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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成 26 年 2 月 21 日（金） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 36 分 

会  場 委員会室 

 

１．出席者 

４番 浅 岡 保 夫、   ９番 北 川 広 人、 １０番 鈴 木 勝 彦、 

１２番 内藤 とし子、 １６番 小野田由紀子 

   オブザーバー 議 長、副議長、 

２番 黒 川 美 克、    １番 長谷川 広 昌 

           

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   柳沢英希、柴田耕一、杉浦辰夫、杉浦敏和、鷲見宗重、磯貝正隆、 

小嶋克文 

 

４．説明のため出席した者 

   市長、総務部長、行政ＧＬ  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記２名 

 

６．付議事項 

 １ 平成２６年３月定例会について 

（１）議案の説明について 

（２）議案の取り扱いについて 

 （３）一般質問の受付について 
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（４）予算特別委員会委員の指名について 

（５）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

 （６）議員派遣について 

 ２ その他 

 

７．会議経過 

 

 委員長挨拶 

 市長挨拶 

 議長挨拶 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて、御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の浅岡保夫委員を指名いたします。 

 

 

《議 題》 

１ 平成２６年３月定例会について 

（１）議案の説明について 

委員長 当局の説明を求めます。 

説（総務部長） それでは、３月定例会に付議させていただきます案件につき

まして、御説明を申し上げます。案件といたしましては、同意２件、一般議案

１７件、補正予算６件、当初予算８件、報告３件の計３６件をお願いするもの

でございます。同意第１号は、固定資産評価審査委員会委員、松井勝彦(まつい 

かつひこ)氏の任期満了に伴い、再度、同氏を選任いたしたく、御同意をお願い

するものでございます。同意第２号は、現副市長の任期満了に伴い、新たに、
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神谷坂敏(かみや さかとし)氏を選任いたしたく、御同意をお願いするもので

ございます。次に、議案第３号は、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢

者支援金等課税額の税率等を改定するものでございます。議案第４号は、借上

公共賃貸住宅「エクセル湯山」の借上期間の終了に伴い、同住宅を廃止するも

のでございます。議案第５号は、市民菜園用地の賃貸借契約の終了に伴い、同

菜園を廃止するものでございます。議案第６号は、大規模災害からの復興に関

する法律の規定に基づき、復興計画の作成等のため高浜市に派遣された職員に

対して、災害派遣手当を支給することとするものでございます。議案第７号は、

道路法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。議

案第８号及び議案第９号は、寄附行為による市への道路の帰属に伴い、市道路

線の廃止及び認定を行うものであります。議案第１０号及び議案第１１号は、

平成２６年度における市長、副市長、教育長の給料の月額について、引き続き、

市長にあっては２０％を、副市長、教育長にあっては１０％を、それぞれ減額

するものでございます。議案第１２号は、西三河農業共済組合の合併による消

滅に伴い、職員を派遣することができる団体から当該共済組合を除くものでご

ざいます。議案第１３号は、事務分掌の見直しを行うもので、企画部の「企業

誘致や中小企業の振興に関する事務」を都市政策部の分掌事務とし、総務部の

「情報管理に関する事務」を企画部の分掌事務に再編するものでございます。

議案第１４号は、リバースモーゲージ制度について、市の制度としての役割を

終えたことから、廃止をするものでございます。議案第１５号は、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法施行令の規定に基づき、新たに、新型インフルエン

ザ等緊急事態派遣手当を災害派遣手当に加えるものでございます。議案第１６

号は、消費税率の上昇に伴い、居宅介護サービス費等に係る区分支給限度基準

額を改定するものでございます。議案第１７号は、旧南部保育園の解体に伴い、

同保育園に入居する宅老所「あっぽ」を廃止するものでございます。議案第１

８号及び議案第１９号は、第３次の地域主権一括法に基づき、市が定めること

とされた基準等を定めるもので、議案第１８号では、青少年問題協議会委員の

委嘱又は任命の基準及び会長の資格を、議案第１９号では、社会教育委員の委

嘱の基準を定めるものであります。 
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続きまして、議案第２０号、平成２５年度高浜市一般会計補正予算（第６回）

