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開会 午後９時００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ありません。 

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９時０１分 

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

再開 午後９時０２分 

○木下委員長 再開いたします。 

１の令和２年第１回定例会の運営について、（１）市長追加提出議案についてということで、議

案第６９号について理事者から説明を受けたいと思います。 

○野﨑総務部長 ２月２７日に追加提出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６９号、人権擁護委員の推薦につきましては、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りますことから、岡本

千晴氏を新たに、河辺菜穂子氏、佐々木斎氏、堤明彦氏、猫山房良氏、宮森雅司氏を再度推薦いた

したく、議会の意見を求めようとするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○木下委員長 ただいま理事者から説明がありましたが、人事案件につきまして、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 人権擁護委員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、ここに御報告を申し上げます。 

○木下委員長 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、議案第６９号の人権擁護委員の推薦について、議案第７７号の令和元年

度旭川市一般会計補正予算について、議案第７８号の令和元年度旭川市病院事業会計補正予算につ

いて、各会派及び無所属に質疑、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） 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） ３議案とも賛成です。議案第７７号、議案第７８号に対して質疑の用意があ

ります。 

○石川委員（共産） ３議案とも質疑、討論なく賛成します。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ３議案とも賛成ですが、議案第７７号、議案第７８号に対して質疑があ

ります。 

○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、討論なく全て賛成します。 

○木下委員長 それでは、質疑者の確認をさせていただきます。 
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○中野委員（公明） 議案第７７号、議案第７８号とも中野でお願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 議案第７７号、議案第７８号ともに上野議員でお願いします。 

○木下委員長 質疑をされる公明及び無党派Ｇの両会派にお聞きをしますが、議案第７７号、議案

第７８号を一括して質疑する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、議案第７７号と議案第７８号を一括して議題と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 質疑順は公明、無党派Ｇの順番となりますので御承知おきいただきたいと思います。 

次に、（２）市長提出議案について、議案第６７号の市道路線の廃止について、議案第６８号の

市道路線の認定について、アの質疑、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） 質疑、討論なく賛成です。 

○松田たくや委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成です。 

○中野委員（公明） 質疑、討論なく賛成です。 

○石川委員（共産） 質疑、討論はありません。賛成します。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 両議案とも質疑、討論なく賛成です。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論なく両議案とも賛成です。 

○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 次に、（３）議会提出議案について、アからウまでについて、事務局から説明を受

けたいと思います。 

○平尾議会事務局議事調査課長 アの請願・陳情議案の審査結果報告についてでありますが、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、建設公営企業常任委員会で２件、

結論が出ており、建設公営企業常任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、最終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、討論の有無及び委

員長報告のとおり決することに対する賛否につきまして、御協議いただきたいと思います。 

次に、イの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託につきましては、総務常任委員会及び民生常任

委員会の両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、最終日の本会議でそ

の手続をとることとなります。 

次に、ウの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、最終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、まず、アの部分について、請願・陳情議案の

審査結果報告ですが、陳情案件につきまして建設公営企業常任委員会から２件、審査報告書が提出

されているということになりますので、この２件につきまして、質疑、討論の有無及び委員長報告

のとおり決することに対する賛否を確認してまいりたいと思います。２件まとめていきたいと思い

ます。 
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○品田委員（民主連合） 質疑、討論なく賛成です。 

○松田たくや委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成です。 

○中野委員（公明） 陳情第４号、陳情第６号とも質疑、討論なく委員長口頭報告に賛成します。 

○石川委員（共産） 陳情第４号には賛成です。第６号には反対です。質疑、討論はありません。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 両陳情とも質疑、討論なく委員長口頭報告に賛成です。 

○佐藤委員外議員（無所属） 両陳情とも委員長報告のとおり賛成です。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。両陳情とも委員長報告どおり賛成します。 

○木下委員長 次に、イの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託についてでありますが、総務常任

委員会及び民生常任委員会の両委員長から議長に対して閉会中の継続審査の申し出がありますので、

最終日の本会議でその手続をとりたいと思いますが、こちらもよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に、ウの予算等審査特別委員会審査結果報告について、各会派等に質疑、討論の

