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(別紙)

1 件 名 議会運営委員会会議録 (要点筆記)

2 日 時   平成 23年 2月 14日 (月 )    開 会  午前 10時 00分

閉
△
バ 午前 10時 23分

3 場 所 議会会議室

4 議 題 平成 23年 3月 市議会定例会について

5 出席者   高橋委員長、関口副委員長、関、木岡、板橋 (智 )、 篠田、松本 (進 )、 光田、

板橋 (博)田 日、立石、阿部、金子の各委員

岩澤議長、大関副議長

6 オフ
゛
サ―゙夕ヽ―゙ 市原議員、山時議員

7 事務局   押田局長、安田局次長、原田参事、金子補佐、石関主任、川瀬主任

川口市議会



高橋委員長

高橋委員長

岩澤議長

高橋委員長

、押田局長

おはようございます。

本日は、おlILし い中ご参集を賜り、ありがとうございます。

開 会 午前 10時 00分

それでは、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。

本日の出席委員は全員であります。

初めに、議長からごあいさつをお願いいたします。

おはようございます。

本日は、 2月 9日 に3月 定例会の招集告示がなされたことから、その定例会

の運営等について、ご協議をお願いするものであります。

また、合併に関わる追加議案 4件の提出が予定されております。

さらに、裁判の結果によっては、滞納処分解除請求事件に関わる追加議案 1

件の提出の可能性がございますことから、これらの取扱いにつきましても、併

せてご協議をお願いいたすものでございます。

よろしくお願いいたします。

これより、協議事項に移らせていただきたいと存 じます。

本日は、去る2月 9日 付けで、 3月 定例会の招集告示がなされたことから、

その運営等につきまして、ご協議をお願いするものでございます。

それでは、初めに、「会期及び日程案等」について、局長から説明をお願いい

たします。

1 3月 市議会定例会について

3月 市議会定例会の「会期及び日程 (案)等」につきまして、ご説明を申し

上げます。

はじめに、上程議案でございますが、 2月 9日 (水)の告示日に、各議員あ

て、すでに送付をさせていただいたところでございます。

(1)平成 22年度関係市長提出議案等について

ア 予算議案でございますが、

8件で、その内訳は、

。一般会計 1件

・特別会計 (国保 。後期高齢・介護・下水道・区画) 5件
・企業会計 (水道・病院 )

