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開会 午前１０時２８分 

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

○中野委員長 それでは、総務常任委員会を開会いたします。本日は全員出席でございます。 

１番、令和元年第２回臨時会提出議案についてでございます。議案第１号、令和元年度旭川市一

般会計補正予算について、議案第３号、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定について、議案第４号、旭川市火災予防条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第８号、株式会社旭川振興公社の株主総会における議決権の行使について、

理事者から説明をお願いいたします。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算について御説明申し上げま

す。今回の補正予算につきましては、介護保険事業特別会計繰出金ほか１事業で、歳入歳出予算の

総額にそれぞれ３億８８１万９千円を追加しようとするものでございます。本委員会の所管にかか

わりましては、補正予算書の３ページの事項別明細書歳入にお示しいたしておりますもののうち、

２０款繰入金で７千９８８万３千円を追加しようとするものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 総務部長。 

○野﨑総務部長 今臨時会に提出しております議案につきまして、順次御説明を申し上げます。 

 議案第３号、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行により、工業標準化法の一

部改正があったということに伴いまして、旭川市固定資産評価審査委員会条例、旭川市手数料条例

及び旭川市畜犬取締及び野犬掃とう条例の３つの条例について、引用しております用語の整理を行

おうとするものであります。 

次に、議案第８号、株式会社旭川振興公社の株主総会における議決権の行使につきましては、株

式会社旭川振興公社役員の任期満了に伴いまして、定時株主総会において同公社取締役９名及び監

査役２名を選任するため、議決権を行使することから、旭川市議会の議決すべき事件に関する条例

第２条第１号の規定により議会の議決をいただこ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。 

○中野委員長 消防長。 

○吉野消防長 議案第４号、旭川市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案

理由を御説明申し上げます。本改正は、不正競争防止法等の一部を改正する法律及び住宅用防災機

器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布され

たことに伴うものでございまして、改正法につきましては、法の名称等が改められたことにより、

引用条項の整理を、また改正省令につきましては、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置部分

に係る住宅用防災機器の設置免除規定を追加しようとするものでございます。なお、施行日につき

ましては、改正法の施行期日に合わせ、令和元年７月１日としておりますが、住宅用防災機器の設

置免除規定につきましては、改正省令が既に施行されておりますことから、公布の日とするもので

ございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 
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○中野委員長 ただいま理事者のほうから説明をいただきました。ここで、特に御発言はございま

