
- 1 - 

開会 午前１０時０１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。 

本日の会議に欠席等の届け出はございません。 

それでは、まず１つ目の協議事項であります請願・陳情議案の審査について、陳情第２号、議会

傍聴に関することについてを議題といたします。 

ここで、皆さんから特に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、昨年１２月２日の議会運営委員会で保留としていた会派に、判断できる

状況になったかどうかを確認させていただきたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 判断できます。 

○松田たくや委員（自民会議） 判断できます。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 判断できます。 

○木下委員長 それでは、全会派が判断できる状況にあるということでありますので、各会派に陳

情第２号について、意見開陳を含めた賛否をお伺いしてまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） 結論から言えば、我が会派は願意妥当ということです。 

前回、ちょっと似たような陳情が出ておりましたが、その際にも議論になりましたセキュリティ

ーの問題と、あと、何かあったときの呼び出しなどのときにも対応できるということで、氏名の記

入だけでもということになっていたと思いますが、一定程度、今の状況で、セキュリティーの問題

にはちょっとまだ疑問がつくところもありますが、事務局のほうに確認しましたところ、だいたい

対応できるということもありましたので、我が会派としては、願意妥当という結論に至りました。 

○松田たくや委員（自民会議） 今、民主連合からもあったとおり、私たちもちょっとセキュリテ

ィー的には問題があると思いますが、昨今、入り口とかも警備をして厳重な体制をとっております

ので、願意妥当と判断したいと思います。 

○中野委員（公明） 陳情第２号の会派の判断についてでありますが、まず結論から申し上げます

と、陳情者の願意には沿いがたく、本陳情につきましては不採択と判断させていただきました。 

以下、簡潔に理由を申し上げさせていただきます。 

まず、陳情書の要旨では、会議の傍聴者のみが氏名を記載することは市民を区別、事実上の差別

することであると述べられておりますが、他自治体における多くの市議会等でも、一般的に傍聴者

が所定の名簿に氏名等を記入するということは議会傍聴規則で定められており、陳情者の指摘は必

ずしも適切ではないと考えております。また、実際の市議会は、本会議場や委員会室で、不特定多

数の方々が壁などの仕切りのない空間で、その会議の様子を直接的に傍聴する行為であり、有線放

送やインターネット中継とは全くもって異なる状況であります。そのため、一定のセキュリティー

対策が求められるのと同時に、備えつけられた名簿に氏名を記入するという対応については、この

間、市民からも理解が得られていると思います。 

以上の理由から、陳情者の思いは察するところではありますが、公明党会派として願意には沿い

がたく、陳情第２号につきましては不採択と判断させていただきました。 

○石川委員（共産） 陳情第２号、議会傍聴に関することについてですが、日本共産党は願意妥当
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というふうに判断いたしました。 

この陳情第２号、市議会の傍聴時の傍聴人名簿への氏名記入についてですが、以前にも同様な陳

情が寄せられたと思いますが、傍聴人の人数を把握するためというのであれば、受付に事務局は必

ずついているので、そこで人数は把握することができますし、また、セキュリティーについても特

に問題はないのではないかというふうに判断いたしました。個人情報保護の観点から見ましても、

氏名を記入する必要性については認められないので、廃止しても構わないというふうに判断いたし

ました。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 陳情第２号、議会傍聴に関することについて、我が会派としては、陳情

者の願意に沿いがたく、不採択とすべきと判断をさせていただきました。 

理由は、一定のセキュリティー上の問題があるということに加えまして、これまで市議会では、

この記入の方法について改善をされてきていると考えております。その上からも、また、もちろん、

個人情報としての市民の皆様、傍聴人の皆様のお考えもお一人お一人違うというふうに考えており

ますけれども、その中には、傍聴に来たというところをもって価値を見出していらっしゃるという

ことで、氏名については、みずから書いたほうがいいといいますか、書いていきたいというお考え

もその中にはあるということも考えられるため、その価値も含めまして、新庁舎が建設された折に

セキュリティー上の問題が全て解決という状況であればまた違うかと思いますけれども、現段階に

おいては、これについて賛成とすることができないという判断でございます。 

○木下委員長 ただいま一通り、各会派の賛否の状況についてお伺いをいたしましたが、全会一致

とならなかったことから、起立採決をさせていただきたいと思います。 

陳情第２号につきまして、採択すべきものと決定することに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立する者あり） 