でございます。

イ 報告事項

4件で、その内訳は、

2件



公用自動車による人身及び車両損傷事故に係る損害賠償の額を決定す

る専決処分の報告について 1イ牛

。公用 自動車による花壇ブロック損傷事故に係る損害賠償の額を決定す

る専決処分の報告について 1件

。公用自動車によるごみ置場扉損傷事故に係る損害賠償の額を決定する

専決処分の報告について 1件

。公用自動車による車両損傷事故に係る損害賠償の額を決定する専決処

分の報告について

でございます。

(2)平成 23年度関係市長提出議案等について

ア 予算議案でございますが、

16件で、その内訳は、

。一般会計

・特別会計

・企業会計

でございます。

イ ー般議案でございますが、

26件で、その内訳は、

・条例議案

。訴えの提起議案

・市道路線の認定議案

でございます。

1イ牛

また、お手元の資料のとおり、平成 23年 1月 18日 付けで、埼玉県後期高

齢者医療広域連合議会議員選挙選挙長から、議長あてに「同議会議員選挙」の

実施依頼がございました。このことにつきましては、広域連合議会議員のうち、

市議会議員選出区分の議員が 1名 欠員となっていることから、選挙を行うべ く

告示 したところ、受付期間中にお手元の「選挙候補者名簿」のとおり、団体推

薦 1名 と個人推薦 1名 の届出がありました。このことから、 3月 市議会定例会

初日に選挙を行うことにいたしたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

さらに、先程の議長のあいさつにもございましたが、鳩ヶ谷市を廃 し、その

区域を川口市に編入する廃置分合議案をはじめとして、財産処分に関する協

議、議会の議員の定数に関する協議、及び、農業委員会の委員の任期等に関す

る協議の関連議案計 4件が追加提出される予定でございます。これらの議案に

つきましては、鳩ヶ谷市の動向を見極めながら、然るべき時期に議案を配付い

たし、上程 して参 りたいと考えております。

加えて、お手元の資料のとおり「滞納処分解除請求事件」の判決が、 2月 2

3日 (水 )、 さいたま地裁にて言渡されます。

1イ牛

13件

2件

12件

10件

4件



これは、本市が、滞納処分として不動産を差押えたところ、差押登記の抹消

を求め提訴されたものであります。仮に、本市が敗訴 し、控訴する場合には、

追加議案として提出されることとなりますので、よろしくお願いします。

また、廃置分合等の追加議案が提出されました場合の一連の議事でございま

すが、日程を追加の上、上程いたし、市長の提案理由の説明の後、休憩をとり、

質疑があれば、この間に通告をいただきたいと存 じます。

その後、再開をいたしまして、質疑があれば行いたいと存 じますが、この取

扱いにつきましては、各会派代表質疑でお願いをいた したいと考えておりま

す。

なお、質疑時間につきましては、申し合わせによりまして、各会派の基本時

間 15分に、それぞれ会派人数に 5分を乗 じて得た時間を加えまして、その時

間以内ということでお願いをいたします。

会派に所属 しない議員さんにおかれましては、 5分 となりますので、ご了承

をお願いいたします。

発言の1頂序につきましては、大会派lluに お願いをいたしたいと存 じます。

質疑の後、他の平成 23年度関係議案と併せて所管の委員会に付託いたした

いと考えております。

なお、これらの追加議案につきましては、改めて議運を開催いたすことなく、

議事を進めさせていただきたいと考えておりますので、あらかじめ、ご了承を

たまわりたいと存 じます。

(3)請願について

本定例会には請願の提出はございませんでしたので、よろしくお願い しま

す。

(4)会期 日程 (案)について

続きまして、 3月 市議会定例会の「会期日程 (案 )」 でございますが、お手

元に配付いたしております「会期 日程 (案 )」 のとおり、 2月 16日 (水)か

ら3月 9日 (水)ま での22日 間を予定いたしたところでございます。

1頂 に申し上げますと、まず、初日の議事でございますが、開会をいたしまし

て、「会期の決定」、「会議録署名議員の指名」に続きまして、報告事項でござ

いますが、「専決処分の報告」 4件でございます。

次に、 3つ の特別委員会の委員長報告を、お手元の「会期 日程 (案 )」 の順

によりまして、行なって参 りたいと存 じます。

続いて、先程説明いたしました「埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員の

選挙」を行なって参 りたいと存 じます。

次に、市長提出の議案第 1号から議案第 8号 までの平成 22年度関係の合計

8議案を一括上程いたしまして、市長の提案理由の説明及び渋谷副市長の議案

