長 各会派の賛否状況は一覧表のとおりとなっておりますので御確認ください。提出会

派以外の各会派に質疑、討論の有無を確認してまいります。 

○品田委員（民主連合） 質疑、討論はありません。 

○松田たくや委員（自民会議） ありません。 

○中野委員（公明） 質疑、討論はありません。 

○ひぐま委員外議員（無党派Ｇ） 質疑、討論はありません。 

○木下委員長 続きまして、無所属のお二方に質疑、討論の有無と、あわせて賛否についても確認

してまいります。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。意見書に反対です。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。意見書に賛成します。 

○木下委員長 続きまして、意見書案第３号、こちら提出者は共産となっております。まず初めに、

提出会派の共産に提案説明者を確認させていただきます。 

○石川委員（共産） 能登谷議員でお願いします。 

○木下委員長 各会派の賛否状況は一覧表となっております。提出会派以外の各会派に質疑、討論

の有無を確認してまいります。 

○品田委員（民主連合） 質疑、討論はありません。 

○松田たくや委員（自民会議） ありません。 
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○中野委員（公明） 質疑、討論はありません。 

○ひぐま委員外議員（無党派Ｇ） 質疑、討論はありません。 

○木下委員長 続きまして、無所属のお二方に、質疑、討論の有無、それとあわせて賛否について

も確認させていただきます。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。反対します。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。賛成します。 

○木下委員長 全会派一致の意見書案第４号ないし第６号につきまして、一括して確認させていた

だきます。各会派に討論の有無を確認いたします。 

○品田委員（民主連合） 討論はありません。 

○松田たくや委員（自民会議） ありません。 

○中野委員（公明） 討論はありません。 

○石川委員（共産） ありません。 

○ひぐま委員外議員（無党派Ｇ） 討論はありません。 

○木下委員長 無所属のお二方に質疑、討論の有無と、あわせて賛否も確認させていただきます。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。第４号は賛成です。第５号は反対です。

第６号は賛成です。 

○横山委員外議員（無所属） ３意見書とも質疑、討論なく賛成します。 

○木下委員長 無所属のお二方に確認させていただきます。今の意見書案第４号から第６号につき

まして、提案者に加わるかどうか確認させていただきます。これも一括してお聞きをしたいと思い

ます。佐藤議員は第４号と第６号についてになります。 

○佐藤委員外議員（無所属） 提案者に加わりません。 

○横山委員外議員（無所属） 提案者に加わりません。 

○木下委員長 一通り確認させていただきましたので、（４）本会議の日程について、事務局から

説明させます。 

○梶山議会事務局議事調査課長補佐 １２月２０日の本会議の運びについて御説明いたします。 

開会し、会議録署名議員の指名、報告の後、議事に入ります。まず、議案第１号ないし議案第３

６号の以上３６件を一括して議題とし、補正予算等審査特別委員会委員長から審査結果の口頭報告

があった後、質疑、討論なく簡易採決となります。次に、報告第１号ないし報告第４号の以上４件

を順次議題とし、いずれも質疑なく報告を了することになります。次に、議案第３７号、旭川市功

労者表彰条例に基づく被表彰者の推薦についてを議題とし、理事者から提案説明があった後、質疑、

討論なく簡易採決となります。次に、旭川市選挙管理委員の選挙を行います。選挙は指名推選によ

り行います。指名推選の手続は、まず、選挙は指名推選により行うことを諮り、続いて、指名の方

法は議長において指名すること、さらに、議長が指名した者をもって当選人と定めることをそれぞ

れ諮り、出席議員全員の同意を得て当選人を決定いたします。次に、旭川市選挙管理委員補充員の

選挙を行います。選挙は指名推選により行います。指名推選の手続は選挙管理委員の選挙と同様で

すが、当選人の決定後、さらに、補充の順序については議長が指名した順序とすることを諮り決定

することとなります。次に、請願・陳情議案の閉会中継続審査付託についてを議題とし、総務、民

生及び建設公営企業の各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の申し出どおり、閉会中の
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継続審査付託の手続をとることとなります。次に、意見書案第１号、日米共同訓練の規模縮小とオ

スプレイの参加の再検討を求める意見書についてを議題とし、民主・市民連合の髙橋議員から提案

説明があった後、質疑、討論なく起立採決となります。次に、意見書案第２号、再編・統合の議論

が必要とされる公立・公的病院リストの撤回等を求める意見書についてを議題とし、日本共産党の

まじま議員から提案説明があった後、質疑、討論なく起立採決となります。次に、意見書案第３号、

災害救助法の見直しを求める意見書についてを議題とし、日本共産党の能登谷議員から提案説明が

あった後、質疑、討論なく起立採決となります。次に、意見書案第４号、令和元年台風第１９号等

の被災地の復旧・復興に向けた対策を求める意見書についてを議題とし、公明党のもんま議員から

提案説明があった後、質疑、討論なく簡易採決となります。次に、意見書案第５号、あおり運転等

の悪質・危険な運転に対する厳罰化と更なる対策の強化を求める意見書についてを議題とし、公明

党の室井議員から提案説明があった後、質疑、討論なく起立採決となります。次に、意見書案第６

号、スマート農業の実現に向けた最先端技術の導入促進を求める意見書についてを議題とし、公明

党の中野議員から提案説明があった後、質疑、討論なく簡易採決となります。以上で閉会となりま

す。本会議の所要時間につきましては、およそ４０分程度と思われます。 

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、事務局説明のとおりでよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 続きまして、協議事項２のその他に入ってまいります。 

まず、（１）平成３１年議会運営の評価及び検証結果への対応について、先ほどの代表者会議の

結果、単独の項目として協議をさせていただいておりましたナンバー１の特別委員会の設置による

調査、ナンバー２の議員（委員）間討議、ナンバー６の政策提案及び政策提言及びナンバー７の常

任委員会の活性化につきましては、一部、議会の改善・要望事項で協議する部分を除き、議会の自

己評価や外部検証者の意見を踏まえ、今後、議員個人、会派、各委員会等で積極的に取り組んでい

ただけるよう議長に申し入れをするということで全会一致になったことから、そのように取り扱わ

せていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それではそのとおり議長に申し入れを行うことにいたします。 

続きまして、（２）議会の改善・要望事項についてであります。ナンバー６の大綱質疑に関連し、

１２月２日の代表者会議で、民主連合から追加提案の意向が示されたことから、ここで提案を受け

たいと思います。事務局から資料を配付します。 

（資料配付） 

○木下委員長 それでは、民主連合から趣旨説明をお願いしたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 民主・市民連合といたしまして、大綱質疑は予算等審査特別委員会及び

決算審査特別委員会に付託する議案に対してのみ行うものとするということで、つけ加えたいと思

っております。補正予算等審査特別委員会に付託するときには、特に必要ないのではないかという

ことで、予算等審査特別委員会と決算に特化するほうがいいのではないかということでの提案でご

ざいます。御協議をお願いいたします。 
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○木下委員長 それでは、この件につきましては、他の改善・要望事項とあわせて、代表者会議で

協議をしてまいり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、次回以降の代表者会議で、各会派及び無所属の賛否を伺いますので、各

会派等に持ち帰り御検討いただきたいと思います。 

次に、（３）本会議における議長席への水差しの用意について、１２月２日の代表者会議におき

まして、本会議における議長席への水差しを用意することで全会一致となったところでありますの

で、そのとお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 実施時期は、令和２年第１回定例会からとさせていただき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、そのとおり実施させていただきます。 

以上で議会運営委員会を散会とさせていただきます。 

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

散会 午後４時４６分 