○木下委員長 起立多数であります。よって陳情第２号については採択すべきものと決定いたしま

した。なお、本会議での委員長口頭報告案につきましては、正副委員長に御一任をいただきたいと

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、そのようにさせていただきたいと思います。 

次に、令和２年第１回定例会の運営についてを協議してまいることになるわけでありますが、た

だいまの陳情につきまして結論が出ましたので、資料をまず先に配付させていただくために休憩を

したかったのですが、あわせて再開後の委員会の協議に無所属議員を委員外議員として出席を求め、

この間に入室し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 それでは暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０９分 

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

再開 午前１０時１１分 

○木下委員長 再開いたします。 

令和２年第１回定例会の運営についてを議題としてまいります。（１）市長提出議案のうち配付

済みのものにつきまして、理事者から説明を受けたいと思います。 
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○野﨑総務部長 令和２年第１回定例市議会を、２月１９日開会ということで、昨日、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を申し上げます。 

今回提出いたしました議案は、議決案件として、令和元年度各会計補正予算が１０会計、令和２

年度各会計予算が１１会計、条例の制定が２３件、指定管理者の指定が２１件、包括外部監査契約

の締結、市道路線の廃止及び認定が各１件並びに報告案件が３件の合わせて７１件となっておりま

す。 

議案第１号から議案第１０号までの令和元年度各会計補正予算、議案第３４号から議案第４４号

までの令和２年度各会計予算につきましては、後ほど総合政策部長のほうから御説明をさせていた

だきます。 

議案第１１号及び議案第１２号につきましては、いずれも条例の制定でありまして、議案第１１

号につきましては、印鑑の登録資格に係る規定を整備しようとするものであります。議案第１２号

につきましては、東旭川学校給食センターの給食提供校の拡大に伴い、東栄小学校共同調理所ほか

４共同調理所を廃止しようとするものであります。 

議案第１３号から議案第３３号までにつきましては、いずれも指定管理者の指定についてであり

まして、議案第１３号は、西神楽農業構造改善センター及び西神楽公民館の指定管理者に西神楽ま

ちづくり委員会を、議案第１４号は、市民活動交流センターの指定管理者に特定非営利活動法人旭

川ＮＰＯサポートセンターを、議案第１５号は、末広地域活動センターの指定管理者に旭川市末広

地域活動センター運営委員会を、議案第１６号から議案第１９号までは、各住民センターの指定管

理者にそれぞれの住民センター運営委員会を、議案第２０号から議案第２７号までは、各地区セン

ターの指定管理者にそれぞれの地区センター運営委員会を、議案第２８号及び議案第２９号は、各

児童センターの指定管理者にワーカーズコープ指定管理者グループを、議案第３０号は、北彩都子

ども活動センターの指定管理者にこどもクラブグループを、議案第３１号は、東地区体育センター

の指定管理者に旭川市東地区体育センター運営委員会を、議案第３２号は、旭川大雪アリーナの指

定管理者に株式会社旭川振興公社を、議案第３３号は、市営牧場の指定管理者に江丹別産業・江丹

別ファーム指定管理者グループをそれぞれ指定し、いずれも令和２年４月１日から令和７年３月３

１日までの５年間、それぞれその管理を行わせようとするものでございます。 

議案第４５号から議案第６５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４５号につきましては、駅周辺開発事業特別会計を廃止しようとするもの、議案第４６号につき

ましては、旭川圏都市計画事業旭川駅周辺土地区画整理事業の終了に伴い、関係する２つの条例を

廃止しようとするもの、議案第４７号につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、給料

を支給される職員の補償基礎額に係る規定を整備するものでございます。 

議案第４８号につきましては、令和２年度における特別職の職員の給料月額の特例を、議案第４

９号につきましては、令和２年度における公営企業の管理者の給料月額の特例を定めようとするも

のでございます。 

議案第５０号につきましては、住民票及び戸籍の附票に関する除票に係る記載事項に関する証明

手数料及び写しの交付手数料の追加、通知カードの再交付に係る手数料の廃止のほか、低炭素建築

物新築等計画認定申請手数料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５１号につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、議案第５２号につきましては、建
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築基準法施行令の一部改正に伴い、それぞれ所要の規定を整備しようとするものでございます。 

