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開会 午前１０時００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あ

りません。

ここで、この後の協議事項を進めるために、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 それでは暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０１分

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

再開 午前１０時０２分

○木下委員長 再開いたします。

１点目の協議事項であります令和元年第３回定例会の運営について、（１）市長提出議案のうち

配付済みのものについて、理事者から説明を受けたいと思います。

○野﨑総務部長 令和元年第３回の定例市議会を９月１０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、認定案件が１４件、議決案件が９８件、報告案件が５件の合わせ

て１１７件であります。

認定第１号から認定第１４号までの平成３０年度各会計決算の認定、議案第１号から議案第３号

までの令和元年度一般会計補正予算、育英事業特別会計補正予算及び介護保険事業特別会計補正予

算、報告第１号及び報告第２号の平成３０年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告につきましては、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４号から議案第９０号までにつきましては、いずれも条例の制定でございます。

議案第４号につきましては、受益と負担の適正化を図るため、手数料を改定するほか、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定を整備しようとするもので

あります。

また、同じく議案第１６号、第２１号、第２４号、第２６号、第２７号、第２９号、第３１号か

ら第３３号まで、第３６号、第３８号、第４２号から第５５号まで、第５７号から第６３号まで、

第６５号から第６９号まで、第７１号から第７５号まで、第７７号から第８２号まで、第８４号か

ら第８７号まで及び第９０号の合わせて５３件につきましては、受益と負担の適正化を図るため、

使用料、手数料等の額を改定しようとするものでありまして、また、議案第２２号、第２３号、第

２５号、第２８号、第３７号及び第６４号の合わせて６件につきましては、それらの使用料、手数

料等の額を改定するほか、施設の開館時間、休館日などを変更しようとするものであります。なお、

議案第５６号につきましては、受益と負担の適正化を図るために手数料を改定するほか、医療法等

の一部改正に伴い、所要の規定を整備しようとするものでございます。

続きまして、議案第５号につきましては、旭川中心街共通駐車券が提出された場合において、共

通駐車券の発行者が納入する駐車料金の額を改定しようとするもの、議案第６号及び議案第７号に

つきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に係る規定を整備するほか、所
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要の規定を整備しようとするもの、議案第８号につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、

会計年度任用職員に係る規定を整備するほか、公共施設等運営権者への職員の退職派遣に係る規定

等を整備しようとするもの、議案第９号につきましては、非常勤職員の育児休業に係る規定を整備

しようとするものでございます。

議案第１０号につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の期末手当の支給に係る規

定を整備するほか、会計年度任用職員制度の導入に係る規定等を整備しようとするもの、議案第１

１号につきましては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めるために、条例を

制定しようとするものでございます。

議案第１２号につきましては、一般職の職員に対する退職手当支給条例の準用に係る規定を整備

しようとするもの、議案第１３号につきましては、地方公営企業法の一部改正に伴い、期末手当の

支給に係る規定を整備しようとするもの、議案第１４号につきましては、地方公務員法の一部改正

に伴い、会計年度任用職員に係る規定を整備しようとするもの、議案第１５号につきましては、地

方公務員法の一部改正に伴い、職員の期末手当または退職手当の支給に係る規定を整備するほか、

会計年度任用職員制度の導入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１７号につきましては、消防団員の任命の要件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１８号につきましては、建築基準法施行令の一部改正等に伴い、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、消防手数料の額を改定しようと

するものでございます。

議案第２０号につきましては、印鑑登録に係る旧氏の記載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３０号につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び

同法施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の償還に係る規定を整備しようとするもの、議案第３

４号につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、設備の基準に

係る規定を整備しようとするもの、議案第３５号につきましては、幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、旭川市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例の準用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３９号につきましては、母子臨時児童扶養等資金等の償還の免除に係る規定を整備しよう

とするもの、議案第４０号につきましては、高等学校等に在学する者の保護者等に対し給付型奨学

金を支給するため、条例を制定しようとするものでございます。

議案第４１号につきましては、入学仕度金の貸付額を増額するほか、返還期限等に係る規定を整

備しようとするものでございます。

議案第７０号につきましては、換地委員会を設置するために、条例を制定しようとするものでご

ざいます。

議案第７６号につきましては、東旭川学校給食共同調理所の改築に伴い、名称を変更するととも

に、調理実習室及び研修室の使用料を定めようとするもの、議案第８３号につきましては、建築基

準法及び同法施行令の一部改正に伴い、用途変更許可を受けた内容の変更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８８号につきましては、排水工事指定店の指定の