せんか。 

（「なし」の声あり）  

なければ、説明を受けたということにとどめたいと思います。２番、報告事項についてでござい

ます。北海道伝統美術工芸村所有の施設活用について、第８次旭川市総合計画基本計画見直しにつ

いて、「旭川市教育大綱（改訂版）（案）」に対する意見提出手続の実施について、使用料・手数

料の見直し案に対する意見提出手続について、旭川市総合庁舎建替基本設計完成報告会について、

地域集会施設の活用に関する実施計画（素案）に対する意見提出手続について、理事者から報告を

お願いいたします。 

総合政策部長。 

○佐藤総合政策部長 総合政策部から４件の事項について御報告させていただきます。 

 まず、株式会社北海道伝統美術工芸村所有の施設活用について、これまでの検討状況を御報告申

し上げます。 

株式会社北海道伝統美術工芸村につきましては、平成２８年１２月の破産以降、本市において、

優佳良織工芸の技術継承など、さまざまな検討をしてまいりました。本市では、優佳良織工芸館を

含む３館の活用について、立地環境等を踏まえ、観光振興を進めていくという観点から、さらなる

活用方策の検討が必要であると考え、圏域の観光振興の推進を担う一般社団法人大雪カムイミンタ

ラＤＭＯに対し、平成３０年７月４日に施設活用策の検討を依頼したところでございます。その後、

平成３１年３月２９日にＤＭＯから本市に対しまして検討結果が提出され、その内容は、ＤＭＯが

圏域の観光振興を一層促進するための拠点施設として、当該施設の有効活用が可能であること、ま

た、当該施設は民間事業者と合同会社を設立の上、土地、施設を取得し、段階的に整備、運用する

ことが可能であること、拠点施設は、圏域の観光案内のほか、文化や健康をテーマとした観光・文

化拠点を想定しており、より専門性の高い民間事業者との協働を視野に入れていることなどが示さ

れました。ＤＭＯから示された施設活用案は、圏域の観光振興を促進するために必要な取り組みで

あることから、平成３１年４月２２日付で、ＤＭＯに対しまして回答に基づく取り組みの推進を依

頼したところでございます。 

今後、ＤＭＯは、この拠点施設の趣旨に賛同する民間事業者との合同会社設立準備などを行い、

土地、施設の取得に向けた取り組みを進めていく予定と伺っております。北海道伝統美術工芸村に

つきましては以上でございます。 

続きまして、第８次旭川市総合計画基本計画見直しについて御報告申し上げます。第８次旭川市

総合計画の期間は、平成２８年度から令和９年度までの１２年間でありますが、基本計画につきま

しては、社会、経済情勢の変化等を踏まえ、原則４年ごとに見直すこととしております。令和元年

度が第１期の見直し時期となりますことから、昨年度から見直しに向けた取り組みを進めてきてお

り、各部局や職員ワーキンググループからの意見、市長の公約、総合計画審議会からの意見を反映

させ、平成３１年４月２５日付で、第８次旭川市総合計画進捗状況報告書と第８次旭川市総合計画

基本計画見直しの考え方を決定したところであり、本日資料として御配付させていただきました。 

今後は、これらの考え方に基づき、基本計画の改定案の作成を進めていくこととなりますが、改

定案の作成に当たりましては、資料の第８次旭川市総合計画基本計画見直しの考え方をごらんいた
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だきたいと存じます。１ページの２、見直しの考え方に記載しております基本計画を構成する都市