議案第５３号につきましては、社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営の

基準を定めるために条例を制定しようとするものでございます。 

議案第５４号につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い、保険料の軽減基準の

算定に係る金額を引き上げようとするほか、所要の規定を整備しようとするもの、議案第５５号に

つきましては、放課後児童支援員の要件に係る規定を整備しようとするもの、議案第５６号につき

ましては、幼保連携型認定こども園の職員配置の特例に係る規定を整備しようとするもの、議案第

５７号につきましては、みどり学園及びわかくさ学園並びにこども通園センターを統合して運用す

るために、愛育センターの構成を変更するほか、旭川市こども通園センター条例を廃止しようとす

るものでございます。 

議案第５８号につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、動物愛護管

理担当職員に係る規定を整備するほか、所要の規定を整備しようとするもの、議案第５９号につき

ましては、食品衛生法の一部改正に伴い、公衆衛生上必要な措置の基準に係る規定を整備するほか、

所要の規定を整備しようとするものでございます。 

議案第６０号につきましては、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定める等のため

に条例を制定しようとするものでございます。 

議案第６１号につきましては、２１世紀の森の湯及びパークゴルフ場の使用の承認に係る規定を

整備するほか、所要の規定を整備しようとするもの、議案第６２号につきましては、東旭川公民館

旭正分館を廃止しようとするもの、議案第６３号につきましては、屋外広告物等の管理等に係る規

定を整備しようとするもの、議案第６４号につきましては、東光スポーツ公園武道館を有料公園施

設とするほか、東光スポーツ公園施設軟式野球場第３球場の使用時間に係る規定などを整備しよう

とするものでございます。 

議案第６５号につきましては、市立旭川病院において助産師または看護師として勤務しようとす

る意思を有している者に対し奨学金を貸し付けるために条例を制定しようとするものでございます。 

議案第６６号につきましては、包括外部監査契約の締結でありまして、契約金額の上限を１千２

２２万円として中島幹雄氏と契約を締結しようとするものでございます。 

議案第６７号及び議案第６８号につきましては、市道路線について、２路線を廃止し、９路線を

認定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３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あり

まして、報告第１号につきましては、交通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。１５万１千７８６円の賠償額を２月３日に、報告第２号につきましては、旭川駅構内におけ

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、４万３千９７４円の賠償額を２

月４日に、それぞれ専決処分をさせていただいたものであります。報告第３号につきましては、第

２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工事の契約に係る変更契約を締結することについてでございまして、

契約金額を８億１千５６１万８１６円から８億１千５７１万４千７２０円に増額することについて、

１月２７日に専決処分をさせていただいたものでございます。 

また、先議のお願いでありますけれども、議案第１１号の条例の制定につきましては、速やかに

成年被後見人の権利の制限に係る措置を見直す必要がありますことから、議案第１２号の条例の制
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定につきましては、北海道による栄養教諭の配置との関係から、議案第１３号から議案第３３号ま

での指定管理者の指定につきましては、協定締結などの事前の準備作業がありますことから、その

取り扱いにつきましては、議案第１号から議案第１０号までの令和元年度各会計補正予算とあわせ

て、何とぞ御先議いただきますようお願いを申し上げます。 

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１０号の令和元年度各会計補正予算につきまして、補

正予算書に基づきまし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６０億１千８２０万５千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２１ページから２５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、２款 総務費に、国際交流活動基金積立金など５事業で６億１千５５万９千円、３款 民生費