要件及び責任技術者の承認の取り消しまたは停止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８９号につきましては、引用する条例の名称等を整備しようとするもので
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ありまして、さきに御議決をいただいておりました内容の一部に誤りがあるものを改めようとする

ものでございます。今後、このような事態がないように努めてまいります。大変申しわけありませ

ん。

議案第９１号でありますが、空港用地に供するため、北海道エアポート株式会社に対し無償貸し

付けをしようとするものでございます。

議案第９２号及び議案第９３号につきましては、いずれも財産の取得でございまして、議案第９

２号は、鋼材等の先端加工技術指導を行うため、プレスブレーキ一式を２千７２８万円で株式会社

サークル商事から買収しようとするもの、議案第９３号は、緊急通報システムの通報機器の取得に

係る買収価格を１千９９８万円から２千２０万２千円に変更するために、予定価格が２千万円を超

えることから議会の議決を得ようとするものであります。

議案第９４号及び第９５号につきましては、いずれも損害賠償の額を定めることについてでござ

いまして、交通事故による損害賠償として、議案第９４号は１５８万６千６７３円を、議案第９５

号は１１５万２千１５０円を、それぞれ事故の相手方に賠償しようとするものでございます。

議案第９６号につきましては、旭川市緑が丘地域活動センターの指定管理者に一般社団法人旭川

緑が丘スポーツクラブを指定し、令和元年１１月１日から令和６年３月３１日までの間、その管理

を行わせようとするものでございます。

議案第９７号につきましては、旭川空港の運営等を行わせる者に北海道エアポート株式会社を指

定し、旭川空港運営事業等実施契約の締結の日から起算して３０年間、その管理を行わせようとす

るものでございます。

議案第９８号につきましては、昨年、第２回定例会におきまして御議決をいただきました空港用

化学消防車の買収価格につきまして、１億２千５２万８千円を１億２千２７６万円に改めようとす

るものでございます。

報告第３号につきましては、愛育センター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、５万５千４０４円の賠償額を８月２３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、市営住宅の家賃を滞納している方と滞納家賃を分割で支払うことに

より引き続き居住を認めることを内容とする訴えの提起前の和解についてでございまして、整理番

号１から３に記載されております者を相手方とする訴え提起前の和解について８月２３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５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、第２豊岡団地建替（１－Ｂ）新築工事の契約金額を８億１千万円から８億１千５６１

万８１６円に、整理番号２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５億２千９２０万円から５億３千３１８万６千７１２円に、整理番号３につきま

しては、東光スポーツ公園複合体育施設（武道館）（Ｂ）新築工事の契約金額を４億６千７６４万

円から４億７千１１２万５千９１６円に増額することについて８月２３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。

以上、よろしくお願い申し上げます。

○佐藤総合政策部長 認定第１号から第１４号までの平成３０年度旭川市各会計決算につきまして、
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御説明申し上げます。なお、金額は千円単位で御説明させていただきます。

一般会計では、歳入決算額１千５５４億５千６６３万９千円、歳出決算額１千５４４億４千２９

４万５千円となり、歳入歳出差し引き額、いわゆる形式収支で１０億１千３６９万４千円の剰余と

なったところでございます。このうち、翌年度へ繰り越すべき財源９千１３６万７千円を差し引い

た実質収支は９億２千２３２万７千円となってございます。なお、実質収支の２分の１に相当する

額４億６千１１６万４千円は、条例に基づき、財政調整基金に編入しております。

次に、特別会計ですが、１０会計の合計で、歳入決算額７９０億４千２０１万９千円、歳出決算

額７７８億９千１４３万６千円となり、形式収支、実質収支ともに１１億５千５８万３千円の剰余

となっております。

次に、企業会計ですが、水道事業会計につきましては、収益的収支では４億７千４６４万８千円

の剰余、資本的収支では３４億３千５５７万７千円の収支不足、下水道事業会計につきましては、

収益的収支では７億７千９７６万４千円の剰余、資本的収支では３４億６千９５３万５千円の収支

不足、病院事業会計につきましては、収益的収支では６億４千１２７万２千円の剰余、資本的収支

では５億９千１７２万８千円の収支不足となったところでございます。なお、資本的収支における

収支不足は、水道事業会計及び下水道事業会計では内部留保資金等で補塡し、病院事業会計では当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額での補塡及び一時借入金で措置しております。

