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開会 午後１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けれども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１時０１分

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

再開 午後１時０２分

○木下委員長 それでは再開いたします。

１の令和元年第３回定例会の運営について、（１）市長追加提出議案について、議案第１００号、

議案第１０１号、議案第１０２号について理事者から説明を受けます。

○野﨑総務部長 ９月１８日に追加提出させていただきました議案につきまして御説明申し上げま

す。

議案第１００号、旭川市教育委員会教育長の任命につきましては、黒蕨真一氏が本年１２月１２

日をもって任期満了となりますことから、同氏を再度任命いたしたく、議案第１０１号、旭川市教

育委員会委員の任命につきましては、杉山信治氏が本年１０月１８日をもって任期満了となります

ことから、山崎與吉氏を新たに任命いたしたく、議案第１０２号につきましては、旭川市公平委員

会委員の選任でありますが、鎌田嘉範氏が本年１０月１８日をもって任期満了となりますことから、

同氏を再度選任いたしたく、いずれも議会の同意を得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 この３件の議案につきましては、各派会長会議におきまして協議を行ってきており

ますので、その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 教育委員会教育長候補、教育委員会委員候補及び公平委員会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、委員の皆さんから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、この議案３件につきまして、各会派及び無所属に賛否、質疑、討論の有

無について確認してまいりたいと思います。

○品田委員（民主連合） 賛成します。質疑、討論なしです。

○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） ３つの議案に対して質疑、討論なく賛成します。

○石川委員（共産） ３議案とも質疑、討論なく賛成いたします。

○金谷委員（無党派Ｇ） ３議案とも質疑、討論はありません。賛成です。

○佐藤委員外議員（無所属） 質疑、討論なく３議案とも賛成いたします。
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○横山委員外議員（無所属） ３件とも質疑、討論なく賛成します。

○木下委員長 こちらの件につきまして、本会議で原案を同意した後になりますけれども、慣例に

よりまして、黒蕨教育委員会教育長候補者から登壇の上、挨拶を受け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、そのように取り扱わせていただきます。

次に、（２）の市長提出議案について、報告第１号ないし報告第５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） 特にありません。

○松田たくや委員（自民会議） ありません。

○中野委員（公明） ありません。

○石川委員（共産） 質疑はありません。

○金谷委員（無党派Ｇ） ありません。

○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） 質疑はありません。

○木下委員長 こちらも本会議での取り扱いですけれども、報告第１号及び報告第２号につきまし

ては、決算とかかわりがありますので、認定議案１４件の前に取り扱わ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、（３）の議会提出議案について、アからウにつきまし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、１０月

１日現在、陳情１件を受理しております。陳情第５号の暗所視支援眼鏡を日常生活用具給付事業の

対象品目として追加することを求め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、１０月８日の本会議でその手続をとることとなります。

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、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、１０月８日の本会議でその手続をとることとなります。

次に、ウの決算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あてに審査報告書が提出されておりますので、１０月８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 請願・陳情議案の委員会付託につきましては、民生常任委員会に付託するというこ

とで、８日の本会議でその手続をとること、イの請願・陳情議案の閉会中継続審査付託につきまし

ても、８日の本会議でその手続をと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 次に、ウの決算審査特別委員会審査結果報告について、質疑、討論の有無及び賛否

について各会派等に確認してまいりたいと思います。
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○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） 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） 認定第１号に反対します。それ以外は賛成します。討論をお願いします。質

疑はありません。

○金谷委員（無党派Ｇ） 全議案賛成です。認定第１号について討論の用意があります。質疑はあ

りません。

○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します。

○木下委員長 共産及び無党派Ｇから討論の申し出がございました。討論者の確認をしたいと思い

ます。

○石川委員（共産） まじま議員でお願いします。

○金谷委員（無党派Ｇ） ひぐま議員でお願いします。

○木下委員長 続きまして、討論の順番でありますけれども、その前に共産にお伺いいたしますが、

討論は第１号に対してということでよろしいでしょうか。

○石川委員（共産） はい。

○木下委員長 討論順ですけども、反対の共産、続きまして無党派Ｇという順番になりますので御

確認をお願いいたします。

続きまして、エの議案第９９号 議員の派遣についてを協議させていただきます。こちらにつき

ましては、当初議運でお示しをさせていただいておりますが、意見交換会にかかわっての議員派遣

の議案になります。こちらの部分につきまして、本会議での提案説明、質疑、討論は省略させてい

ただきまして、簡易採決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、そのように取り扱うこととさせていただきまして、派遣の内容に変更を