に、社会福祉事業基金積立金など１７事業で８億４千４９０万円、４款 衛生費に、母子保健衛生

費国庫補助金償還金など５事業で６億１千４９６万６千円、６款 農林水産業費に、農業次世代人

材投資事業費など４事業で５千５７０万８千円、７款 商工費に、まちなか活性化事業基金積立金

など３事業で３千１０５万３千円、８款 土木費に、都市計画公園整備費など３事業で４億４千３

４０万円、１０款 教育費に、学校ＩＣＴ環境整備費など７事業で３４億１千７６１万９千円をそ

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、１６ページから２０ペ

ージの歳入にお示しいたしておりますように、７款 地方交付税で８億５千２５８万４千円、１６

款 国庫支出金で１４億８千１９３万７千円、１７款 道支出金で１億５４１万１千円、１９款 

寄附金で４億１千１６１万４千円、２１款 繰越金で１億５千３０８万１千円、２２款 諸収入で

４億６千８２２万９千円、２３款 市債で２８億４千５００万円をそれぞれ追加し、２０款 繰入

金で２億９千９６５万１千円を減額しようとするものでございます。 

４ページの第２表繰越明許費補正では、障害者福祉施設等整備補助金など１４件を繰越明許費と

して追加しようとするものでございます。５ページ及び６ページの第３表債務負担行為補正では、

旭川市市民活動交流センター指定管理料など１９の事項について債務負担行為を追加し、旭川市と

きわ市民ホール及び旭川市勤労者福祉総合センター指定管理料など３つの事項について限度額を変

更しようとするものでございます。７ページの第４表地方債補正では、水道事業会計出資債を追加

し、老人福祉施設建設補助事業など３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

予算を補正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、３１ページの事項別明細

書、歳入にお示しいたしておりますように、１款 国民健康保険料で３千４０８万４千円を減額し、

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。 

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２億６千４４８万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３２ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１

款 総務費に、旭山動物園施設整備基金積立金で２億６千４４８万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３２ページ上段の歳入にお示しいたしておりますよう

に、３款 財産収入で２２万円、４款 寄附金で２億６千４２６万円をそれぞれ追加しようとする



- 6 - 

ものでございます。１０ページの第２表債務負担行為では、園内業務委託料など４つの事項につい

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４号、令和元年度旭川市公共駐車場事業特別会計補正予算につきましては、１１ペ

ージの第１表債務負担行為補正にお示しいたしておりますように、旭川駅前広場駐車場運営業務委

託料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。 

次に、議案第５号、令和元年度旭川市育英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１億４千７８０万２千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３５ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、

１款 育英費に育英資金貸付金及び入学仕度金貸付金など２事業で１億４千７８０万２千円を追加

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３５ページ上段の歳入にお示し

いたしておりますように、２款 寄附金で１億４千６３５万３千円、３款 繰入金で１４４万９千

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６号、令和元年度旭川市駅周辺開発事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳

出予算の総額からそれぞれ３万円を減額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３７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 土地区

画整理事業費の駅周辺土地区画整理事業事務費など３事業で３千７６３万円を減額し、一般会計繰

出金で３千７６０万円を追加しようとするものでございます。一般財源のマイナス３万円につきま

しては、３６ページの歳入にお示しいたしておりますように、１款 繰越金で同額を減額しようと

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５億５千７３９万７千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４０ページから４２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１千５９１万７千円、２款 保険給付費に居宅介護サ

ービス給付費など５事業で４億８千４８万４千円、３款 地域支援事業費に介護予防・生活支援サ

ービス事業費で６千９９万６千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、３８ページから３９ページの歳入でお示しいたしておりますように、２款 国庫支

出金で１億３千７２５万６千円、３款 支払基金交付金で１億４千６１９万８千円、４款 道支出

金で８千４５３万１千円、６款 繰入金で１億８千９４１万２千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８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、４５ページ及び４

６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８万８千円、水道事業費用

で８万８千円をそれぞれ減額し、資本的収入で７億２千２３６万９千円、資本的支出で７億４千８

９７万７千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。４４ページの債務負担行為につきま

しては、給水装置等管理業務委託料など３つの事項について債務負担行為を設定しようとするもの

であり、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９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、４９ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、資本的収入で６千８００万円、資本的支出で６千８００

万円をそれぞれ追加しようとするものでございます。４８ページの債務負担行為につきましては、
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下水道事業維持管理業務委託料など３つの事項について債務負担行為を設定しようとするものであ

り、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１０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、５２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３億円を追加しようとするものでござ

います。５１ページの債務負担行為につきましては、令和２年度分医療廃棄物運搬及び処分業務等

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あり、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。 