像の実現に向けての重点テーマ、基本政策ごとの施策等及び都市づくりの基本方策を中心に内容の

見直しを検討していくこととし、その見直しの視点といたしましては、３の（１）から（３）にお

示ししておりますが、例えば、幼児教育や高等教育の無償化などの少子化対策、外国人労働者の受

け入れ拡大など、労働力不足への対応、ＡＩや自動走行など先端技術の社会への導入など、第８次

旭川市総合計画策定後の社会、経済情勢の変化や国等の動向、本市を取り巻く情勢の変化等を踏ま

えまして、現状に対する課題認識や対応の方針等について、基本計画への反映を検討してまいりま

す。また、４ページの（４）にお示ししておりますとおり、近年、我が国においても、実現に向け

た取り組みが広がっているＳＤＧｓについても、その方向性と連動した総合計画の推進について記

載を検討してまいります。 

今後のスケジュールにつきましては、７月を目途に基本計画の改定案を作成し、それをもとに意

見提出手続や市民説明会を実施し、総合計画審議会への諮問、答申を経た上で、１２月に基本計画

の改定版を完成させる予定でございます。なお、本日配付いたしました資料につきましては、総務

常任委員会終了後、全議員にお配りさせていただきますのでよろしくお願いいたします。第８次総

合計画については以上でございます。 

続きまして、「旭川市教育大綱（改訂版）（案）」に対する意見提出手続の実施について御報告

申し上げます。旭川市教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育、学

術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な推進を図るため、平成２８年２月に策定したもので

ございます。現在の教育大綱の期間は平成３０年度までであることから、同年度から関係部局と協

議を行いながら改定に向けた検討を進めてきており、総合教育会議の委員の皆様とも協議の上、旭

川市教育大綱（改訂版）（案）を作成したところであり、その案に対するパブリックコメントを実

施いたしますので、内容について御報告させていただきます。 

資料の旭川市教育大綱の改訂について（概要）をごらんいただきたいと存じます。１ページの２

に記載のとおり、教育大綱の改定につきましては、現行の教育大綱の方向性や考え方を基本としな

がら、国の第３期教育振興基本計画を参酌するとともに、第８次旭川市総合計画に基づく施策の推

進状況、第２期旭川市学校教育基本計画など現行の教育大綱策定後に策定された各個別計画の考え

方などを踏まえて行うものであり、主な改定の内容につきましては、３にお示ししておりますとお

り、基本目標１において、複雑で予測困難な社会において、子どもたちが自立し生きていく力を培

うこと、外国語教育や、情報教育など新しい時代に対応した教育を推進すること、学校、家庭、地

域の連携や協働を推進するといった内容、教職員の働き方改革などを通じ、教職員が心身ともに健

康で子どもたちと向き合うための環境づくりを推進するための内容を追加したほか、基本目標３に

おいて、生涯学習に関し幅広い世代における担い手の育成を進める内容を追加したところでござい

ます。 

今後につきましては、パブリックコメントを５月２０日から６月２０日まで実施いたしまして、

いただいた御意見を踏まえまして、総合教育会議への報告を行った上、７月下旬を目途に、旭川市

教育大綱（改訂版）を決定する予定でございます。教育大綱につきましては以上でございます。 

続きまして、使用料・手数料の見直し案についてでございます。使用料・手数料の見直しに関す

る取り組みにつきましては、これまでも本常任委員会で報告させていただいておりますが、本日は、
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４月２４日から６月１４日までの期間で実施している意見提出手続について御報告いたします。 

総務常任委員会が所管する使用料・手数料につきましては、総合防災センター、コミュニティー

ホール使用料や開発行為許可申請手数料などがございまして、関連する部局は地域振興部、総務部、

消防本部となりますが、本日は、使用料・手数料の見直しの全体概要となりますので、総合政策部

から報告させていただきます。 

それでは、使用料・手数料の見直し案に対する意見提出手続についてという厚めの資料をごらん

いただきたいと存じます。この資料は、資料１ 使用料・手数料の見直し案（概要）、資料２ 使

用料一覧、資料３ 手数料一覧及び正誤表を一つにまとめております。本日は資料１で見直し案の

概要を御説明いたします。 

それでは資料を２枚めくっていただきまして、資料１－２ページの右側をごらんください。今回、

見直しの対象となる使用料・手数料は、指針で対象としております公の施設の使用料及び手数料と

なります。内訳といたしましては、専用使用料が９５施設１千２４０項目、個人使用料が５３施設

２７２項目、機械使用料が２施設８４項目、手数料が９７０項目となります。なお、指針の対象外

ではありますが、旭山動物園の個人使用料や市立旭川病院の文書料なども指針に準じて今回見直し

を行います。 

１枚めくっていただきまして資料１－３ページをごらんください。使用料の算定についてでござ

いますが、過去４年のコストやサービスに応じた受益者負担割合から算出した受益者負担コストか

ら専用使用料では１時間１平方メートルの単価を算出し、個人使用料では１日当たりのコストを算

出し、料金を算定しております。なお、改定料金は改定前の料金の１．５倍を上限とします。 

次に資料１－４ページをごらんください。ここから１－７ページまでは、使用料の見直しによる

料金の増額や減額などについて、種類ごとに項目数を整理しております。使用料全体では１２０施

設１千６４３項目のうち、算定した料金が１．５倍を超えるものが６０４項目あり、最終的な見直

し案といたしましては、増額が８５５項目、減額が４４７項目、変更なしが４７項目などとなって

ございます。 

続きまして、資料１－８ページをごらんください。今回の見直しでは無料施設の有料化や減免の

見直しについても検討しております。有料化につきましては、パークゴルフ場やキャンプ場など１

４施設で実施したいと考えております。減免の見直しにつきましては、現在、７０歳以上の観覧料

を全額免除している博物館など４施設については５割負担に、また、若者で構成された団体が公益

的、公共的な活動で、市内中心部の施設を利用する場合の使用料については、一般料金の５割にし

たいと考えてございます。 

１枚めくっていただきまして、資料１－９ページをごらんください。ここから１－１１ページま

では、手数料の見直し内容となります。手数料の算定につきましても使用料と同様に、過去４年の

コストから、１件当たりの処理にかかった事務経費と人件費を算出し、料金を算定しており、改定

料金は、改正前の料金の１．５倍を上限としております。手数料の見直しによる料金の増額や減額

などについてですが、手数料全体では９８１項目のうち、算定した料金が１．５倍を超えるものが

６９項目あり、最終的な見直し案としては増額が３２２項目、減額が５１７項目、変更なしが１３

３項目などとなってございます。 

最後に、今後の取り組みについてでございますが、恐れ入りますが、資料１－２ページまで戻っ
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ていただき、そのページの左側をごらんください。現在、パブリックコメントに合わせて全体説明