以上が平成３０年度各会計決算の概要でございます。

続きまして、議案第１号から議案第３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４億８千４４６万７千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９ページから１１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 総務費に庁舎非常用電源整備費など３事業で１億８千５９８万４千円、３款 民生費に障害

者自立支援給付費など４事業で３千３９３万７千円、４款 衛生費に廃棄物エネルギー活用事業調

査費で１千５００万円、６款 農林水産業費に国営緊急農地再編整備費で６１万円、７款 商工費

に中小企業振興資金融資事業費で１千７８１万７千円、８款 土木費に道路側溝整備費で２億円、

９款 消防費に消防団活動推進費など３事業で２千９０３万４千円、１０款 教育費に高等学校等

振興費で２０８万５千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、７ページから８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１千

９１８万円、１９款 寄附金で７千６８５万２千円、２０款 繰入金で１１９万１千円、２１款

繰越金で１億５千５３０万５千円、２２款 諸収入で５千１９３万９千円、２３款 市債で１億８

千万円をそれぞれ追加しようとするものでございます。

４ページの第２表債務負担行為補正では、旭川空港運営事業等負担金など５つの事項について、

債務負担行為を追加し、令和元年度旭川市中小企業振興資金（中心市街地新規出店支援支援資金）

融資に係る利子補給について、限度額を変更しようとするものでございます。

同じく４ページの第３表地方債補正では、道路橋りょう整備事業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
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の総額にそれぞれ６１０万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１４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 育英費に育

英資金貸付金及び入学仕度金貸付金で６１０万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１４ページの歳入にお示しいたしておりますように、３款 繰入金で同額

を追加しようとするものでございます。

最後に、議案第３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７億３千８６９万６千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１６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、

４款 基金積立金に介護給付費準備基金積立金で６億８千３２６万６千円、５款 諸支出金に償還

金など２事業で５千５４３万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、１５ページの歳入にお示しいたしておりますように、３款 支払基金交付金で１千３

７万４千円、５款 財産収入で３８万５千円、７款 繰越金で７億２千７９３万７千円をそれぞれ

追加しようとするものでございます。

各会計補正予算につきましては以上でございます。

続きまして、報告第１号、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報告について御説明いた

します。実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字額がなかったことから、比率が

算定されなかったところでございます。また、実質公債費比率につきましては７．８％、将来負担

比率につきましては８９．５％となっており、いずれの比率も早期健全化基準には至っていないと

ころでございます。

次に、報告第２号、平成３０年度決算に基づく資金不足比率の報告についてでございますが、対

象となる６会計のうち、駅周辺開発事業特別会計、簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別

会計、水道事業会計、下水道事業会計の５会計につきましては、資金不足額がなかったことから、

比率が算定されませんでした。残る病院事業会計につきましては、７億９千５６２万２千円の資金

不足が生じため、資金不足比率が７．７％となりましたが、経営健全化基準の２０％には至っては

いないところでございます。

報告は以上でございます。なにとぞよろしくお願いいたします。

○木下委員長 市長提出議案のうち配付済みのものにつきまして、一通り理事者から説明いただき

ました。この段階で、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 それでは続きまして（２）追加提出予定のものについて、理事者から説明を受けた

いと思います。

○野﨑総務部長 追加を予定しております議案につきましては、教育委員会教育長の任命、教育委

員会委員の任命、公平委員会委員の選任の３件でございます。

教育委員会教育長につきましては、黒蕨真一氏が本年１２月１２日をもって、教育委員会委員に

つきましては、杉山信治氏が本年１０月１８日をもって、公平委員会委員につきましては鎌田嘉範

氏が本年１０月１８日をもってそれぞれ任期満了となることによるものであります。

以上、よろしくお願い申し上げます。

○木下委員長 追加提出予定のものにつきましても理事者から説明いただきましたが、こちらにつ
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きましても、特段御発言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、ただいまの追加提出予定の議案につきましては、従来どおり、各派会長