有無及び賛否を確認してまいりたいと思います。予算等審査特別委員会付託議案一覧表に基づきま

して、各会派等に質疑、討論の有無、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） 全議案賛成です。質疑、討論はありません。 

○松田たくや委員（自民会議） 全議案賛成です。議案第３４号に討論の準備があります。 

○中野委員（公明） 全議案、質疑、討論なく賛成です。 

○石川委員（共産） 全議案賛成します。議案第３４号に討論をお願いしたいと思います。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 全議案賛成です。議案第３４号に対して、討論の準備があります。 

○佐藤委員外議員（無所属） 全議案に賛成です。質疑、討論はありません。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。全議案賛成します。 

○木下委員長 それでは、自民会議、共産、無党派Ｇから討論の申し出がありましたので、討論者

を確認させていただきたいと思います。 

○松田たくや委員（自民会議） 上村議員でお願いします。 

○石川委員（共産） 能登谷議員でお願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 上野議員でお願いします。 

○木下委員長 討論順になりますが、大会派順ということで、自民会議の上村議員、共産の能登谷

議員、無党派Ｇの上野議員という順番になります。さらに、全て賛成討論ということでありますの

で意見開陳という扱いになりますのでこちらも御確認を願います。 

 ここで、附帯決議案が２件提出された旨、議長から報告を受けておりますので、文案につきまし

て事務局から配付をお願いしたいと思います。 

（附帯決議案配付） 

○木下委員長 まず、附帯決議案の第１号について、提出会派に趣旨説明を求めたいと思います。 

○中野委員（公明） 附帯決議案第１号の内容を読ませていただいて趣旨説明とさせていただきた

いと思います。 

議案第３４号令和２年度旭川市一般会計予算に対する附帯決議。公立大学の設置については、現

時点で議会が判断を行うために必要な説明責任が十分に果たされたとは言えない状況である。よっ

て、次の事項について、改めて議会に対し説明を行い、議会の理解を得てから高等教育機関設置準
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備費１３０万円の予算執行を行うこと。また、それまでの間、既存の大学法人が、法人分離の手続

を進めることがないよう措置を講じること。１、公立大学の理念。２、公立大学設置後の運営体制

及び市の関わり方。３、長期的な運営収支の明確化。４、地域創造デザイン学部の新設に対する考

え方及び教育課程の概要。５、現大学執行部の処遇と今後の設立作業への関わり方、６、教授、職

員等の採用についての具体的な考え方（職員採用及び教授選考に当たっての基準など）。 

○木下委員長 公明に提案説明者を確認させていただきます。 

○中野委員（公明） 提案説明者は、もんま議員でお願いします。 

○木下委員長 この附帯決議案第１号につきまして、質疑、討論の有無及び賛否を各会派等に確認

してまいります。 

○品田委員（民主連合） 賛成です。質疑、討論はなしです。 

○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、討論なく賛成です。 

○石川委員（共産） 賛成です。討論をお願いします。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 附帯決議案第１号に対して、質疑、討論はありません。賛否については

反対です。 

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論なく賛成です。 

○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 共産から討論の申し出がありましたので、討論者の確認をさせてください。 

○石川委員（共産） まじま議員でお願いします。 

○木下委員長 こちらも意見開陳ということになりますので御承知おきください。全会一致となっ

ておりませんことから、採決につきましては起立採決ということになりますので、こちらも御確認

をお願いいたします。 

次に、附帯決議案第２号につきまして、提出会派に趣旨の説明をお願いしたいと思います。 

○松田たくや委員（自民会議） 本市における児童虐待の現状や課題、既存の旭川児童相談所の現

状や課題の精査などを行うこと、また、方針策定後、改めて議会に丁寧に説明を行うことなど、そ

の設置の是非について、議会審議を経ることなど、また、方針の取りまとめについては、３年から

５年後の開設にこだわることなく丁寧に進めるようにということで、今回の附帯決議の趣旨説明と

いたしますので、どうか皆様方の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○木下委員長 まず、自民会議に提案説明者を確認させていただきます。 