でございます。補正予算書の５ページをお願いいたします。歳入、歳出それぞ

れ１億６，２２３万円を減額し、補正後の予算総額を１３２億６，６８８万９，

０００円といたすものであります。８ページをお願いいたします。繰越明許費

は、７事業について年度内に事業の完了が見込めないことから、平成２６年度

に繰り越しをいたすものであります。９ページの債務負担行為補正、３件は、

いずれも契約の締結により差額を補正いたすものであります。次に、補正予算

説明書、５６ページをお願いいたします。まず、歳入でございますが、６款、

１項、１目、地方消費税交付金は、愛知県における交付見込額により増額をい

たすものであります。１３款、１項、１目、民生費国庫負担金は、主に、民間

保育所運営費及び児童扶養手当の減により減額いたすものであります。１３款、

２項、２目、民生費国庫補助金は、子育て支援交付金が県補助金に組み替えら

れたことに伴う減額でございます。５８ページをお願いいたします。４目、土

木費国庫補助金は、国の補正予算に伴い、道路施設修繕計画策定業務などに対

する補助金として、社会資本整備総合交付金を、５目、教育費国庫補助金では、

地域の元気臨時交付金を新たに計上し、吉浜小学校特別教室設置工事に充当い

たすものでございます。１４款、２項、２目、民生費県補助金では、先ほど、

民生費国庫補助金で申し上げました子育て支援交付金からの移行事業費補助金

を計上いたしております。６０ページをお願いします。１６款、寄附金では、

地域福祉基金指定寄附金、障害者福祉基金指定寄附金、奨学基金指定寄附金を、

それぞれ計上をいたしております。１７款、１項、１目、基金繰入金は、今回

の補正予算の財源調整として、財政調整基金繰入金を減額するほか、平成２５

年度、市民予算枠事業交付金等の実績見込みに伴い、まちづくりパートナーズ

基金繰入金を減額いたすものでございます。 

次に、歳出について御説明申し上げます。６４ページをお願いいたします。

２款、総務費でございますが、１項、３目、市民活動支援費では、市民予算枠

事業交付金の実績見込みにより減額いたすものでございます。６８ページをお

願いいたします。８項、１目、基金費では、財政調整基金積立金として３，８

５５万５，０００円を新たに計上するほか、まちづくりパートナーズ基金積立
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金の実績見込みに伴い、減額を行うものでございます。次に、３款、民生費で