会を開催しており、また、５月２２日からは、個別説明会を延べ３８回開催いたします。その後、

市民の皆様からいただいた御意見等を踏まえながら、料金改定の最終案を取りまとめまして、９月

の定例市議会に関連する議案を提出し、２０２０年、令和２年４月から新料金を適用したいと考え

てございます。なお、時期の例外といたしまして、カムイスキーリンクスと旭山動物園につきまし

ては、新シーズンにあわせて新料金を適用する予定でございます。使用料・手数料の見直し案の概

要は以上でございます。 

なお、本日の報告につきましては、個別の使用料・手数料としての関連がありますことから、民

生、経済文教及び建設公営企業の各常任委員会におきましても資料を配付するとともに、同様の報

告をすることとしております。 

以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

○中野委員長 庁舎建設担当部長。 

○中野総務部庁舎建設担当部長 旭川市総合庁舎建替基本設計完成報告会について報告いたしま

す。新庁舎建設につきましては、４月９日開催の総務常任委員会で報告しましたとおり、基本設計

が完成したところであり、これを広く周知するため、完成報告会を開催いたします。本日、資料と

して報告会のチラシをお配りしておりますので、そちらをごらんください。報告会は、来週５月２

５日土曜日の午後２時から、イオン旭川駅前店４階のイオンホールで開催いたします。報告会では、

新庁舎の完成後の様子をわかりやすくお示しするため、イメージ動画などを使いながら、特徴的な

部分を中心に説明を行う予定でございます。報告会の開催につきましては、ホームページや今月号

の広報誌でお知らせしてあるほか、市政情報コーナーや総合庁舎、第二庁舎、第三庁舎の案内、各

支所、公民館などでチラシを配布してございます。報告は以上でございます。 

○中野委員長 行政改革担当部長。 

○向井総務部行政改革担当部長 地域集会施設の活用に関する実施計画（素案）に対する意見提出

手続について御報告いたします。地域集会施設の活用に関する取り組みにつきましては、これまで

も本常任委員会で報告させていただいておりますが、４月２４日から６月１４日の期間で実施して

おります地域集会施設の活用に関する実施計画（素案）に対する意見提出手続について、御報告さ

せていただきます。資料は２種類、Ａ４横と縦の資料を御配付しております。 

まず、配付資料Ａ４横の実施計画（素案）をごらんください。本計画につきましては、昨年度ま

でに策定済みである公共施設等総合管理計画第１期アクションプログラムの本編、施設再編計画、

地域集会施設の活用方針に基づき、地域集会施設を効率的に活用するために、具体的な取り組み内

容を整理し、実施計画として策定しようとするものでございます。 

この計画の対象となる施設は、１枚めくっていただきまして、資料２ページの太枠にありますと

おり、住民センター、地区センター、公民館、農村地域センター、地域活動センター、地区体育セ

ンターの合計３４施設となっております。もう１枚めくっていただきまして資料４ページになりま

すが、将来像である全ての地域集会施設で、地域自治の推進や生涯学習の振興に関するものも含め

て、多様な利用目的に対応できる環境の整備を目指して、２段階に分けて取り組みを進めていくこ

ととしております。 

まず、２０２０年度当初の４月からの実施に向けた第１段階の取り組み内容でございます。施設
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の開館時間及び休館日の見直しとして、住民センター、地区センター、地域活動センターにつきま