○松田たくや委員（自民会議） 菅原議員でお願いします。 

○木下委員長 それでは、各会派等に質疑、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） 質疑、討論なく賛成です。 

○松田たくや委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成です。 

○中野委員（公明） 質疑、討論なく賛成です。 

○石川委員（共産） 賛成します。討論をお願いします。 

○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 次に、共産から討論の申し出がありましたので討論者を確認させていただきます。 
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○石川委員（共産） 石川でお願いします。 

○木下委員長 こちらにつきましても、賛成討論のみということなので意見開陳という形になりま

すので御承知おきください。採決の方法につきましては、こちらは全会一致となっておりますので

簡易採決となります。両附帯決議案とも、特別委員会付託議案の採決が終わった後に取り扱う形に

なりますので御確認をお願いしたいと思います。附帯決議案は本会議終了後、各控室に配付させて

いただきますので、こちらもよろしくお願いいたします。 

次に、エの議案第７９号、議員の行政調査派遣についてを協議いたします。提出者につきまして

は配付の議案のとおりとなっております。本会議での提案説明、質疑、討論は省略をさせていただ

き、簡易採決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） 

○木下委員長 議案は本委員会終了後、各控室に配付いたします。派遣の内容に変更を要するとき

には、その取り扱いを議長に一任したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に、議案第８０号、旭川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

であります。３月２３日の代表者会議における協議の結果、配付してある議案のとおり改正をする

ことで全会一致となったところでありますが、このとおり改正をし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、３月２３日の代表者会議における協議のとおり、提案説明、質疑、討論

は省略し、簡易採決とさせていただきます。議案は本委員会終了後、各控室に配付をさせていただ

きます。 

それでは、次に、カの意見書・決議案についてを協議させていただきます。代表者会議における

協議の結果につきましては、配付しております一覧表のとおりとなっておりますので、御確認をお

願いいたします。 

議長宛てに動議の意見書案が提出されておりますので、まず配付をいたします。 

（動議の意見書案配付） 

○木下委員長 それでは、議案番号につきましては代表者会議のとおりということで、お手元にお

配りをさせていただいている資料のとおりとなりますので御確認を願います。まず、動議の意見書

案について確認してまいります。 

意見書案第１号、こちらは、提出者は共産となっております。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のとおりとなっております。提出会派以外の各会派、民

主連合、自民会議、公明、無党派Ｇに、質疑、討論の有無を確認いたします。 

○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、討論はありません。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 質疑、討論はありません。 
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○木下委員長 次に、無所属の佐藤議員、横山議員に、質疑、討論の有無及び賛否まで確認させて

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。反対です。 

○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 次に、意見書案第２号、こちらも提出者は共産ということになっております。提出

会派に提案説明者を確認させていただきます。 

○石川委員（共産） 石川でお願いします。 

○木下委員長 各会派の賛否の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、

民主連合、自民会議、公明、無党派Ｇに、質疑、討論の有無を確認させていただきます。 

○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） 質疑、討論はありません。 

○中野委員（公明） 質疑、討論はありません。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 質疑、討論はありません。 

○木下委員長 続きまして、無所属の佐藤議員、横山議員に、質疑、討論の有無及び賛否まで確認

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。反対です。 

○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 それでは、全会派一致の意見書案第３号ないし第６号まで一括して討論の有無を確

認させていただきます。 

○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） 討論はありません。 

○金谷委員（無党派Ｇ） ありません。 

○木下委員長 それでは続けて、無所属の佐藤議員、横山議員に、質疑、討論の有無及び賛否まで

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。意見書案第４号に賛成、それ以外は反対

です。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論はありません。全て賛成します。 

○木下委員長 無所属のお二方にお聞きします。佐藤議員は意見書案第４号について賛成というこ

とでありますが、こちらの提案者に加わりますか。 

○佐藤委員外議員（無所属） 加わりません。 

○木下委員長 次に、無所属の横山議員に確認させていただきます。意見書案第３号ないし第６号

について賛成ということでありますが、こちらについて、提案者に加わる部分があるかどうか確認

させてください。 

○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 以上で意見書案の確認を終わらせていただきます。 

ここで、特に発言の有無はございますでしょうか。 
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○松田たくや委員（自民会議） 決議案を追加提出したい旨を委員長に報告いたします。 