以上が各会計補正予算の概要でございます。 

続きまして、議案第３４号から第４４号までの令和２年度各会計予算につきまして、一括して御

説明申し上げます。 

令和２年度各会計予算書の最初のページであります総括表をごらんください。 

まず、一般会計の当初予算額でございますが、１千５５２億３千万円で、前年度当初予算と比較

して１．２％の減となっております。一般会計につきましては、歳入歳出予算のほか、債務負担行

為が新規２６件、変更２件、地方債については２１件を、それぞれ定めようとするものでございま

す。また、一時借入金の最高額については、２００億円にしようとするものでございます。次に、

特別会計につきましては、企業会計を含め、国民健康保険事業など１０会計合計で１千２００億２

千９８９万２千円で３．４％の増となっております。各特別会計につきましては、歳入歳出予算の

ほか、動物園事業で債務負担行為及び地方債を定めようとするものでございます。また、水道事業、

下水道事業、病院事業の各企業会計につきましては、業務の予定量など関係条文もあわせて定めよ

うとするものでございます。そして、総括表の１番下になりますが、一般会計と特別会計を合わせ

た合計では２千７５２億５千９８９万２千円で０．８％の増となったところでございます。 

以上、令和２年度の各会計予算の概要でございます。 

何とぞ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 ただいま理事者のほうから、議案第１１号ないし議案第３３号の２３件につきまし

て、議案第１号ないし議案第１０号の１０件とあわせて先議の申し出がありましたが、そのように

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、そのように取り扱わせていただきます。 

続きまして、（２）追加提出予定のものにつきまして、理事者から説明を受けたいと思います。 

○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、人事案件１件と契約の締結７件の

合わせて８件であります。 

人事案件１件につきましては、人権擁護委員の推薦でございまして、河辺菜穂子氏、佐々木斎氏、

堤明彦氏、猫山房良氏、宮森雅司氏、横田礼子氏が本年９月３０日をもって任期満了となることに

よるものでございます。また、契約の締結７件につきましては、総合庁舎建替（Ａ）新築工事、総

合庁舎建替（Ｂ）新築工事、総合庁舎建替新築電気設備その１工事、総合庁舎建替新築電気設備そ

の２工事、総合庁舎建替新築空調設備工事、総合庁舎建替新築機械設備工事及び総合庁舎建替新築
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衛生設備工事でございまして、開札予定が２月２５日でありますことから、後日追加して提案をさ

せていただきたいと存じます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○木下委員長 委員の皆さんから御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○木下委員長 こちらにつきまして、まず、人事案件につきましては、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し、会期末の本会議で扱いたいと思いますけども、よろしい

でしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に、７件の契約の締結につきましては、議案提出後に審議方法の協議を行いたい

と思いますけども、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○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・陳情議案の委員会付託についてでありますが、２月７

日現在で陳情２件を受理しております。 

陳情第７号の建設工事の請負契約の入札に関することについてにつきましては、総務常任委員会

に付託になろうかと思います。陳情第８号の生活保護における収入認定等に関することについてに

つきましては、民生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、２月１９日の

本会議でその手続をとることとなります。 

次に、イの請願・陳情議案の審査結果報告につきましては、お手元に御配付しております請願・

陳情議案審査結果一覧表のとおり、議会運営委員会で１件結論が出ており、議会運営委員会委員長

から議長に対しまして審査報告書を提出することになりますので、本会議での取り扱いの時期等に

つきまして御協議いただきたいと思います。なお、今後結論が出たものにつきましては、改めて御

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 まず、請願・陳情議案の委員会付託についてであります。ただいま説明がありまし

たとおり、２件の陳情を受理しておりますので、こちらの部分につきまして、初日の本会議で付託

の手続をとら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 次に、イの請願・陳情議案の審査結果報告についてであります。先ほどの委員会の

中で結論が出た部分につきまして、補正予算等審議の本会議で取り扱いたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 それでは、後日の議会運営委員会でこの件について質疑、討論の有無及び賛否を確

認させていただきたいと思います。なお、今後結論が出たものにつきましては、改めて協議をさせ

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。 

 次に、ウの議員の行政調査派遣についてであります。令和２年度の単独行政視察の実施分につき

ましては、今定例会中に議員派遣の議決が必要となります。派遣議員以外の議会運営委員を提出者
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として議案化し、最終の議会運営委員会で取り扱いたいと思いますけども、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に、エの意見書・決議案についてであります。各会派に意見書・決議案の提案の

有無について確認をしてまいりたいと思います。 

○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） 意見書２件、用意があります。 

○石川委員（共産） 意見書、控え目に４本お願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ありません。 

○木下委員長 それでは、事務局に文案を配付させたいと思います。 

（意見書案配付） 

○木下委員長 意見書の調整につきましては、従来どおり代表者会議で行わせていただきたいと思

いますけども、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、（４）議案の審議方法についてを協議してまいります。 