して、これまでの利用状況を踏まえまして、現行の午前９時から午後１０時の開館時間を午後９時

までの開館時間に変更したいと考えております。また、施設区分ごとに異なっている年末年始の休

館日につきまして、１２月３０日から１月４日までを休館日とすることを予定しております。 

施設の使用料及び利用料金につきましては、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針の市負担

割合、受益者負担割合ともに５０％の考え方に基づき、利用者負担額を改定し、全ての地域集会施

設において、貸し室の広さに応じた共通の使用料等を設定したいと考えております。なお、改定後

の使用料等の額につきましては、Ａ４縦の配付資料、使用料及び料金設定の考え方に具体的な金額

をお示ししております。全体的には住民センター、地区センター、地域活動センター、地区体育セ

ンターは減額となる一方、公民館と農村地域センターは増額となる予定でございます。この改定に

当たりましては、改定料金の上限を改定前の１．５倍としていることから、公民館と農村地域セン

ターの一部の貸し室については、１回の料金改定で目安額までに到達することが困難であるため、

２回程度の料金改定が必要になります。また、住民センターや地区センターなどでこれまでと比べ

て大きく利用料金が減額となることから、市民委員会、町内会、地域自治団体の減免については市

では規定しない方向で検討をいたします。 

施設の運用に関することとして、現在、公民館では、飲食を伴う貸し室の利用が制限されている

状況がございますが、公民館以外に利用できる施設がない地域も一部にありますことから、住民セ

ンター、地区センターと同様に公民館での飲食を可能とすることも検討したいと考えております。

こうした新年度からの取り組みにより、地域集会施設の効率的な活用を図りながら、その後の施設

の利用状況なども踏まえまして、さらに２０２４年度からの第２段階の実施に向け、社会教育法に

基づく公民館の位置づけを初め、住民センター等における生涯学習等の事業実施、利用者負担額の

２回目の改定、減免の取り扱いの見直しなどを検討していくこととしております。 

今後のスケジュールでございますが、６月１４日までの期間で実施する意見提出手続のほか、市

民説明会や公民館などで開催する個別説明会での御意見、御提言などを踏まえ、行財政改革推進委

員会や各施設を所管する部局における附属機関等の調査、審議を経て実施計画を策定し、第３回定

例会に関連議案を提案、新年度の４月からの実施を目指し、取り組みを進めていきたいと考えてお

ります。説明は以上でございますが、計画に関係する施設を所管しております民生及び経済文教の

常任委員会でも同様の内容を報告し、資料を配付する予定でございます。 

○中野委員長 それぞれの事項について、報告を受けました。 

 ここで、特に委員の皆様から御発言はございますか。 

 石川委員。 

○石川委員 今、御報告いただいた中から、使用料・手数料の見直し案につきまして、２～３点お

尋ねしたいと思います。 

説明会として、今現在、市民説明会を開催されていることと思います。全体の説明会といたしま

しては、５月７日、８日、９日、１１日と既に４回開催され、１７日、本日、５回目が開催される

というふうに伺っておりますけれども、今までに開催された４カ所において、参加者はそれぞれ何

人であったか。また、どういった意見とか質問があったかということをお示しいただきたいと思い

ます。 
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○木村総合政策部次長 市民説明会についてのお尋ねでございます。 