ございますが、７０ページの１項、３目、障害者在宅・施設介護費では、「障害

者自立支援給付事業」において、利用者の増に伴い、介護給付・訓練等給付費

を増額するほか、１２目、障害者医療費、１３目、子ども医療費では、それぞ

れ実績見込みに伴い、減額を行うものでございます。７２ページをお願いいた

します。２項、２目、保育サービス費では、「保育園管理運営事業」において、

園児数が当初見込みより減少したことに伴い、民間保育所運営委託料を、また、

人件費の減に伴い、民間保育所運営費補助金をそれぞれ減額するほか、３目、

家庭支援費では、支給対象者数の減に伴い、児童扶養手当の減額を行うもので

ございます。７４ページをお願いいたします。３項、２目、生活援助費では、

医療扶助費の増に伴い、生活保護費を増額し、４款、２項、１目、ごみ処理・

リサイクル推進費では、平成２５年度の衣浦衛生組合分担金の額の確定に伴い、

減額いたすものでございます。７６ページをお願いいたします。８款、２項、

１目、生活道路新設改良費では、好循環実現のための経済対策に基づく国の補

正予算に伴い、「道路施設修繕計画策定業務」及び「橋りょう点検調査業務」に

対する委託料を新たにお願いするものでございます。９款、１項、１目、消防

費では、平成２５年度の衣浦東部広域連合分担金の額の確定に伴い、減額いた

すものでございます。次に、議案第２１号から議案第２５号までの特別会計の

補正でございます。１ページにお戻りをいただきますと、国民健康保険事業特

別会計を始め、６特別会計の補正予算で、主な内容は、事務事業の確定、ある

いは、年度末の決算見込み等に伴う補正でございます。続きまして、平成２６

年度当初予算について申し上げます。初めに、議案第２６号は、高浜市一般会

計予算で、当初予算書の１ページをお願いいたします。一般会計の予算総額は、

１３５億６，７８０万円で、前年度比４．６％、５億９，７８０万円の増とな

っております。次に、１２ページをお願いいたします。地方債につきましては、

事業債及び臨時財政対策債、合わせて３億１，７００万円を計上いたしており

ます。次に、歳入について申し上げます。５５ページをお願いいたします。１

款、市税は、８２億３，８９５万５，０００円で、前年度比４．９％、３億８，

７５５万２，０００円の増を見込んでおります。６０ページをお願いいたしま
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す。ただいま申し上げました市税のうち、１款、１項、１目、個人市民税は、

２７億３，９３７万６，０００円、２目、法人市民税は、６億５，０６２万３，

０００円を、それぞれ見込んでおります。６６ページをお願いいたします。９

款、１項、１目、地方交付税は、普通交付税、特別交付税、合わせて２億５，

０００万円を計上いたしております。７２ページをお願いいたします。１３款、

２項、２目、民生費国庫補助金では、消費税率改定の影響緩和のため、「臨時福

祉給付金給付事業」及び「子育て世帯臨時特例給付金給付事業」に係る補助金

をそれぞれ計上いたしております。７４ページをお願いいたします。１４款、

１項、１目、民生費県負担金では、主に、障害者自立支援給付費負担金、保育

所運営費県費負担金、児童手当負担金を計上いたしております。７６ページを

お願いいたします。２項、県補助金では、認知症高齢者グループホームの整備

に対する介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金と消費税率の引き上げ

に伴う愛知県の施策である「子育て支援減税手当給付事業」に係る補助金を、

新たに計上いたしております。次に、８２ページをお願いいたします。１５款、

２項、財産売払収入では、稗田町五丁目地内の土地売払収入を計上いたしてお

ります。１７款、繰入金は、財政調整基金繰入金など、２億２，３００万６，

０００円を計上いたしております。８４ページをお願いいたします。１８款、

繰越金は、前年度と同額の３億円を計上いたしております。続きまして、歳出

について申し上げます。１０４ページをお願いいたします。２款、１項、１１

目、財産管理費では、１０７ページの「市庁舎あり方公募事業」として、１，

７００万円を計上し、市庁舎の耐震性能不足に係る対応について、支援業務の

委託を行ってまいります。１０８ページをお願いいたします。２款、１項、１

２目、企画費では、「アシタのたかはま研究事業」として、１２９万１，０００

円を計上し、高浜の将来を見据えた研究及び実践を行ってまいります。１１２

ページ、１１４ページをお願いいたします。２款、１項、１８目、防災対策費

では、「防災活動事業」において、高浜市地域防災マップ改訂業務委託料を計上

し、自主防災力の向上に努めてまいります。１２８ページ、１３０ページをお

願いいたします。３款、１項、２目、地域福祉推進費では、「社会福祉推進事業」

において、福祉計画策定支援業務委託として、１，３００万円を計上し、各種
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福祉計画を統合した新たな計画づくりを進めてまいります。１３３ページをお