○木下委員長 それでは、ただいま自民会議から決議案を追加提出したい旨の発言がありましたの

で、事務局から文案を配付したいと思います。 

（決議案配付） 

○木下委員長 それでは、提出会派である自民会議から趣旨及び緊急性等の理由の説明をいただき

たいと思います。 

○松田たくや委員（自民会議） 新型コロナウイルスの感染が拡大してきて、旭川市も経済界を初

め大きな影響を受けております。ここで至急、旭川市議会としても何らかの対策をしなきゃならな

いということで、決議案を持ってきましたので、どうかお取り計らいのほどよろしくお願いいたし

ます。 

○木下委員長 ただいま自民会議から趣旨及び緊急性等理由の説明をいただきました。招集告示後

最初の議会運営委員会が終了した後における意見書・決議案につきましては、これまで緊急性、あ

るいは継続性、市の要望等との整合性のうち１つ以上の条件に合致するといったことで全会一致に

なった場合にのみ、その取り扱いをするということでこれまで取り扱いをしてきております。今申

し上げました緊急性、あるいは継続性、市の要望等との整合性のうち１件以上、１件でもその条件

を満たしているかといった部分でこれを扱うかどうかという部分で、まず、各会派にその判断をお

伺いしたいと思いますがよろしいですか。 

○品田委員（民主連合） 取り扱うことに賛成です。 

○中野委員（公明） 取り扱っていいと思います。 

○石川委員（共産） 取り扱うことでよろしいと思います。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 緊急性があり扱うべきだと思います。 

○佐藤委員外議員（無所属） 取り扱うことでいいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 取り扱うことに賛成します。 

○木下委員長 今、皆さんにお聞きをしたところ、扱うということで全会一致となりましたので、

今定例会で扱うことといたします。文案につきまして調整等の時間を要するかどうか、提出会派に

確認させていただきたいと思います。 

○松田たくや委員（自民会議） 要りません。 

○木下委員長 それでは、この件につきまして、質疑、討論の有無及び賛否を各会派等に確認して

まいります。 

○品田委員（民主連合） 質疑、討論なく賛成します。 

○中野委員（公明） 質疑、討論なく賛成です。 

○石川委員（共産） 質疑、討論はありません。賛成します。 

○金谷委員（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、討論なく賛成です。 

○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 各会派及び無所属に提案者に加わるかどうかを確認させていただきます。 

○品田委員（民主連合） 提案者に加わります。 

○中野委員（公明） 提案者に加わります。 
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○石川委員（共産） 提案者に加わります。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 加わります。 

○佐藤委員外議員（無所属） 提案者に加わります。 

○横山委員外議員（無所属） 提案者に加わります。 

○木下委員長 それでは、全会派が提案会派になる場合には、議会運営委員が提出者というふうに

なります。その上で、委員長が提案説明者となるということになるので、委員長のほうで提案説明

を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 追加提案の決議案につきましては、決議案第１号という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。 

次に、（４）会期の延長についてであります。２月２７日の議会運営委員会で、３月２６日まで

会期を延長するということを確認しております。議事の都合により先に確認したとおり３月２６日

まで会期を延長し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 会期の延長につきましては、会議規則第６条の規定により議会の議決を要するため、

本委員会終了後に開催される本会議において会期の延長を議決することとなりますのでよろしくお

願いをいたします。 

次に、（５）本会議（最終日）の日程について、事務局から説明を受けたいと思います。 

○梶山議会事務局議事調査課長補佐 あすの本会議の日程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３４号ないし議案第

６６号及び議案第７０号ないし議案第７６号の以上４０件を一括して議題とし、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、質疑なく、自民党・市民会議の上村議員から議案