まず、市民説明会につきましては、使用料・手数料の見直し案に関するスケジュールですとか料

金の算定方法、あと具体的な料金の改定案、こういったことを御説明させていただきまして、参加

者の皆様からの疑問等にお答えをさせていただくという中で、御理解を深めていただきながら、パ

ブリックコメントをより効果的に実施していくため、今回開催するものでございまして、今、委員

からもお話ありましたとおり、全体概要を説明する全体説明会を５回開催し、その後、個別の施設

にかかわります変更点等を説明する個別説明会を延べ３８回開催する予定となっております。 

この全体説明会ですけれども、連休明けの５月７日から既に４回開催しておりまして、本日で５

回目の開催となりますけれども、これまでの参加者数につきましては、５月７日が３名、５月８日

が８名、５月９日が６名、５月１１日が１６名の合計３３名となっております。 

また、この場で出された意見等についてでございますけれども、改定料金の上限を改定前料金の

１．５倍とする考え方ですとか、利用料金制の施設における指定管理者の運営への影響、また有料

または値上げとなる施設に対する考え方、それから市民説明会の周知方法、こういったことなどに

ついての御質問等をいただいたところでございます。 

○石川委員 今、答弁がありましたけれども、４回で合計参加者が３３名ということでしたね。そ

のうち最初の３回に至っては１桁の参加者ということで、随分少ないなという印象を受けるわけな

んですけれども、この周知は十分であったというふうに認識しているのか。また、どのように周知

したのかということをお示しいただきたいと思います。 

○木村総合政策部次長 市民説明会の周知方法についてでございます。市民説明会、先ほども申し

上げましたとおり、全体説明会と個別説明会がございますけれども、これらの開催に当たりまして

は、市民広報「あさひばし」の４月号で全体説明会の、それから５月号では個別説明会の日程等を

掲載させていただきましたほか、今回のパブリックコメントの資料とともに、市民説明会のチラシ

というものをつくっておりまして、一般的なパブリックコメントのときの配布場所であります各支

所、公民館に加えまして、地区センターや住民センター、市民文化会館などの文化施設、それから

総合体育館などの体育施設を初め、市内の８２施設の窓口等に配布したところでございます。また、

本市のホームページへの掲載、それからマスコミへの報道依頼によりまして新聞への掲載といった

周知を行ってきたところでございます。 

○石川委員 それなりの周知はしてきたということだと思うんですけれども、この過去４回のうち、

私９日に神居住民センターで開かれた説明会に参加させていただきました。参加者６人ということ

で、私含めて６人ということだと思うんですけれども、随分見知った顔も多数いらっしゃるなとい

うふうに思いました。参加者が少ないということは、周知もそれなりにされたんでしょうけれども、

周知自体にも問題もあったと思うんですが、市民の関心が少なくて参加者が少なかったのか、ある

いは周知の方法が悪くて参加者が少なかったのか。この参加者が少ないということをどのように受

けとめるか、お聞かせいただきたいと思います。 

○木村総合政策部次長 先ほど答弁いたしましたとおり、全体説明会につきましては３３名という

ことで、決して多くはない参加者数だったというふうに認識をしております。周知につきましては、

一定程度私どもとしては、やれることはやったのではないかというふうに考えておりますが、一方

で、今回パブリックコメントを４月２４日から実施しておりますけれども、それから全体説明会の
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開催日の５月７日までの間に大型連休が挟まっていたということですとか、あと今回、全体説明会

の後、個別説明会のほうも開催を予定しておりまして、どちらかというと全体説明会よりも個別の

説明会のほうへ市民の皆様の目が向いた可能性もあるのかなということも認識をしているところで

ございます。 

○石川委員 個別説明会のほうに目が向いたという答弁がありましたね。 

この周知なんですけれども、私も「あさひばし」の４月号、５月号を見せていただきました。５

月号の個別説明会については、ページを１ページ割いて、ある程度丁寧には周知されているんです

けれども、その前の全体説明会、「あさひばし」の４月号を見ましたら、最初ちょっと見落として

しまったんです。どこにあるかなと思って、その後もう一度見直したら、確かにあるなと思ったん

ですけれども、大変わかりづらい周知になっているのではないかなと思うんですよね。 

先ほどのどういった質問、意見がありましたかというところにおきましても、市民説明会の周知

方法についても質問があったということなんですけれども、今後、きょうの説明会と、その後の個

別説明会が開かれますよね。これをどのように周知を徹底していくのか、改めてお聞かせ願いたい

と思います。 

○木村総合政策部次長 今回、全体説明会の中で、市民説明会の周知方法に関する御質問、御意見

を実はいただいておりまして、さらなる周知が必要だというふうに私どもも認識をさせていただき

ましたことから、先ほど御説明いたしました案内チラシなどの資料の配置箇所をさらに６カ所ふや

しまして、８８カ所とさせていただきましたとともに、実はその際、御提言をいただいたんですけ

れども、地域まちづくり推進協議会の委員の皆さんへも情報提供をすべきではないかというお話を

いただきましたので、今回各委員さんへの周知もさらに行ったところでございます。 

 この後、パブリックコメントの期間は６月１４日までということで約１カ月ございますので、今

後もできるだけ多くの方々に情報提供できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

○石川委員 この問題は、公民館の使用料が上がるですとか、動物園の入園料が上がるですとか、

市民にとっては大変大きな関心のあるところだと思うんです。 

今、答弁がありましたように６カ所ですか、資料の配布箇所をふやすですとか、まち協への周知

も今回始めたということですので、ぜひ周知を徹底していただいて、多くの方に参加していただけ

るように期待いたしまして、質疑を終わらせていただきます。 

○中野委員長 他に御発言はございませんか。 

（「なし」の声あり）  

それでは、次に移らせていただきます。議事予定表の３番、特定事件の閉会中継続調査付託につ

いてでございますが、行政視察の調査目的及び閉会中の委員会招集事件として、本委員会の所管を

包括する上で、市の総合企画に関する事項について、地域振興に関する事項について、地方行財政

に関する事項について、消防及び防災に関する事項について、選挙管理委員会、監査委員及び公平

委員会に関する事項についての以上５件を本委員会の特定事件としたいというふうに思いますが、

そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり）  

それでは、そのように決定させていただきます。なお、これら５件につきましては、委員会の任

期中、閉会中継続調査の特定事件とすることで、御了承をお願いいたします。 
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それでは、以上をもちまして本日の総務常任委員会を散会いたします。 

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

散会 午前１１時６分 