会議で協議すること、さらには本会議直接審議とさせていただき、会期末の本会議で取り扱いたい

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 それでは、（３）議会提出議案について、ア及びイについて、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・陳情議案の委員会付託についてでありますが、８月３

０日現在、陳情１件を受理しております。陳情第４号の市営住宅の入居手続における保証人等に関

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、９月１０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、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となります。

以上でございます。

○木下委員長 事務局から説明を受けました。陳情第４号が提出されて受理しているということで、

こちらにつきましては９月１０日の本会議で建設公営企業常任委員会に付託をすると。さらに、請

願・陳情議案の審査結果の報告につきましては、今後結論が出た場合には会期末の本会議で報告を

受けるということで説明がありましたが、こ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、そのように取り扱わせていただきます。

次に、ウの議案第９９号、議員の派遣について、議長から報告を受けたいと思います。

○安田議長 広聴広報委員会委員長から、広聴広報委員会に所属する議員８名を提出者として、１

１月１０日から１１月１６日までの期間に開催する市民と議会の意見交換会に全議員を派遣するこ

とを内容とした議案が提出され、また、同委員会委員長から派遣内容に変更が生じた場合の取り扱

いについては議長に一任する旨の議決を得てほしいとの意向が示されておりますことを御報告申し

上げます。

○木下委員長 ただいま説明がありましたが、こちらにつきましては、最終日の本会議で取り扱わ

せていただいて、本会議直接審議とさ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 質疑、討論の扱い及び採決方法につきましては、最終の議会運営委員会で確認させ

ていただきたいと思います。議案につきましては本委員会終了後、各控室に配付させていただきま

すので御承知おきいただきたいと思います。

次に、エの意見書・決議案について、それぞれの会派に提案の有無について確認をさせていただ

きたいと思います。

○品田委員（民主連合） ありません。

○松田たくや委員（自民会議） １件用意があります。

○中野委員（公明） ２件あります。



- 7 -

○石川委員（共産） ３件あります。

○金谷委員（無党派Ｇ） ありません。

○木下委員長 それでは自民会議から１件、公明から２件、共産から３件ということで、こちらに

つきまして、事務局から文案を配付させていただきます。

（意見書案配付）

○木下委員長 こちらの意見書・決議案の調整につきましては、従来どおり代表者会議で取り扱い

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。

ここで、意見書・決議案の本会議での配付方法について取り扱わせていただきたかったのですが、

意見書・決議案については、全会一致をしていないものについては、動議扱いで議場で配付させて

いただいて、全会一致をしたものについては、本会議が終わった後に皆さんの控室の机上に配付さ

せていただいているといった取り扱いをこれまでさせていただいておりました。こういう形の取り

扱いをするに至る経過というのは、申しわけないんですがはっきりは実はわかってはいないんです

けれども、ただちょっといろんな部分を振り返ってみると、当時は、要はタイプライターで打ち込

みをしていて、それの処理に時間がかかるということで、本会議に間に合わないという時間的な制

約があって、とりあえず動議分だけタイプライターで打って本会議に間に合わせたといったような

経過があるようなんです。ただ、今はもう職員の皆さんにパソコンも配置されておりますし、皆さ

んで打つこともできるといったような状況の中で、時間的な部分の課題がクリアできるということ

でありますので、こちらにつきまして、全ての意見書・決議案について本会議で配付させていただ

きたいと思います。後から配られるよりもその場で見れたほうがいいと思うんです。今定例会から

そういう扱いにさせていただきたいと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 次に、（４）議案の審議方法についてであります。

アの平成３０年度各会計決算の認定について、こちらにつきましては従来どおり特別委員会に付

託し審議することとさせていただきたいと思います。付託する議案につきましては、認定第１号な

いし認定第１４号の以上１４件となります。名称は決算審査特別委員会、構成は議長を除く全議員

ということで３３名となります。

ここで、特別委員会の正副委員長の希望について確認していきたいと思います。

○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） 今回は相談には乗れません。

○石川委員（共産） 同じく相談に乗れません。

○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、相談に応じていただけるという会派が民主連合と自民会議ということで