願いいたします。「権利擁護推進事業」では、権利擁護センターの運営を平成２

６年６月からスタートしてまいります。１３６ページをお願いいたします。８

目、高齢者社会参加推進費では、１３９ページの「元気高齢者応援事業」にお

いて、「いきいき健康マイレージ事業」及び「生涯現役のまちづくり創出事業」

の推進に努めてまいります。１４０ページをお願いいたします。９目、介護保

険推進費では、「介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業」として、高浜市社会福

祉協議会が整備いたします「認知症高齢者グループホーム」の建設に対する補

助金を計上いたしております。１０目、生活援助費では、「生活困窮者自立支援

事業」として、１，７０９万３，０００円を計上し、生活困窮者自立支援法の

モデル事業を実施してまいります。１４２ページをお願いいたします。１１目、

認知症対策費では、「認知症早期発見事業」として、認知症予防体制構築業務委

託料を計上し、認知症の予防効果について、科学的に検証し、認知症の早期発

見及び予防を図ってまいります。１４６ページをお願いいたします。２１目、

臨時福祉給付金給付事業費では、「臨時福祉給付金給付事業」として、１億０，

６３３万６，０００円を計上し、消費税率上昇による低所得者層への影響緩和

に努めてまいります。１４８ページをお願いいたします。２項、１目、児童福

祉総務費では、「子育て世帯臨時特例給付金給付事業」として、７，１０６万２，

０００円を計上し、消費税率上昇による子育て世帯への影響緩和に努めるとと

もに、１５１ページの「子育て支援減税手当給付事業」として、８，１８５万

９，０００円を計上し、子育て世帯への支援を行ってまいります。１５２ペー

ジをお願いいたします。３目、家庭支援費では、「家庭児童相談事業」において、

新たに臨時職員を配置し、児童虐待に対する体制の強化に努めてまいります。

１６２ページをお願いいたします。３項、２目、生活援助費では、「生活保護事

業」として、２億７，４１３万１，０００円を計上し、被保護者の生活支援、

自立支援に努めてまいります。次に、４款、衛生費でございます。１６８ペー

ジをお願いいたします。３目、医療対策推進費では、「地域医療振興事業」とし

て、引き続き、「医療法人豊田会」に対する補助を実施してまいります。次に、

１７２ページをお願いいたします。２項、１目、ごみ処理・リサイクル推進費
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では、１７５ページの「ごみ処理事業」として、不燃物埋め立て場の整地や「衣

浦衛生組合」への分担金など、４億９，８２３万３，０００円を計上いたして

おります。次に、１８２ページをお願いいたします。７款、商工費でございま

す。１８４ページをお願いいたします。１項、２目、商工業振興費では、「地域

産業振興事業」、「産業経済活性化事業」及び１８７ページの「コミュニティ・

ビジネス創出支援事業」を実施し、市内事業者の支援、企業誘致の促進等に努

めてまいります。次に、８款、土木費でございます。１８８ページをお願いい

たします。２項、１目、生活道路新設改良費では、「市道新設改良事業」として、

市道「港線」に係る工事請負費及び土地購入費を計上するとともに、道路施設

長寿命化対策としての工事請負費などを計上いたしております。１９６ページ

をお願いいたします。４目、公園緑化費では、「公園整備管理事業」において、

「（仮称）論地どんぐり公園」の整備工事費を計上いたしております。次に、２

０２ページをお願いいたします。９款、消防費では、４億９，４９３万４，０

００円で、消防団の活動事業費及び衣浦東部広域連合分担金を計上いたしてお

ります。２１０ページをお願いいたします。１０款、教育費でございます。２

項、小学校費、１目、学校管理費では、「小学校維持管理事業」において、高浜

小学校検討業務委託料として、６４８万円を計上し、老朽化対策を図ってまい

ります。また、屋内運動場非構造部材診断業務委託料と屋内運動場吊り天井撤

去工事設計業務委託料を計上し、災害発生時の人的被害の軽減及び避難所とし

ての使用を可能にするよう図ってまいります。２１４ページをお願いいたしま

す。３項、中学校費、１目、学校管理費では、小学校費と同様に、屋内運動場

非構造部材診断業務委託料を計上し、災害発生時の人的被害の軽減及び避難所

としての使用を可能にするよう図ってまいります。次に、２２２ページをお願

いいたします。５項、２目、生涯学習機会提供費では、「生涯学習施設管理運営

事業」において、中央公民館のホール舞台設備などの改修工事を行うとともに、

土地開発公社が先行取得いたしました中央公民館の駐車場用地の買い戻しを行

ってまいります。２２６ページをお願いいたします。４目、青少年育成・活動

支援費では、「こども・若者成長応援事業」において、「タカハマ物語」で育っ

た、まちのために何かしたいというまちの人たちの思いと絆を次につなげるた
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めのドラマ制作に対する補助を行ってまいります。２３０ページをお願いいた

