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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成 25 年 9 月 4 日（水） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 38 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２５年９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）議席の指定について 
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（４）常任委員会委員の選任について 

（５）議会改革特別委員会委員の選任について 

（６）一般質問の受付について 

（７）決算特別委員会の選任について 

（８）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

 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２５年９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） ９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。まず、案件といたしましては、諮問１件、承認１件、一

般議案１２件、補正予算５件、認定８件、報告２件の計２９件をお願いするも

のでございます。 
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まず、諮問第２号は、人権擁護委員、原田絹代（はらだきぬよ） 氏が、平

成２５年１２月３１日をもって任期満了となることから、新たに加藤美枝子（か

とうみえこ） 氏を推薦するため、御意見を求めるものであります。承認第１号

は、去る８月６日の集中豪雨による被害に対応するため、一般会計補正予算、

第２回について、専決処分を行いましたので、その承認を求めるものでありま

す。 

議案第３８号は、地方税法の改正に伴い、６月定例会でご可決をいただきま

した市税条例の一部改正に準じ、税以外の公債権一般について、延滞金の割合

を、その年の市場金利と整合性を保つための特例を定めるものであります。次

に、順番が前後しますが、議案第４２号は、市営住宅の家賃について、議案第

４３号は、後期高齢者医療保険料について、議案第４４号は、都市計画下水道

受益者負担金について、議案第４７号は、介護保険料について、議案第４８号

は、リバースモーゲージの利子貸付金について、いずれも議案第３８号と同様

に、延滞金の割合の特例を設けるものであります。戻っていただきまして、議

案第３９号は、借上公共賃貸住宅、「センチュリー２１」をオーナーに返還する

に当たり、市が負担する費用の額について、オーナーとの調停を成立させるも

のであります。議案第４０号及び議案第４１号は、地方税法の一部改正に伴い、

主に公的年金の特別徴収制度の見直し、また、上場株式等に関する所得につい

て、所要の規定の整備を行うものであります。議案第４５号は、県道のつけか

えに伴い、新たに市道路線を認定するものであります。議案第４６号は、平成

２４年度水道事業会計の利益剰余金の処分について、御議決をお願いするもの

であります。議案第４９号は、「子ども・子育て支援法」に基づき、同法に規定

する事務を処理するための「子ども・子育て会議」を設置するものであります。

続きまして、議案第５０号は、一般会計の第３回補正予算で、補正予算書を御

覧いただきたいと思います。５ページをお願いいたします。歳入、歳出、それ

ぞれ２億５，３１３万４，０００円を追加し、補正後の予算総額を１３２億６，

４６４万６，０００円といたすものであります。４６ページをお願いいたしま

す。歳入の主なものといたしましては、９款、１項、１目、地方交付税は、交

付額の決定によりまして、普通交付税を減額いたすものであります。１３款、
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２項、２目、民生費国庫補助金は、新たに「権利擁護推進事業」に係る「セー

フティネット支援対策等事業費補助金」を計上するものであります。４８ペー

ジをお願いいたします。１４款、２項、２目、民生費県補助金は、「生涯現役の

まちづくり創出事業」に係る「介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金」

と「保育園管理運営事業」における新設保育園の整備に対する「保育所緊急整

備事業費補助金」を計上いたすものであります。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いたすも

のであります。１８款、１項、１目、繰越金は、前年度繰越金の確定に伴い、

５億３，０７３万８，０００円を計上いたすものであります。５０ページをお

願いいたします。２０款、１項、４目、教育債は、「吉浜小学校特別教室設置事

業」に対する事業債を計上いたすものであります。 

次に、５３ページをお願いいたします。歳出の主なものといたしましては、

２款、総務費では、新たな取組みといたしまして、「ふるさと応援事業」と「地

域内分権推進事業」におけるＪＡあいち中央高浜北部支店跡施設１階の改修工

事費を計上し、「基金運用事業」では、公共施設等整備基金への積立金として、

１億円を計上いたしております。３款、１項、２目、地域福祉推進費では、「い

きいき広場管理運営事業」において、非常・災害時に備え、非常用電源発電機

を設置するとともに、「災害時要援護者支援事業」といたしまして、災害時の要

援護者情報を管理するシステムの構築、５５ページの「権利擁護推進事業」と

して、平成２６年４月からの「高齢者、障がい者等の社会的弱者の権利を擁護

するセンター」の設置に向けての費用を計上いたしております。３款、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、民間による新保