第３４号に対して賛成の、日本共産党の能登谷議員から議案第３４号に対して賛成の、無党派Ｇの

上野議員から議案第３４号に対して賛成の意見開陳がそれぞれあった後、簡易採決することになり

ます。次に、附帯決議案第１号議案第３４号令和２年度旭川市一般会計予算に対する附帯決議につ

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、日本共産党のまじま議員から賛成

である旨の意見開陳があった後、採決に入り、起立採決となります。次に、附帯決議案第２号議案

第３４号令和２年度旭川市一般会計予算に対する附帯決議についてを議題とし、自民党・市民会議

の菅原議員から提案説明があった後、日本共産党の石川議員から賛成である旨の意見開陳があった

後、採決に入り、簡易採決となります。次に、議案第６７号及び６８号の市道路線の廃止について

及び市道路線の認定についての以上２件について、順次議題とし、いずれも質疑、討論なく簡易採

決となります。次に、議案第６９号、人権擁護委員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、議案第７７号、令和元年度旭川市一

般会計補正予算について、議案第７８号、令和元年度旭川市病院事業会計補正予算についての以上

２件を一括議題とし、理事者から提案説明があった後、公明党の中野議員、無党派Ｇの上野議員の

順で質疑があり、採決に入り、簡易採決となります。次に、議案第７９号、議員の行政調査派遣に

ついてを議題とし、提案説明、質疑、討論を省略し、簡易採決となります。次に、議案第８０号、

旭川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案説明、質疑、討論を
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省略し簡易採決となります。次に、請願・陳情議案の審査結果報告についてを議題とし、建設公営

企業常任委員会委員長から陳情第４号及び陳情第６号の以上２件の審査結果の口頭報告あった後、

採決に入ります。採決は分割により行います。まず、陳情第６号について、委員長報告どおり不採

択とすることについて、起立採決となります。次に、陳情第４号について、委員長報告どおり採択

することについて、簡易採決となります。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、総務及び民生両常任委員会委員長の申し出どおり、閉会中の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２号を議題とし、日本共産党の石川

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、討論なく起立採決となります。次に、意

見書案第４号を議題とし、公明党の中村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６号を議題とし、日本共産党の小松議員か

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、決議案第１号を議題とし、自

民党・市民会議の木下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発言部分を除きおよそ５５分程度と思われます。 

以上です。 

○木下委員長 ただいま事務局から本会議最終日の日程について説明がありましたが、説明のとお

り取り扱いさせていただくことでよろしかったでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○木下委員長 次に行きます。２のその他ということで、（１）旭川市議会傍聴規則の一部改正に

ついてであります。３月２３日の代表者会議における協議の結果、配付してある案のとおり改正す

ることで全会一致となったところでありますが、このとおり改正する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 なお、改正手続につきましては、議長が行うこととなります。 

次に、（２）議員研修会についてであります。議員研修会実施担当チームは配付資料のとおりと

なりましたので、御確認を願います。議員研修会の実施に当たり、議員研修会実施担当チームに今

後の協議を委ねることとなりますのでこちらも御確認を願います。 

次に、（３）議会の改善・要望事項についてであります。まず、３月１３日の代表者会議におい

て、ナンバー４「理事者の出席範囲」について、提出者であります自民会議から取り下げる旨の発

言がありましたので、そのとおりに取り扱いさせていただきたいと思います。同じく３月１３日の

代表者会議におきまして、ナンバー１５「政務活動費」の枝番号２につきまして、提出者でありま

す民主連合から取り下げる旨の発言がありましたので、そのとおり取り扱いをさせていただきたい

と思います。次に、№２「質疑・質問時間」の枝番号１につきまして、３月２３日の代表者会議に

おける協議の結果、配付しております案のとおり、本会議直接審議における質疑時間を２５分に改

正することで全会一致となったところでありまして、このとおり改正することとし、令和２年度、

ことしの４月１日以降から実施させていただくということにしたいと思いますがよろしいでしょう
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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。 

（４）各種会議の理事者の議会対応について、３月２３日の代表者会議における協議の結果、配

付してある案のとおり改正することで全会一致となったところでありますが、このとおり改正する

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 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 午後９時４９分 

 

 