説明を行い、ここで休憩をとり、質疑があれば、この間に通告をいただきたい

と存 じます。



その後、再開いたしまして、質疑を行いたいと存 じますが、この取扱いにつ

きましては、先ほど申し上げました質疑の申し合わせに準 じ、対応 して参 りた

いと存 じますので、ご了承をお願いいたします。

質疑の後、平成 22年度関係議案を所管の常任委員会へ審査を付託いたして

参 りたいと考えております。

次に、議案第 9号から議案第 50号 までの平成 23年度関係の合計42議案

を一括上程いたしまして、市長の施政方針及び提案理由の説明を行います。

なお、ここで、概ね昼休憩をとることになろうかと存 じます。

再開いたしまして、渋谷副市長の議案説明を経まして散会となる予定でござ

います。

初日の散会時刻は、概ね午後 2時過ぎ頃になろうかと存 じます。

なお、平成 23年度関係議案につきましては、 2月 28日 (月 )の一般質問

終了後、所管の常任委員会へ審査を付託いたして参 りたいと存 じます。

次に、 2月 17日 (木)に常任委員会を開催 し、平成 22年度関係議案の審

査を行いたいと考えております。

続いて、 18日 (金)か ら21日 (月 )ま では、休会とさせていただきたい

と存 じます。

次に、22日 (火)でございますが、本会議を開催 し、各常任委員会べ付託

をいたしました、平成 22年度関係議案について委員長報告・質疑・討論・採

決を行ないたいと存 じます。

なお、採決の方法は、反対のある議案につきましてはグループ分けをして、

それぞれ起立採決で、全員賛成の議案につきましては簡易採決でお願いいた し

たいと存 じます。

次に、平成 23年度関係議案に対する質疑並びに一般質問に係わる日程でご

ざいますが、今議会における発言者数につきましては、過日の各会派代表者会

議におきまして、自民党 4人、公明党 3人、共産党 3人、民主新風会 1人の合

計 11人の報告を受けたところであります。

このことから、一般質問日は 2月 24日 (木 )、 25日 (金)及び 28日 (月 )

の 3日 間を予定いたしたいと存 じます。

なお、発言順序並びに発言者につきましては、後程、お諮 りをいたしたいと

存じます。また、発言通告は、 2月 21日 (月 )午前 10時までにお願いいた

します。

次に、3月 3日 (木)及び4日 (金)で ございますが、常任委員会を開催 し、

平成 23年度関係議案の審査を行いたいと考えております。

なお、当日は、当初予算の審査となりますことから、 2日 間を予定させてい

ただいたところでございます。

さらに、最終日でございますが、 3月 9日 (水)を予定いたしております。

最終日の議事について、申し上げます。



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

まず、監査結果報告を行い、次に各常任委員会へ付託いたしました、平成 2

3年度関係議案について委員長報告を行い、質疑・討論の後、採決をいたした

いと存 じます。

なお、採決の方法は、反対のある議案につきましてはグループ分けをして、

それぞれ起立採決で、全員賛成の議案につきましては簡易採決お願いしたいと

存 じます。

次に、「意見書」等の議員提出議案及び議員派遣の決定についてを日程追加

のうえ、上程いたしまして、採決を行なって参 りたいと考えております。

最後に、市長から挨拶をいただきまして、閉会にいたしたいと考えておりま

す。

以上でございます:

ただいま、局長から説明のありました「会期及び日程案等」について、何か

質疑がございましたら、ご発言をお願いいたします。

一 な し ―

それでは、今定例会の「会期及び日程」については、局長の説明のとおり、

決定することに、ご異議ありませんか。

一 異議なし ―

ご異議がないようですので、ただいまの説明のとおり決定いたしました。

次に、「一般質問の発言順序及び発言者」について、お諮 りいたします。

各会派の発言順序は、黒板に記載のとおりでよろしいで しょうか。

一 異議なし ―

ご異議がないようですので、各会派の発言順序については、黒板に記載のと

おり決定いたしました。

発言者順序表を、事務局から配付願います。

一 発言者1贋序表①を配付する 一

なお、この際、発言者につきまして、ご確認とご決定をいただきたいと存 じ

ます。 (発言者 :自 民党―車 、公明党―車 、共産党一

―民主新風会―■■)



高橋委員長

高橋委員長

― 各会派別表②のとおり発表する

それでは、発言者につきましては、ただいまの発表どおり決定させていただ

きます。

この際、再度ご確認を申し上げます。

発言通告書の提出につきましては、2月 21日 (月 )午前 10時までとなっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