すので、申しわけありませんが、調整いただいて正副委員長を出していただきたいと思いますので

御協力をよろしくお願いいたします。届け出につきましては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。決算委員会の設置の時期ですけれども、こちらにつきましても日程のとこ
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ろで相談させていただきたいと思います。こちら、従前どおり分科会を設置させていただきたいと

思いますが、設置数については２分科会ということで、分科会の名称につきましては、総務経済文

教分科会、民生建設公営企業分科会ということにさせていただきたいと思います。分科会の構成に

つきましては、総務経済文教分科会につきましては総務、経済文教両常任委員会委員。民生建設公

営企業分科会につきましては、民生、建設公営企業両常任委員会委員。ただし、決算審査特別委員

会の委員長は除くといった構成にさせていただきたいと思います。次に、分科会の正副委員長につ

いてであります。各常任委員会の正副委員長の輪番制となっております。今回は総務常任委員会の

正副委員長、それと民生常任委員会の正副委員長ということになっておりますので、それぞれの正

副委員長の皆さん、よろしくお願いいたします。それと、分科会の審査分担事項でありますけれど

も、各常任委員会の所管別とさせていただきまして、別紙の分担一覧が配られていると思いますが、

そちらのとおりとさせていただきます。なお、一般会計決算につきましては、後日の議会運営委員

会で協議させていただきたいと思います。特別委員会及び分科会の審査日程でありますが、こちら

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。次に、特別委員会及び分科会の開催場

所についてであります。決算審査特別委員会につきましては議場、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。なお、決算にかかわる帳票類の備えつけ場所を会計課地下書庫等とすることにつきましては、

平成３０年２月１４日の議会運営委員会で申し合わせをしているところであります。帳票類の閲覧

を希望する場合には、議事調査課に申し出ていただければ議事調査課のほうから会計課等の帳票担

当部局に連絡し、帳票担当部局の職員が帳票類を議員控室等に持参し閲覧していただくといった形

になりますので、こちらも御承知おきをいただきたいと思います。

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、議案第１号ないし議案

第９８号の以上９８件につきまして、本会議直接審議として取り扱うか、あるいは、特別委員会付

託とするかについて、各会派及び無所属の意見を聞いてまいりたいと思います。

○品田委員（民主連合） 議案も多いので、やはり特別委員会のほうがよい。

○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） 特別委員会設置がよいと思います。

○佐藤委員外議員（無所属） 特別委員会設置がよろしいと思います。

○横山委員外議員（無所属） 特別委員会設置ということでいいかと思います。

○木下委員長 一通りお聞きをしましたが、全会一致で特別委員会付託という取り扱いにさせてい

ただきたいと思います。付託議案につきましては、先ほど申し上げましたように、議案第１号ない

し議案第９８号の以上９８件とさせていただきます。報告第１号ないし報告第５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ます。また、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告にかかわる報告第１号及び報告第２号は決算

とかかわりがあることから、認定議案１４件とあわせて提案説明を行うこと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。次に、この補正予算等の審議に当たっての特別委員会

ですが、名称につきましては補正予算等審査特別委員会という名称とさせていただきます。委員の
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構成についてでありますが、委員長案を示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 構成委員につきましては１５名とさせていただきます。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、そして無所属１名ということでお

願い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 こちらにつきましても正副委員長の希望を確認させていただきたいと思います。順

次お聞きしてまいります。

○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） 済みません。相談に乗れません。

○石川委員（共産） 相談に乗れません。

○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 こちらにつきましても、民主連合、自民会議が相談に応じていただけるということ

なので、ぜひ後ほど調整いただいて、それぞれ正副委員長を選任いただきたいと思います。こちら

の届け出につきましては、委員名の届け出と同時となります。後ほど日程のところでこちらについ

ても協議させていただきたいと思います。今申し上げました委員名の届け出につきましては、日程

のところで相談をさせていただきます。設置の時期につきましても後ほど日程のところで相談をさ

せていただきます。委員会の開催場所につきましては第１委員会室とさせていただきます。

以上、補正予算と関連議案及び単独議案についてでありました。

次に、一般質問について協議をしてまいりたいと思います。時期、さらには通告の時期につきま

しては日程のところで後ほど相談をさせていただきます。一般質問の時間につきましては、質問の

み２５分。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

を目安とするとしております。回数につきましては、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、今回一般質問をされる方の人数を各会派