まず、アの令和２年度各会計予算と関連議案及び単独議案についてであります。こちらにつきま

しては特別委員会に付託となります。付託する議案につきましては議案第３４号ないし議案第６６

号の以上３３件となります。委員会の名称は予算等審査特別委員会、構成につきましては議長を除

く全議員ということで３３名となります。予算等審査特別委員会の正副委員長について、各会派等

の意向を確認させていただきます。 

○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） 相談に乗ります。 

○中野委員（公明） 相談には乗ります。 

○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。 

○木下委員長 それでは、民主連合、自民会議、公明の３会派が相談に応じるということでありま

したので、３会派の中で届け出の日までに調整を進め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。 

次に、設置の時期でありますけれども、こちらにつきましては日程のところで協議をさせていた

だきたいと思います。次に、分科会の設置数は２分科会とさせていただきます。分科会の名称は、

総務経済文教分科会、もう一つが民生建設公営企業分科会とさせていただきます。分科会の構成に

つきましては、総務経済文教分科会は総務、経済文教両常任委員会委員。民生建設公営企業分科会

は民生、建設公営企業両常任委員会委員。ただし、予算等審査特別委員会の委員長は除くといった

構成にさせていただきます。各分科会の正副委員長につきましては輪番制となっておりますが、今

回は経済文教、建設公営企業両常任委員会正副委員長とさせていただきます。分科会審査分担事項

につきましては、各常任委員会所管別とし、別紙分担一覧のとおりとなります。なお、一般会計予
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算につきましては、後日の議会運営委員会で協議をさせていただきます。特別委員会及び分科会の

審査日程につきましては、日程のところで協議をさせていただきます。特別委員会及び分科会の開

催場所については、予算等審査特別委員会は本会議場、総務経済文教分科会につきましては第１委

員会室、民生建設公営企業分科会につきましては第２委員会室で開催させていただきます。 

以上ま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、次に、イの令和元年度各会計補正予算と関連議案及び単独議案について

を協議させていただきます。議案第１号ないし議案第３３号の以上３３件につきまして、本会議直

接審議とするか、特別委員会付託とするかについて、各会派等の意向を確認してまいりたいと思い

ます。 

○品田委員（民主連合） 議案の多さなどからして補正予算等審査特別委員会を設けたほうがいい

と思います。 

○松田たくや委員（自民会議） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○中野委員（公明） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○石川委員（共産） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 特別委員会設置でよいと思います。 

○佐藤委員外議員（無所属） 特別委員会設置でよいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○木下委員長 一通り各会派等の意向を確認させていただきました。各会派とも特別委員会設置が

望ましいということでありましたので、議案第１号ないし議案第３３号の３３件については特別委

員会付託とさせていただきます。 

それでは、特別委員会付託となりましたので、そちらについて確認をしてまいりたいと思います。

まず、付託される議案でありますが、議案第１号ないし議案第３３号の以上３３件となります。な

お、付託議案以外の議案第６７号、議案第６８号及び報告第１号ないし報告第３号の以上５件につ

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。報

告第１号ないし報告第３号については、従来どおり補正予算等審議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 次に、この特別委員会の名称でありますが、補正予算等審査特別委員会とさせてい

ただきます。続きまして、構成についてでありますが、正副委員長案をお示しさせていただくとい

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、特別委員会の構成につきましては、委員の人数を１５名とさせていただ

きたいと思います。内訳につきましては、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、無所属のお二方のうちからお一人といった構成と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 続きまして、正副委員長についてであります。各会派等に希望を確認させていただ
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きたいと思います。 

○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） 相談に乗ります。 

○中野委員（公明） 相談に乗ります。 

○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。 

○木下委員長 民主連合、自民会議、公明の３会派から相談に応じるということでありましたので、

こちらにつきましても、届け出の日までに調整いただきたいということでよろしくお願いいたしま

す。 

次に、委員名の届け出、あるいは設置の時期につきましてでありますが、後ほどの日程のところ

で協議をさせていただきたいと思います。こちらの補正予算等審査特別委員会につきましては第１

委員会室で開催をさせていただきます。 

以上ま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、次に、（５）代表質問についてを議題とさせていただきます。代表質問