次に、請願につきましては、今定例会への提出がございませんので、よろし

くお願いいたします。

次に、今定例会に提出を予定されている「意見書」等の議員提出議案がござ

いましたら、文案の配付をお願いいたします。

一 文案を配付する 一

ただいま提出されました「意見書」等につきましては、 2月 24日 (木)一

般質問の初日、昼休みに小委員会を開催 し、調整を願うということで、ご了承

をお願いいたします。

次に、議会改革小委員会の検討結果についてでございますが、このことにつ

きましては、前回の報告以降、 12月 24日 、 1月 12日 の2回にわたり、小

委員会が開催されたところでございます。

この2回の小委員会で協議された内容でございますが、まず、「質問の持ち

時間制度」については、「答弁を含めて 1時間あるいは質問のみで 30分」、一

方、「現行どおり45分」といった意見があり、意見の一致を見るに至らず、

改選後も新たに検討することとなりました。

また、「一間一答方式」の改正後の取扱いについては、「全員が一問一答方式

で質問を行う」、一方、「選択制を継続する」といった意見があり、意見の一致

を見るに至らず、この結果、当面は、選択式の一間一答方式を改選後も継続 し

て行いながら、質問時間、回数などの項目とあわせてさらに検討を加えるとい

うことで各会派間の了承を得たところであります。

さらに、「インターネット中継」について協議がなされ、平成 23年 5月 臨

時会から実施することで、また、「議会ホームページの充実」については、「議

会の概要」「請願・傍聴」「議員名簿」「会議の案内」の4つの大項 目を掲載 し、

平成 23年改選後から実施することで、それぞれ了承されたところでありま

す。

次に、「政務調査費の手引きの見直し」について委員長試案を基に協議がな

され、一部の記述を削除し、委員長試案で意見の一致を見るに至ったところで

あります。

お手元の「政務調査費の手引き見直し (案 )」 をご覧下さい。



修正を加えた箇所ですが、返還を求められたものは赤、監査委員からの意見

は青、さらに、今回の見直しに併せて修正 した箇所は緑で記載 しています。

まず、 1ページをお開き下さい。「政務調査費の使途項目」の広報費と公聴

費の「主な使途」の茶菓子代について、記載内容を統一するものです。

次に、 3ページです。 1行 日に、「原則として」を加えております。これは、

広報紙やホームページなどで、調査研究活動と他の活動の両面を有 している場

合、掲載事項等を勘案して按分できるようにしたものです。

次に、 5行 日に、「タクシー等」を加えております。これも後程、説明いた

しますが、タクシーに関わる項 目を追加することから、加えるものです。

次に、(3)の会費に、「団体の年会費については、支出することによる効果を

政務調査報告書 (個表)に記載するものとする。」を加えるものです。

次に、 4ページの下段 (10)の食糧費に、「茶菓子代は1 1人当たり1日 50

0円 を限度として支出できる。コーヒー、お茶等を買い置きする場合は、原則

として 2分の 1に接分するものとする。」を加えるものです。

次に、 5ページです。 (12)資料購入費を新たに追加 し、「調査研究活動のた

めの資料として購入したものは、支出できる。なお、小説 (フ ィクシヨン)の

購入や、同一図書の複数購入は、原則として支出できない。」を加えるもので

す。

次に、 (13)資料作成費・広報費を新たに追加 し、「調査研究活動、議会活動

及び市の政策について、資料を作成 し、市民に報告、PRす るための経費は、

支出できる。」を加えるものです。

次に、(12)を (14)に 改め、「その他の経費」とし、「事務機器の修繕等」を「修

繕料等」に改め、「備品の修繕については、修繕料の 2分の 1を支出できるも

のとする。」を加えるものです。

次に、Ⅲの「会計処理方針」についての「2 会計処理指針」の (2)証拠書

類の整備では、監査委員の意見を踏まえて、内容を改めるものです。主な改正

点は、領収書には、できる限り詳細な記載を求めるとともに、やむを得ずそれ

ができない場合は、個表に補足記載すること。また、払込明細票、通帳の写 し

等を領収書に代えた場合も同様に、補足記載すること。さらに、視察を実施 し

たときは、個表とともに視察報告書に記録 し、保管することです。なお、新た

に書式に加える「視察報告書」につきましては、後程、説明いたします。

次に、 5ページ下段の「3 項 目別会計処理指針」の (1)の交通費ですが、

6ページの 2段落目に「タクシー」の項 目を加え、「タクシーを使用 した場合

は、日時、使用経路及び目的を政務調査報告書 (個表)に記載するものとする。」

を加えるものです。

次に、Ⅳの「収支報告」の「1 収支報告書の作成」では、条例の規程にあ

わせ、「経理責任者」を「代表者」に改めるものです。

次に、参考書式の8ページです。個表の項目の内、「実施者名」が「会派 (議
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員)名」と記載内容が重複することから、この行を削除するものです。