及び無所属に確認してまいりたいと思います。

○品田委員（民主連合） ２人から３人でお願いいたします。

○松田たくや委員（自民会議） ３人でお願いします。

○中野委員（公明） ２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） 一般質問をします。

○横山委員外議員（無所属） 予定をしています。

○木下委員長 合計が１３人から１５人となります。質問の順番につきましては、通告が出た後、

正副議長と議運正副委員長の立ち会いのもと、抽せんとなります。質問の場所につきましては質疑

質問席となりますので、こちらも会派の皆様に御承知おきいただくようにお願いいたします。
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次に、大綱質疑について、決算にかかわっての大綱質疑ということになります。こちらにつきま

しても、時期、さらにその通告の時期につきましては、日程のところで相談させていただきます。

質疑時間は質疑のみで２５分。こちらについては一問一答の方式はありません。回数は３回以内と

なります。それではこちらも各会派及び無所属に質疑をされる方の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） なしです。

○松田たくや委員（自民会議） なしです。

○中野委員（公明） １人でお願いします。

○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） 質疑しません。

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。

○木下委員長 ２人から３人ということになります。こちら、質疑の順番につきましては、こちら

も通告が出た後、正副議長、議運正副委員長の立ち会いのもと、抽せんということになります。こ

ちらの質疑の場所につきましても、質疑質問席となりますのでこちらも御承知おきいただくようお

願いいたします。

それで、大綱質疑についてでありますけれども、今回改選後初の大綱質疑が行われる議会という

ことになります。これは旭川市議会独特の質疑ということになっておりますので、過去に事務局の

ほうで整理しております大綱質疑の定義といったものを皆さんのお手元に御配付させていただいて

おります。新人さん等もいらっしゃるので、ぜひこちらの定義を各会派の皆さんに御承知いただい

て、その上で、これを踏まえて質疑を行っていただくように、各会派ともお取り計らいをお願いし

たいと思います。

次に、今定例会の会期と日程についてであります。

まず、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しょうか。

（「はい」の声あり）

○木下委員長 それでは事務局から配付いたします。

（日程案配付）

○木下委員長 それでは流れについて若干説明させていただきます。開会日が９月１０日、火曜日、

閉会日が１０月８日、火曜日ということで、通算２９日間という会期とさせていただきたいと思い

ます。６日の金曜日になりますが、補正予算等審査特別委員会の委員名の届け出をしていただくと。

あわせて、このときに正副委員長の届け出もしていただくという格好になろうかと思います。１０

日に開会となりまして、本会議、提案説明があった後、補正予算等審査特別委員会を設置し、この

日は恐らく資料要求までになろうかと思いますけれども、そういった形で補正予算等審査特別委員

会を設置すると。さらにはこの日、一般質問の通告の締め切りが正午になります。その後、先ほど

申し上げましたように順番の抽せんですね。翌１１日、１２日が休会となりまして、補正予算等審

査特別委員会ということで２日間の日程をとらせていただきまして、１３日に本会議で補正予算等

審議という格好になります。その後、大綱質疑の通告がこちらも昼で締め切りと。その後、こちら

も順番の抽せんということになります。１４日から１７日まで休会ということになります。１７日
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は休会なんですけれども決算審査特別委員会の正副委員長の届け出をこの日までにお願いしたいと

いうふうに思います。１８日から２０日までの間は本会議で一般質問、２１日から２３日までが休

会、２４日、本会議で大綱質疑、その後、決算審査特別委員会を設置し、２分科会に分かれて、恐

らくこの日は資料要求までとなろうかと思います。２５日は休会とさせていただきまして、２６日

から決算審査特別委員会の分科会を本格的に始めていただいて、こちら２８日、２９日の土日を挟

んで１０月２日まで分科会で審議していただくと。３日を休会とさせていただいて、４日に決算審

査特別委員会を開催させていただきまして、この場で市長への総括質疑、さらには最終的な取りま

とめという流れになりまして、５日、６日の土日を挟みまして、７日は事務整理日、８日の本会議

で議案審議し閉会といったような流れで考えております。このような日程でいきたいと思いますけ

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、このような日程でいきたいと思います。結構長丁場になりますけどもよ