の時期、それと通告の締め切り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。代表質

問の時間は片道４０分、回数は１回となっております。人数は各会派１名ということでありますの

で、５会派で計５名ということになります。１日目に３名、２日目に２名ということにさせていた

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 １日目は午前が１人、午後が２人と、２日目は午前１名、午後１名ということにな

りますのでよろしくお願いいたします。順序につきましては、大会派順とさせていただきます。場

所は登壇の上、行っていただきます。 

ここまでが代表質問になりますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に、（６）大綱質疑についてであります。こちらも、時期と通告の締め切りにつ

きましては日程のところで相談をさせていただきたいと思います。質疑時間につきましては質疑の

み２５分ということになっております。質疑の回数は３回以内となっております。各会派に今段階

における予想の人数についてお聞きをしてまいりたいと思います。 

○品田委員（民主連合） １人でお願いします。 

○松田たくや委員（自民会議） ゼロから１人でお願いします。 

○中野委員（公明） １名でお願いします。 

○石川委員（共産） １名でお願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） １名ないし２名でお願いします。 

○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 合計で４名から６名ということになります。質疑の順番につきましては、正副議長、

議会運営委員会正副委員長立ち会いのもと、抽せんとさせていただきます。質疑の場所につきまし

ては質疑質問席で行うことといたします。 

それでは、全体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、事務局に配付させます。 

（日程案配付） 

○木下委員長 それでは、日程の確認をさせていただきます。まず、会期でありますが、開会日が

２月１９日水曜日、閉会日が３月２５日水曜日ということで、通算３６日間となります。１７日月

曜日になりますが補正予算等審査特別委員会の委員名の届け出を正午までにお願いいたします。１

９日が本会議となりまして開会となります。補正予算等の提案説明を受けます。そのまま補正予算

等審査特別委員会が設置されます。２０日、本会議は休会となりますが、補正予算等審査特別委員

会が開催されます。２１日も同じく本会議は休会となりますが、補正予算等審査特別委員会が開催

され、ここで取りまとめということになります。週が明けまして、２月２５日の本会議で補正予算

等の審議ということになります。続きまして、２６日水曜日になりますが、本会議が開会されまし

て、市政方針、教育行政方針、新年度予算等の提案説明がなされます。２７日から休会となります

が、２７日、代表質問の通告の締め切りが正午まで、２８日、大綱質疑の通告の締め切り、こちら

が同じく正午となっております。この後、順番の抽せんということになります。週が明けまして、

３月２日になりますが、予算等審査特別委員会の正副委員長名の届け出を正午までにお願いいたし

ます。３日に本会議が開催されまして３日、４日の代表質問、５日、６日と同じく本会議で大綱質

疑ということになります。６日の大綱質疑終了後、予算等審査特別委員会が設置されます。そのま

ま続けて２分科会が開催される形になっております。その後、休会となりまして週が明けて１０日

火曜日になりますが、ここから予算等審査特別委員会の分科会が３月１８日まで開催されます。そ

の後、３月２３日に予算等審査特別委員会が開催され、総括質疑、その後取りまとめという形にな

ります。２４日の事務整理日を挟んで２５日が最終日で議案審議し閉会という流れになっておりま

す。 

この日程でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 以上が令和２年度第１回定例会の運営についてでありました。 

次に、３のその他に移らせていただきたいと思います。 

（１）議会運営委員会行政視察の委員派遣の変更についてであります。令和元年１２月２日付で

委員派遣の承認要求を議決した件につきまして、その後、金谷委員のほうから、私事のため派遣期

間を変更したい旨の申し出がございました。この件につきまして、１月１５日付で変更の手続を行

い、視察を終えておりますので報告させていただきたいと思います。 

次に、（２）令和２年度議会費の予算についてであります。この件につきましては、従来どおり

本委員会終了後、総括表を各会派の代表委員及び無所属議員に配付させていただきたいと思います

ので御確認願います。 
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以上が本日予定していた協議事項になります。 

次回の議会運営委員会につきましては、２月２１日金曜日、午前１０時の口頭招集とさせていた

だきたいと思いますが、実際の開会時刻につきましては補正予算等審査特別委員会閉会後とさせて

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。 

以上をもちまして、本日の議会運営委員会を散会とさせていただきます。 

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

散会 午前１０時５７分 