します。６項、２目、生涯スポーツ費では、「生涯スポーツ推進事業」において、

高浜緑地多目的広場詳細設計委託料として、５３０万３，０００円を計上し、

市民の方々が様々なスポーツ・レクリエーションを行えるよう図ってまいりま

す。以上が、一般会計当初予算の概要でございます。次に、予算書の１ページ

にお戻りをお願いいたします。議案第２７号から議案第３３号までは、国民健

康保険事業特別会計を初め、６特別会計及び水道事業会計の当初予算でござい

ます。特別会計全体といたしましては、予算総額は、７８億２，１４６万４，

０００円で、国民健康保険事業及び介護保険における保険給付費の増のほか、

公共下水道事業における下水道建設費の増等により、前年度比４．１％、３億

０，７８８万２，０００円の増となっております。次に、別冊となっておりま

す水道事業会計でございます。予算書の３ページをお願いいたします。年間総

給水量を４９７万立方メートルと見込み、予算総額を１０億４，１４５万２，

０００円といたすものであります。最後に、報告第１号及び報告第２号は、平

成２６年度の「高浜市土地開発公社」及び「高浜市総合サービス株式会社」の

経営状況についての報告でございます。報告第３号は、市有自動車の事故によ

る損害賠償の額を定める専決処分についてのものでございます。以上が、３月

定例会に付議させていただきます案件でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

委員長 ただいま、当局より説明がありましたとおり、同意２件、一般議案１

７件、補正予算６件、当初予算８件、報告３件であります。ただいまの説明に

対する質疑を許します。 

 

 質 疑 な し 

 

委員長 ないようでしたら、市長。 

 

 市長挨拶 
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委員長 当局の方は、退席をお願いいたします。 

 

 当局退席 

 

 

 

（２） 議案の取り扱いについて 

委員長 事務局より説明を願います。 

説（事務局） それでは議案の取り扱いについて、説明させていただきます。

３月定例会の会期及び会議日程につきましては、既に、昨年の１２月１２日開

催の議会運営委員会で決定をいただいておりますが、会期につきましては、２

月２８日から３月２６日までの２７日間でございます。議案の取り扱いにつき

ましては、２月２８日の本会議初日において、同意第１号及び同意第２号を即

決でお願いし、議案第３号から議案第３３号の上程、説明を受け、報告第１号

から報告第３号の報告を受けます。３月４日、第２日目と、５日、第３日目の

２日間は一般質問、一般質問終了後に、関連質問をお願いし、３月７日の第４

日目は、議案第２０号から議案第２５号までの補正予算の質疑、討論、採決を

お願いし、議案第３号から議案第１９号並びに議案第２６号から議案第３３号

の総括質疑、予算特別委員会の設置、議案の委員会付託をお願いいたします。

３月１１日及び１２日につきましては、予算特別委員会に議案第２６号から議

案第３３号までの８議案の審査をお願いするものでございます。３月１７日の

総務建設委員会においては、議案第３号から議案第９号までの７議案を、３月

１８日の福祉文教委員会においては、議案第１０号から議案第１９号までの１

０議案の付託案件の審査を願うものでございます。最終日の３月２６日には、

委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決、閉会の順で行います。 

委員長 当局より提示がありました案件につきまして、ただいま、事務局が説

明したように決めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 
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委員長 御異議もないようですので、説明のとおりに決定をさせていただきま

す。 

 

 

（３） 一般質問の受付について 

委員長 一般質問の受付は、「議会運営に関する申合せ」により、２月２４日、

月曜日の午前８時３０分から午後５時までとします。質問の順序は、受け付け

順とします。ただし、２４日、午前８時３０分以前に二人以上ある場合は、抽

選により質問の順位を決めさせていただきます。これに、御異議ございません

か。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 今回は１日のみですので、よろしくお願いをいたします。異議もない

ようですので、そのように決めさせていただきます。 

 

 

（４）予算特別委員会委員の指名について 

委員長 事務局より説明を願います。 

説（事務局） それでは、予算特別委員会委員の構成メンバーは、４年間の構

成表で決めていただいておりますが、昨年の補選後の８月２８日に開催されま

した各派代表者会議において再調整されました経緯を踏まえまして、予算特別

委員会委員の御報告をさせていただきます。長谷川広昌議員、浅岡保夫議員、

幸前信雄議員、杉浦辰夫議員、鈴木勝彦議員、内藤とし子議員、内藤皓嗣議員、

小野田由紀子議員。以上、８名の議員の皆様となります。 

委員長 事務局が報告しました８名を議長より指名することに、御異議ござい

ませんか。 
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 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。 