ろしくお願いいたします。

ここで、本会議の運営にかかわってということで、議長席への水差しについて協議というか確認

をさせていただきたかったのですけども、本会議における演壇、あるいは質疑質問席については毎

回、水差しを用意させていただいて、質問者の方が水を飲むことができるということになっており

まして、こちら平成２６年１０月８日の議運で申し合わせをしていて、そういう取り扱いになって

おります。しかしながら、議長席には水差しが置かれていないといったことになっております。議

長はずっとしゃべりっ放しということも非常によくあるもので、ぜひ議長席にも水差しを置かせて

いただきたいと。わざわざ事務局で調べていただいて、全国の中核市で水差しを用意していないの

は、本市を含めて５市ということになっています。ぜひ、議長席に水差しを置かせていただきたい

と思いますがよろしいですか。

○中野委員（公明） その件については、事前に少し事務局から情報をいただいていました。本来

であれば事前にそういった情報が委員長からもあればよかったかなとは思うんですが、デリケート

な問題でありますので、事前に会長とも相談をせていただきました。会派内で統一な見解を出して

きたわけではございませんが、会長とのお話の中では反対するものではございません。ただ、議長

席に水差しを置くということについて、さまざまな市民感覚ととらえ方があるということ、また、

議長席は報道も含めて、また、議会のインターネット中継ですか、そういったことも含めて、たび

たび公にさらされる場面が多いということも考えると、議長が議場で水を飲むということについて

は反対するものではございませんが、その見え方まで考えると、例えば、開会される直前にコップ

一杯の水を置かせていただくだとか、またはペットボトルを持参するということを許可した中で、

ペットボトルで水分補給が終わった後は、議長の机の上から見えないところに収納していただくだ

とか、そういった対応のほうが市議会としてもさまざまな考え方を考慮するといいのではないかと

いう意見がありました。このことについて検討していただければと思います。

○木下委員長 今、公明からのお話で、要は見え方というか、先ほどあったようにインターネット

中継も含めて公の目に触れる機会が議長席は非常に多いということで、決して水を飲むこと自体に

反対をするものではないけれども、見え方の部分でちょっと考えてほしいというようなお話があり

ましたので、議長が水を飲むこと自体については議運ではそういう扱いにさせていただきたいと思
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いますが、どういった形で水差しを用意するかといった部分についてはこちらでも検討させていた