要するときにはその扱いを議長に一任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 それではそのようにさせていただきます。

次に、意見書・決議案についてであります。代表者会議で協議の結果、御配付申し上げておりま

す一覧表のとおりとなっております。

ここで、議長あてに動議の意見書案が提出されておりますので配付させていただきます。

（動議の意見書案配付）

○木下委員長 それでは、まず議案番号についてですけれども、代表者会議の結果のとおりなので

すが、お手元の一覧表のほうで御確認いただきたいと思います。

先に動議の意見書案について確認させていただきたいと思います。

まず、意見書案第１号、こちら提出者については共産になっております。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） 石川でお願いします。

○木下委員長 各会派の賛否状況につきましては一覧表のとおりであります。提出会派以外の各会
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派に質疑、討論の有無について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） 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） 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、さらには賛否の部

分も含めて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号について確認させていただきます。提出者は同じく共産にな

っております。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 こちらも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

各会派に質疑、討論の有無をお聞きしてまいります。

○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。

○金谷委員（無党派Ｇ） ありません。

○木下委員長 続きまして、無所属の佐藤議員、横山議員に意見書案第２号につきまして、質疑、

討論の有無及び賛否を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 意見書案第３号から第６号につきましては全会派一致になっております。まず、各

会派に討論の有無について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） 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 無所属の佐藤議員、横山議員に質疑、討論の有無及び賛否を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。意見書第３号に賛成し、提案者に加わり

ます。残りの第４号、第５号、第６号には反対です。

○横山委員外議員（無所属） 第３号から第６号まで賛成します。質疑、討論はありません。

○木下委員長 横山議員にも確認させていただきますが、提案者に加わる意見書がございますでし

ょうか。

○横山委員外議員（無所属） ありません。

○木下委員長 以上、意見書・決議案について確認をさせていただきました。
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最終日の本会議の日程につきまして事務局から説明願います。

○梶山議会事務局議事調査課長補佐 １０月８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、諸般の報告の後、議事に入ります。まず、報告第１号及び報告

第２号の以上２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、認定第

１号ないし認定第１４号の平成３０年度各会計決算の認定の以上１４件を一括して議題とし、決算

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、質疑なく討論に入り、日本共産党の

まじま議員から認定第１号に対して反対の、無党派Ｇのひぐま議員から認定第１号に対して賛成の

討論がそれぞれあった後、採決に入ります。採決は分割により行います。まず、認定第１号につい

て起立により採決いたします。次に、認定第２号ないし認定第１４号の以上１３件について、簡易

採決いたします。次に、報告第３号ないし報告第５号の以上３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９９号、議員の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。なお、議案の議決後、今後の派遣内容に変更を要する場

合は、その取り扱いを議長に一任することについて、簡易採決いたします。次に、議案第１００号

ないし議案第１０２号の以上３件を順次議題とし、理事者からそれぞれ提案説明があった後、いず

れも質疑、討論なく簡易採決となります。なお、教育委員会教育長の任命についての同意後、黒蕨

教育委員会教育長候補者から登壇の上、御挨拶をいただくことになります。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、令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）の撤回と、幌延深地層研究セン

ターの廃止を求める意見書についてを議題とし、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２号、国民が安心できる年金制度の実現

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３号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実強化を求める意見書についてを議題とし、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。次に、意見書案第４号、高齢者の安全運転支援と地域に

おける移動手段の確保を求める意見書についてを議題とし、公明党の高花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５号、太陽光発電設備の適切な導入

に向けた制度設計と運用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、討論なく起立採決となります。次に、意見書案第６号、プラスチックごみの減量

対策を国の責任において取り組むこと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。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ったとおり、本会議を執り行わ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、２のその他の協議事項に入りたいと思います。（１）議会の改善・要望事項

についてです。１０月２日の代表者会議における協議の結果、№１７「中継・配信」、№１９「説
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明責任」及び№２０「議会日程等の周知」につきましては、議長を通じて広聴広報委員会に協議を

委ねることとなりましたので、そのとおり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 続きまして、（２）議会運営の評価及び検証についてであります。こちらも１０月

２日の代表者会議における協議の結果、№３「説明責任と情報公開」及び№５「市民との意見交換

会の実施」につきましては、議長を通じて広聴広報委員会に委ねることとなりましたので、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 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１時２５分