 

 

（５）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

委員長 この件につきましては、昨日までに、それぞれ提出はございませんで

したので、報告とさせていただきます。 

 

 

（６）議員派遣について 

委員長 事務局より、説明を願います。 

説（事務局） この件に関しましては、議員を派遣しようとするときは、議会

の議決でこれを決定すると会議規則のほうで定められております。そこで、議

員派遣につきましては、お手元に配布させていただいておりますが、本市議会

では、「議員派遣についての運用基準」というものがございます。その中の１、

議会の議決を得て派遣するものとして、②、費用弁償として予算措置されてい

る諸会議等へ出席というものがございまして、これに基づいて、この時期です

と東海市議会議長会の定期総会に副議長を派遣する御議決をいただいておりま

す。内容につきましては、これもお手元のほうに配布させていただいておりま

すが、「議員派遣について（案）」を御覧いただきたいと思います。東海市議会

議長会定期総会が４月１７日に浜松市で開催されることから、議長と副議長が

出席する予定でございますが、議長は議会を代表するということで、議員派遣

の対象にはなりませんので、副議長の幸前信雄議員を派遣させていただくとい

うものでございます。この取り扱いにつきましては、３月定例会の最終日に議

長発議で議決をお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま事務局が説明いたしました案のとおり、３月定例会の最終日

に「議員派遣について」を議長発議で行うということでよろしいでしょうか。 
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 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

 

２ その他 

委員長 市議会取材依頼について、事務局より報告を願います。 

報（事務局） 市議会取材依頼につきましては、例年のとおり、株式会社キャ

ッチネットワークより、３月定例会の初日、２月２８日に行われます市長の施

政方針と教育長の教育行政方針の撮影と翌日以降のニュースとして放送したい

という旨の依頼がございましたので、よろしくお願いしたいと存じます。 

委員長 この件は報告ですので、よろしくお願いいたします。次に、３月７日、

金曜日、本会議４日の終了後、各常任委員会での自由討議に付する案件を選定

するため、各派会議の開催後、議会運営委員会を開催いたしますので、御予定

をお願いいたします。続きまして、６月定例会の日程を決定したいと思います

ので、その開催日を御協議いただきたいと思います。案としましては、３月１

８日、火曜日、福祉文教委員会の終了後、また、その後に委員協議会が開催さ

れるようであれば、福祉文教委員協議会終了後に開催したいと思いますけども

よろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 よろしいですか。それでは、３月１８日、福祉文教委員会の終了後、

また、委員協議会が開催されるようであれば、委員協議会終了後に開催という

ことで、よろしくお願いをいたします。ここで、事務局から発言を求められて

いますので、これを許可いたします。 

事務局長 それでは、お手元の平成２６年、６月定例会から翌年の３月定例会

の議会の日程を御覧いただきたいと思います。一昨年よりお諮りをしておりま

すが、議員の皆様方に、あくまで御参考として、事前に配布をさせていただく
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取り扱いをしたいと思っております。そこで、定例会月におきましては、議員

の皆様方には、御予定を空けていただいていると存じますが、本日、配布させ

ていただいております日程案は、あくまで予定案でございますので、御承知お

き、あるいは、御留意をお願いしたいと存じます。特に、３月定例会におきま

しては、各種行事予定に不確定部分が非常に多く、変更となる可能性が大きい

ことを、御承知おきをお願いしたいと思います。なお、本日、御了承いただく

のであるならば、この案を幹部会のほうに提示をして、市の行事日程等の参考

とさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

委員長 ただいま事務局長からですね、定例会の１年間の日程（案）を全議員

に事前に配布するということ、また、その案を当局へも提示することに、御異

議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、そのようにさせていただきます。なお、あ

くまで予定案でありますので、その取り扱いには十分御留意をいただくことと、

当然、予定ということで変更もあり得るということですので、概ねの予定とい

うことで御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ほかに

皆さんのほうから何かあれば、お願いいたします。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、以上をもって議会運営委員会を終了いたします。 

 

 委員長挨拶 

 

 

                       閉会 午前１０時３６分 
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          議会運営委員会委員長 

 

 

          議会運営委員会副委員長 

 