育所の建設に対する補助金を、３目、家庭支援費では、新たに「子ども・子育

て会議運営事業」として、「子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料」を計

上いたしております。５８ページをお願いいたします。１０款、２項、１目、

学校管理費の「小学校維持管理事業」では、吉浜小学校の児童数及び学級数の

増加見込みに伴い、特別教室設置工事費、７，０００万円を計上いたしており

ます。以上が、一般会計第３回補正予算の概要でございます。 

次に、議案第５１号から議案第５４号までは、特別会計の補正予算でござい
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ます。補正予算書の１６ページ、１７ページをお願いいたします。議案第５１

号、国民健康保険事業特別会計補正予算、第１回は、歳入では、前年度繰越金

の額を確定し、歳出では、保険給付費等の給付実績の見込みによる補正を行う

ものであります。２２ページ、２３ページをお願いいたします。議案第５２号、

公共下水道事業特別会計補正予算、第１回は、歳入では、前年度繰越金の額を

確定し、歳出では、職員人件費の増額と借入金の利子確定に伴う利子償還額の

減額を行うものであります。２８ページ、２９ページをお願いいたします。議

案第５３号、介護保険特別会計補正予算、第１回は、歳入では、前年度繰越金

の額を確定し、歳出では、国、県負担金等の過年度分返還金等に係る補正を行

うものであります。３４ページ、３５ページをお願いいたします。議案第５４

号、後期高齢者医療特別会計補正予算、第１回は、歳入では、前年度繰越金の

額を確定し、歳出では、職員人件費の増額と後期高齢者医療広域連合納付金の

増額を行うものであります。 

続きまして、認定第１号から認定第８号までは、平成２４年度の一般会計、

特別会計、水道事業会計の決算認定をお願いするものであります。決算書２ペ

ージ 「平成２４年度高浜市会計別決算総括表」をお願いいたします。初めに、

一般会計でございます。歳入決算額は、１３９億７，８２４万１，４５５円、

歳出決算額は、１３０億８，８４５万５，４２２円で、歳入、歳出差引残額は、

８億８，９７８万６，０３３円となっております。次に、決算書の２０２ペー

ジの「実質収支に関する調書」をお願いします。実質収支額につきましては、

歳入、歳出差引額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引きました、８億３，

０７３万８，０３３円でございます。再び、決算書の２ページ、３ページをお

願いいたします。特別会計につきましては、３ページの合計額から２ページの

一般会計を差し引きますと、６特別会計の歳入決算額は、７５億８，２６４万

６，９９６円で、歳出決算額は、７２億７，１６７万７，５１２円となってお

ります。 

次に、水道事業会計でございますが、別冊の「水道事業会計決算書」の６ペ

ージ、７ページをお願いいたします。収入、水道事業収益は、７億８，７７６

万５，７１８円、支出、水道事業費用は、７億１，７０３万３，７９７円とな
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っております。 

続きまして、報告第８号をお願いいたします。報告第８号でございますが、

これは、公用車の物損事故に係る損害賠償額が決定したことにより、専決処分

を行いましたので、その報告をさせていただくものであります。最後になりま

すが、報告第９号でございます。報告第９号は、「地方公共団体の財政の健全化

に関する法律」の規定に基づき、財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比

率の報告をさせていただくものでございます。以上が９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 ただいまの、当局より説明のありましたとおり、諮問１件、承認１件、

一般議案１２件、補正予算５件、決算認定８件、報告２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 

 

委員長 当局の方は、御退席願います。ありがとうございました。御苦労様で

ございました。 

 

 当局退席 

 

 

（２） 議案の取り扱いについて 

委員長 事務局より説明をお願います。 

説（事務局） それでは、説明させていただきます。９月定例会の会期及び会

議日程につきましては、すでに６月２０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、９月１２日から１０月９日までの２
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８日間でございます。議案の取り扱いにつきましては、９月１２日の本会議初

日において、このたびの市長選挙及び市議会議員補欠選挙に伴い、議席の指定、

常任委員会委員の選任等を行ったあと、市長の所信表明演説を行い、その後、

諮問第２号及び承認第１号を即決で願い、引き続きまして、議案の上程、説明

を受け、報告第８号及び報告第９号の報告を受けます。９月１７日、第２日目

と１８日、第３日目の２日間は、一般質問を行い、一般質問終了後に関連質問

をお願いし、９月２０日の第４日目は、総括質疑、決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。９月２４日から２６日までの３日間は、