最後に、 9ページです。この「視察報告書」は、視察を実施 したときの証拠

書類として、新たに書式に加えるものです。

以上が、政務調査費の改正された項目でございます。

また、これまで、平成 20年 7月 15日 に第 1回 の議会改革小委員会を開催

し、以来、本年 1月 12日 までの間、約 2年半にわたり、計 24回 の協議がな

され、一定の成果が見られました。

改選期でもありますので、この4年間の節 目として、お手元に配付 してござ

いますとおり「検討結果報告書」をまとめましたので、ご報告させていただき

ます。

それでは、 1ページをご覧ください。

まず、 Iは、はじめにとし、議会改革小委員会の設置経緯を記述 し、Ⅱに、

それぞれの検討項 目を記述 してあります。

検討項 目は、大項 目を本会議・一般質問についてとし、中項 目として、一問

一答方式について及びインタニネット等による放映について、検討 したところ

であります。

また、新たに、至急検討すべき項目として、 1ペ ージの下段にありますとお

り、「8 政務調査費を公共政策大学院等に係る学費等に支出すること」から、

2ページの「 16 政務調査費の手引きの見直しについて」までの 9項 目が追

加提案されたところであります。

次に、Ⅲの検討結果でございますが、はじめに、意見の一致を見た項 目とい

たしましては、「一問て答方式について」、 3ページの「インターネット等によ

る放映について」、 8「政務調査費を公共政策大学院等に係る学費等に支出す

ること」、 13「政務調査費の利息の取り扱いについて」、 14「議会ホームペ

ージの充実」、 15「議会基本条例を考える会からの要望」について、 4ペー

ジの 16「政務調査費の手引きの見直しについて」でございます。

次に、下段の「意見の一致を見るに至らなかった項 目」といたしましては、

追加提案の9「委員会会議録について」 10「委員会視察の改革について」 1

2「議会報について」でございます。また、取 り下げになった項 目は、11「費

用弁償について」であります。

以上が、検討結果報告書の概要でございます。

ただ今の報告につきまして、ご意見等がございましたら、ご発言をお願いい

たします。

一 な し 一

ご意見がなければ、ただいまの報告のうち、まず、「一問一答方式について」、

「インターネット等による放映について」、「議会ホームページの充実につい
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て」及び「政務調査費の手引きの見直しについて」の以上の4項 目は、報告の

とおり対応することで、いかがでしょうか。

― 了承する 一

|ま ぃかがでしょうか。

了承する。

はいかがでしょうか。

了承する。

ご異議がなければ、ただ今の報告のとお り対応す ることに決定させていただ

きます。

なお、「検討結果報告書」につきま しては、議会運営委員会終了後、議員控

室の机上に配付させていただきますので、よろしくお願いいた します。

次に、「その他」の事項について、局長から説明をお願いいた します。

6 その他

(1)本会議における撮影取材について

2月 8日 付けで、」CN埼玉 (ケ ーブルネット埼玉)か ら、2月 16日 (水 )

及び 3月 9日 (水 )の本会議撮影許可申請が提出され、議長がこれを許可 して

お りますので、よろしくお願いいた します。

(2)任期満了に伴 う記念写真の撮影について

3月 9日 (水)議会最終 日の閉会後に、市民会館で任期満了に伴 う記念写真

の撮影を予定いた してお りますので、よろしくお願いいた します。

(3)改選後の臨時議会の日程 (案)に ついて

改選後の臨時会につきましては、 5月 18日 (水)を予定いた しております

ので、よろしくお願いいた します。

以上でございます。

ただいま、局長か ら説明のありました事項につきまして、ご意見等がござい

ま したら、ご発言をお願いいた します。

一 な し ―

ご意見がなければただいまの説明のとお り決定させていただきます。

9



それでは、本日予定いたしました協議事項は、終了いたしました。

以上をもちまして、議会運営委員会を開会いたします。

本日はたいへんご苦労さまでした。

閉 会 午前 10時 23分

10