だきたいと思います。

○松田たくや委員（自民会議） 今の論法でいくと、質疑者も質疑席で飲んでる時の水が映るとい

うことになるんですよね。それも余り芳しくないということなのかどうなのかっていうのもちょっ

と今疑問に思ったので、その辺も含めて考えなければ、今のは議長だけは見ばえが悪い、質疑者席

に水差し置いているのも見ばえが悪いという、そういう見解になるのかなと思うので、その辺をあ

わせて考えるべきでないかと思います。

○木下委員長 ただいま松田たくや委員から、今度は逆に質疑される方のほうも当然インターネッ

ト中継を含めて映っている部分があるので、その部分の見え方もという話もありましたので、こち

らの部分については、きょうの段階で決めるということをせずに一度持ち帰っていただいて、皆さ

んどう思うかという部分を考えていただいて、次回以降の議運の中で扱わせていただきたいと思い

ますけれどもそれでよろしいですか。一度会派に持ち帰って検討してみてください。議長席だけじ

ゃなくて質疑をされる方のほう、この水差しも含めて検討いただきたいと。先ほど中野委員からも

お話がありましたが、今、水差しは普通に水差しで置いてますが、ペットボトルという話もありま

したので、そこの部分も含めて御議論いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。この件

に関しましては一旦保留ということにさせていただきます。

○高花委員（公明） お伺いしたいのですが、議長席には質疑質問席のように水差しとコップを置

くのか、それともコップ一杯だけというのをイメージされているのか、どういう感じで考えられて

いるのかお聞きしたい。

○木下委員長 水差しなので、基本的には質疑質問席に置いてあるものと同じワンセットを想定を

しておりましたが、そこの部分もどういった形がいいのかという部分も、先ほどペットボトルとい

う話も出ましたので、そういった部分、質疑質問席も議長席も、どういった水差しの置き方がいい

のかといった部分も含めて、ぜひ御検討いただきたいということで、一旦この件に関しましてはこ

こで議論は保留とさせていただきたいと思いますので、会派に戻られてまた御検討いただきたいと

思います。

○高花委員（公明） 事務局がせっかく調べていただいて、ペットボトルはどれぐらいの割合であ

るのかわかりますか。状況をちょっとお聞きしたい。

○木下委員長 先ほどの中核市の中では４つの議会でペットボトルの持ち込みをオーケーとしてお

ります。議長席にペットボトルを置いているのも４つです。質疑席も同じ４つです。ペットボトル

をオーケーにしてるところは全国で４つ。あとは基本的に水差しという、我々と同じような形で置

いているのが、議長席も質疑質問席も大体同じような形の取り扱いがほとんどですね。そういった

ところでお持ち帰りいただいて御検討ください。

それでは次に進めさせていただきます。その他の（１）北海道市議会議長会道北支部議長会議員

研修会について、こちらについて事務局から説明を受けたいと思います。

○林議会事務局長 北海道市議会議長会道北支部議長会議員研修会につきましては、１年おきに開

催されることになっております。今年度は実施の年に当たっております。実施に当たりましては、

これまで、道北支部議長会での協議を経て、今年度は前回と同様に、上川町村議会議長会と合同で

開催するということで調整を進めてきたところであります。内容につきましては、お手元の開催要
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領案のとおりとなっておりますので、ごらんいただきたいと思います。なお、出欠につきましては、

本委員会散会後、各会派の代表委員等に出欠報告書を配付いたしますので、取りまとめの上、９月

３０日、月曜日までに事務局に御報告いただきたいと思います。

以上でございます。

○木下委員長 事務局から説明がありましたが、今の説明のとおり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、（２）旭川市議会議員研修会についてであります。この件につきましては、

議員研修会の実施担当チームを設置して検討をこれまでしていただいているところであります。担

当チームの高木座長から協議結果について報告を受けたいと思います。

○高木副委員長 議員研修会について、私のほうから皆さんに御報告したい思います。

本年度の議員研修会について、各会派から１名、そして無所属から代表１名ということで議員の

実施担当チームをつくって、この間協議を重ねてきました。最終的な協議結果としましては、東洋

大学経済学研究科公民連携専攻の客員教授の南 学氏を招いて講演をしていただくことと決定して

います。南 学氏については、自治体政策・マネジメントや高等教育を専門とされていまして、自

治体行政サービスの分析で先駆的な研究を公表されている方であります。また、内閣府の行政刷新

会議においても事業仕分けの評価者を務められたほか、多数の地方自治体で有識者として政策アド

バイザーなどを歴任をされている方であります。その方に今回来ていただいて御講演いただくとい

うことで、研修会の開催の年月日については、来年、令和２年１月２１日の火曜日、午後３時から

５時ということで南先生との調整が済んでおりますので、その日程で開催したいと考えております。

そのほかの研修会実施にかかわる主な項目については、皆さんのお手元に御配付しております令和

元年度議員研修会開催要領のとおりにまとめましたので、この内容で実施していくことについて御

検討いただければと思います。

以上です。

○木下委員長 先ほど申し上げましたように、市議会における議員研修会につきましては、各会派

の皆さんに御協力いただきながら実施担当チームを設置いたしまして、これまで検討してきたとい

うことで、ただいま報告があったところでございます。そういうことで当日、皆さんにもさまざま

御協力いただきながら運営等をしていくというような形になっておりますので、まずは、このよう

な内容で進めていくということでよろしいか確認さ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 先ほど申し上げましたように今後、皆さんに御協力をいただきながら運営してまい

りたいと考えておりますので、今後も引き続き御協力よろしくお願いいたします。

次に、（３）平成３０年度議会費決算説明資料についてであります。こちらにつきましては、従

来どおり本委員会終了後、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

のでよろしくお願いいたします。

以上で協議事項は全て終了となります。

次回の議会運営委員会につきましては、補正予算等審査特別委員会が設置されましたので、９月
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１２日、木曜日、午前１０時ということで口頭招集させていただきたいと思います。実際の開会は

補正予算等審査特別委員会が終わった後になります。補正予算等審査特別委員会が終わった後、議

会運営委員会を開催しますのでよろしくお願いします。

以上をもちまして、本日の議会運営委員会を散会させていただきます。

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

散会 午前１１時０５分