決算特別委員会において、議案第４６号及び認定１号から認定８号までの付託

案件の審査をお願いいたします。なお、議案第４６号、平成２４年度高浜市水

道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び認定第８号、平成２４年度高

浜市水道事業会計決算認定については、本会議での総括質疑、決算特別委員会

での質疑、ともに水道事業会計決算に係る案件での関連上、一括議題として、

質疑を行うものとさせていただきます。１０月１日の総務建設委員会において

は、議案３８号から議案４５号の条例等関係の８議案並びに議案第５０号から

議案第５２号及び議案第５４号の補正予算関係の４議案を審査願い、１０月２

日の福祉文教委員会においては、議案第４７号から議案第４９号の条例関係の

３議案、並びに、議案第５０号及び議案第５３号の補正予算関係の２議案の審

査お願いいたします。 

なお、補正予算につきましては、付託常任委員会区分を明示したものを別途

配布させていただきますので、御了承をお願いしたいと存じます。最終日の１

０月９日は、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決の順に行いま

す。また、お手元のほうに配布させていただいております会期及び会議日程（変

更）を御覧いただきたいと存じますが、このたびの市長選挙及び市議会議員補

欠選挙に関しまして、初日、９月１２日の付議事項欄に、特別委員会委員の選

任、この特別委員会委員は、議会改革特別委員会委員のことでございますが、

この案件と、市長所信表明演説を追加させていただきたいと存じますので、よ

ろしくお願いしたいと存じます。変更後の９月定例会の会期及び会議日程につ

きましては、議会運営委員会終了後、全議員及び関係者の方に配布をさせてい
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ただきます。以上でございます。 

委員長 ただいま、事務局が説明した案のとおり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。 

 

委員長 御異議もないようですので、案のとおりに決定させていただきます。 

 

 

（３） 議席の指定について 

委員長 この件につきましては、９月２日に開催いたしました、議会運営委員

会で御承認いただいておりますけども、長谷川広昌議員は、議席番号１という

ことで、本会議の初日に議長が指定することといたしますが、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 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。 

 

（４） 常任委員会委員の選任について 

委員長 この件につきましても、９月２日に開催いたしました、議会運営委員

会で御承認いただいておりますが、長谷川広昌議員は、福祉文教委員会委員と

いうことで、本会議の初日に議長から指名することで、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 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。 
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（５） 議会改革特別委員会委員の選任について 

委員長 この件につきましても、９月２日に開催いたしました、議会運営委員

会で御承認いただいておりますが、長谷川広昌議員を本会議の初日に議長から

指名することとして、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 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。 

 

 

（６） 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、９月５日、木曜

日の午前８時３０分から９月６日、金曜日の午後５時までといたします。質問

の順序は、受付順とします。ただし、９月５日の午前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序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 御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。 

 

 

（７） 決算特別委員会委員の選任について 

委員長 事務局より説明を願います。 

説（事務局） この件につきましても、９月２日に開催しました議会運営委員

会で御承認のほういただいておりますが、構成メンバーについて御報告させて

いただきます。決算特別委員会委員は、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、以上の８名となります。 
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委員長 この９月定例会における決算特別委員会委員に、ただいま事務局から

報告のありました、８名を議長から指名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 御異議もないようですので、そのように決定いたします。 

 

 

（８） 請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

委員長 本日までに提出のありましたのは、陳情書４件、意見書（案）２件で

す。陳情第３号から陳情第６号につきまして、付託先の委員会を事務局から発

言願います。 

説（事務局） それでは、お手元に陳情文書表（案）と各陳情書の写しを配布

させていただいておりますが、提出されました陳情４件の付託委員会につきま

しては、陳情第３号「定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制

度の堅持及び拡充を求める陳情」、陳情第４号「国の私学助成の拡充に関する意

見書の提出を求める陳情」、陳情第５号「愛知県の私学助成の拡充に関する意見

書の提出を求める陳情」、陳情第６号「私立高校生の父母負担を軽減し、学費の

公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情」、以上

陳情４件につきまして、いずれも福祉文教委員会に付託するということで、お

願いしたいと存じます。以上でございます。 

委員長 ただいま、各陳情の付託委員会について、事務局より発言がありまし

たが、そのように決定を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。 

 

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。意

見書（案）につきましては、共産党さんより２件提出されております。「消費税

増税を中止し、国民の所得を増やす景気対策を求める意見書（案）」、「集団的自
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衛権の行使容認に対する意見書（案）」が提出されていますので、その取り扱い

及び案文について御協議願いたいと思いますが、その前に、各意見書（案）に

ついて、内藤とし子委員から説明をお願いいたします。 

説（１２） 消費税増税を中止し、国民の所得を増やす景気対策を求める意見

書（案）については、文章を読んで、それと集団的自衛権の行使容認に反対す

る意見書の二つについては、文章を読んで報告といたしますが、政府は、消費

税増税について、８月末に有識者会議を開いて検討したうえ、９月初めに発表

されるＧＤＰの改定値などをみて判断するとしています。最終的に消費者に負

担が押しつけられる消費税の増税は、国民の購買力を奪い、中小業者などの売

り上げを減らして、景気を悪化させます。来年４月の５％から８％への増税と

再来年１０月からの８％から１０％への増税で国民の負担増は合わせて１３．

５兆円にのぼります。国民の暮らしと経済への打撃はまさに壊滅的です。８月

１２日に発表された４から６月期のＧＤＰ速報値は、経済成長が予想を下回り、

設備投資や住宅投資はマイナスでした。いまだに安倍首相が増税実施を決めき

れず、有識者の点検会合を開くことになったのも、もくろみ通り進んでいない

からです。２０１２年度の名目雇用者報酬は、前年度０．３％の減、４から６

月期も実質０．４％増にとどまっています。６月の毎月勤労統計によると、労

働者の基本給などを示す所定内給与は１３カ月連続で前年同月を下回っていま

す。明治安田生命の経済ウォッチ８月２週号は、消費税増税によって、２０１

４年度の経済成長率は０．５％減になると試算しました。景気悪化によって所

得税や法人税が減収となり、財政も悪化します。経済指標が求めているのは、

消費税増税を中止する判断です。共同通信社の世論調査、８月２４日、２５日

実施では、予定通り実施すべきだが、２２．５％にとどまり、現行の税率５％

を維持すべきだは、２９．１％で最も多く、引上げ時期は先送りすべきだ、２

２．７％となっています。また、フジテレビ系新報道２００１の世論調査、８

月２５日では、来年４月から消費税率を８％に予定通り引き上げることについ

て、過半数の５５％が反対、賛成の４２％を上回りました。実際、１９９７年

に消費税の税率が３％から５％に引き上げられたときには、よくなり始めた景

気が落ち込み、長期にわたる不況になりました。今回の場合、国民所得の落ち
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込みが続いており、国民生活と経済への打撃はより深刻との声が強まっていま

す。いまこそ消費税増税を中止し、国民の所得を増やす景気対策に転換して、

消費税増税に頼らない道に踏み出すべきです。以上、地方自治法９９条の規定

により、意見書を提出します。平成２５年９月、きょうは４日ですか、高浜市

議会。衆議院の議長、参議院の議長、内閣総理大臣、財務大臣宛てということ

です。それからもう一つ、集団的自衛権の行使容認に反対する意見書（案）に

ついてですが、安倍政権は、国民の批判を無視して、集団的自衛権の行使容認

に向けた動きを加速しています。内閣の憲法解釈を担当する内閣法制局の長官

を行使容認派に交代させたのに続き、行使を検討してきた有識者懇談会での議

論を本格化させる構えです。秋の臨時国会では行使容認に向けた、政府の憲法

解釈変更を宣言するとも伝えられます。憲法で戦争を放棄し武力の行使を禁止

している日本が、海外で戦争に参加するなどというのは、許されません。戦後

６８年、日本がただの一度も外国での戦争に参加しなかったことは世界に誇る

べきことです。憲法解釈を変え戦争の道を突き進むのは言語道断です。国連憲

章にある集団的自衛権の規定は、国連の統制を受けずに軍事行動ができるよう

アメリカが持ち込んだものです。アメリカのベトナム侵略戦争などが集団的自

衛権の口実でおこなわれました。他国への軍事介入の論拠に使われてきた規定

をもちだして、憲法違反の武力行使を正当化するのは、二重三重に大違いです。

日本が直接攻撃されたわけでもないのに、アメリカなど日本と密接な関係にあ

る国が攻撃されることを理由に、日本が武力を行使する集団的自衛権の行使は、

これまで歴代の政権が憲法上、行使は認められないとしてきたものです。こう

した判断は、内閣法制局の長官だけでなく首相や閣僚なども国会で繰り返し答

弁し、閣議で決定した答弁書などでも確定した政府全体の見解です。共同通信

社の世論調査、８月２４日、２５日では、集団的自衛権を行使できるよう憲法

解釈を見直すことについて、反対５０％、賛成３９％となっており、安倍政権

の行使容認の動きは、国民世論と全く逆行しています。日本国憲法は、政府の

行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようと述べるとともに、平和

を愛する諸国民の公正と審議に信頼して安全と生存を保持しようと決意したと

しています。世界でも、今、戦争ではなく平和的、外交的努力で問題を解決す
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ることが流れです。憲法を生かしてアジアと世界の平和に貢献する道こそ、日

本は進むべきです。以上、地方自治法９９条の規定により、意見書を提出しま

す。平成２５年９月４日、高浜市議会。これも、衆議院議長、参議院議長、内

閣総理大臣、外務大臣宛てと予定しています。よろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま、それぞれ説明がありましたが、各意見書案の取り扱い及び

案文について、各会派から御意見をいただきたいと思います。まず、市政クラ

ブさん。 

意（４） 市政クラブといたしましては、会のほうで持ち帰って考えたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

委員長 次に、公明党さん、小野田由紀子委員。 

意（１６） 持ち帰らせていただきます。 

委員長 次に、参考までに、市民クラブさん、２番、黒川議員。 

意（２） 持ち帰りでお願いいたします。 

委員長 次に、参考までに、開拓志さん、長谷川議員。 

意（長谷川広昌） 持ち帰らせていただきます。 

委員長 各会派より御意見をいただきましたけども、この意見書案につきまし

ては、持ち帰りとして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 御異議もないようですので、持ち帰りとさせていただきます。 

 

 

２ その他 

委員長 私のほうから、今後の議会運営委員会の日程等について、お願いをい

たします。まず、９月２０日、金曜日、本会議第４日、総括質疑ですけども、

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。次

に、平成２５年１２月定例会の日程を決定したいと思いますので、その日程を
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決定する議会運営委員会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、１０月２日、水曜日、福祉文教委員会終了後、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、いかがでしょうか、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 それでは、１０月２日の福祉文教委員会終了後、また、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ということで、よ

ろしくお願いいたします。それから、これはまだわかりませんけども、総合計

画の中期基本計画の審議をする臨時会の日程も今後考えなければなりません。

早ければ、１月の終わり、もしくは、２月の頭ぐらいには、前期計画のときと

同じようなやり方を取るんであれば、二日間をかけてということになると思う

んですけども、その日程もですね、できるだけ早く決められればということは

思っておりますけども、当局との調整の中で一度、そういうのが１月の終わり

から２月にあるということだけ、まずもって皆様方、御理解をいただいておき

たいと思いますので、御報告をさせていただきます。次に事務局より発言を求

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、３点ほどお願いをいたします。まず、１点目でございま

すが、決算特別委員会の初日、９月２４日、火曜日でございますが、午後、証

憑書類の審査をしていただくわけでございますが、午後５時までといたし、時

間延長を希望される場合には、おおむね４時を目安に、事務局まで御連絡をい

ただきたいと思います。最大、午後７時までの延長を可能といたします。なお、

延長時の対応職員につきましては、監査事務局長、会計管理者、そして私、事

務局長とさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。それから２

点目でございます。同じく、決算特別委員会の関係でございますが、９月２４

日から２６日までの開催予定としておりますが、第１日目の２４日につきまし

ては、代表監査員の加藤様より業務の都合により、出席ができないとの申し出

がございましたので、御報告をさせていただきます。この第１日目につきまし



 16 

ては、正副委員長の選出と、それから、現地視察等でございます。事前の欠席

申し出に対しまして、よろしくお願いをしたいと存じます。最後に、３点目で

ございます。定例会の初日、９月１２日、開会前に、新しい議員さんが加わっ

たことによりまして、議会だより等に活用するために、議場での、着座にての

写真撮影をお願いしたいと思っております。服装につきましては、撮影時は、

上着とネクタイを着用していただきたいと思います。撮影時間は、午前９時５

０分から行いますので、御協力のほどよろしくお願いをいたします。以上でご

ざいます。 

委員長 よろしいですかね、今の件は。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、もう一つ。私のほうから最後になりますけども、クールビ

ズにつきまして、本年度は５月２０日より実施をしておりますけども、１０月

末日までとさせていただきますので。これ、当局に合わせてということで、御

協力、御理解をお願いしたいと思います。それから確認ですけども、議会での

クールビズの実施については、議運の申し合わせ事項により、議場等における

上着、ネクタイの着用については、期間中、自由とするとしておることから、

当局におかれましても、定例会開会中の議場内及び各委員会でのポロシャツ等

の着用に関しては控えていただこうと思っております。これは事務局を通して

当局側に伝えておきます。ということでよろしいでしょうか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 事務局のほうは、よろしくお願いいたします。それでは、ほかに何か

ございますか。よろしいですか。 

 

 意 見 な し 
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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３８分 

 

 

            議会運営委員会委員長 

 

 

 

            議会運営委員会副委員長 


