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1 件 名 議会運営委員会会議録 (要点筆記)

2 日 時   平成 23年 6月 8日 (水)    開 会  午前 10時00分

閉 会  午前 11時 33分

3 場 所   議会会議室

4 議 題 平成 23年 6月 市議会定例会について

5 出席者   板橋 (智)委員長、石橋副委員長、柳田、木岡、宇田川、谷′||、 松本 (幸 )、 岩澤、

田 日、立石、大関、関日、金子の各委員

篠田議長、松本 (進)副議長

6 オフ
｀
サ・―ハ・― 榊原議員、小林議員、近藤議員、関議員、若谷議員

7 事務局   押田局長、渡辺局次長、金子課長、上村係長、石関主任、川瀬主任(

(.

川国市議会



板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

篠田議長

板橋 (智 ) 委員長

( )押
田局長

おはようございます。

本日は、お忙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、6月 3日 (金)に 6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、また、前回の議会運営委員会において、意見の一致

を見るに至らなかった申し合わせ事項につぃて、引き続きご協議をお願いいた

すものでございます。

さらに、今定例会中に特別委員会の設置が予定されておりますことから、そ

れに関わる動議案文等が整いましたならば、改めて議会運営委員会を開催し、

ご協議をお願いすることとなりますので、よろしくお願い申し上げます。

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6月 3日付けで、6月 定例会の招集告示がなされたことから、

その運営等について、並びに申し合わせ事項について等、ご協議をお願いする

ものでございます。

最初に、「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件

1件

1件

1 会期及び日程案等について

6月 市議会定例会の「会期及び日程 (案)等」についてでございますが、上

程議案は、 6月 3日 (金)の告示日に、各議員あてに送付をさせていただいた

ところでございます。

(1)市長提出議案等について

ア 予算議案でございますが、

3件で、その内訳は、

・一般会計

・特別会計 (介護保険)′

・企業会計 (水道事業)

でございます。

イ ー般議案でございますが、

12件で、その内訳は、

・条例議案 2件



・訴えの提起議案

・市道路線の認定議案

・市道路線の廃止議案

・人事議案

でございます。

なお、人事議案の内容といたしましては、

・人権擁護委員の候補者の推薦について

2件

6件

1イ牛

1イ牛

1イ牛

でございますが、これにつきましては、最終日、投票により採決を行う予定で

ございます。

ウ 報告事項

6件で、その内訳は、

・継続費繰越計算書について (一般会計)

・繰越明許費繰越計算書について (一般会計 ,国保・

・予算繰越計算書について (水道)

・出資法人 (10法人)の経営状況について

1イ牛

区画整理)

3件

1イ牛

1件

でございます。

また、お手元の資料とおり、平成 23年 6月 3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 3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

3名 と個人推薦 1名 の届出がありました。このことから、6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。

なお、市長選出区分の議員の選挙につきましては、届出のあった候補者の数

が選挙すべき議員の数を超えないため、選挙は行わないとのことでありますの

で、ご了解賜 りたいと存 じます。

(2)請願について

次に、請願についてでございますが、本定例会に請願の提出はありませんの

で、よろしくお願いいたします。

(3)会期 日程 (案)に ついて

次に、6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、 6月 10日 (金)か ら30日 (木 )

までの21日 間を予定させていただきました。

順に申し上げますと、まず、初 日の議事でございますが、開会いたしまして、

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、

継続費・繰越明許費及び水道事業会計予算に係わる繰越計算書 5件及び出資法



(

人の経営状況についてでございます。

次に、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。

続いて、市長提出の議案第 63号「平成 23年度川口市一般会計補正予算 (第

1号 )」 から議案第 76号「市道路線の廃上について」までの 14議案を一括

上程いたしまして、市長の提案理由の説明、渋谷副市長の議案説明の後、散会

となる予定でございます。

初日の散会時刻は、概ね 11時頃になろうかと存 じます。

なお、これらの市長提出議案につきましては、22日 (水)の 一般質問終了

後、各常任委員会へ審査を付託いたして参 りたいと存 じます。

続いて、 6月 11日 (土)か ら19日 (日 )ま では議案等の調査及び精読の

ため休会といたします。

次に、一般質問の日程でございますが、今議会における発言予定者数につき

ましては、過 日の代表者会議におきまして、自民党 3人、公明党 3人、共産党

2人、民主新風会 1人、川口みらい 1人、無所属 1人の計 11人の報告を受け

ているところでございます。

したがいまして、一般質問の日を20日 (月 )、 21日 (火 )、 22日 (水 )

の 3日 間といたしたいと考えております。

発言順序並びに発言者につきましては、後ほど、お諮 りいたしたいと存 じま

す。

なお、発言通告の締切は、 6月 15日 (水)午前 10時までにお願いをいた

します。

続いて、各常任委員会につきましては、 27日 (月 )に開催を予定いたして

おります。

なお、改選後初めての委員会開催となることから、委員会に出席する所管の

理事者については、正副委員長の互選後、休憩中に組織順で自己紹介を予定い

たしておりますので、よろしくお願いいたします。

さらに、最終日でございますが、 30日 (木)を予定いたしております。

それでは、最終 日の議事について申し上げます。

まず、諸報告 として定期監査結果報告を行い、次に、各常任委員会正副委員

長の互選結果報告を行なって参 ります。

続きまして、永年勤続議員に対する表彰状の伝達がございます。

本年度は、 20年表彰で立石泰広議員が該当されております。

立石議員には、市長祝辞に対する謝辞につきましてもよろしくお願いいたし

たいと存 じます。

次に、各常任委員会に付託をいたしました、市長提出議案について委員長報

告を行い、質疑、討論の後、採決といたします。

なお、採決の方法は、反対がぁる議案につきましてはグループ分けをして、

3
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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

ます。

続いて、人事議案 1件 (人権擁護委員)を投票により、採決を行なって参 り

たいと存 じます。

次に、日程を追加の上、各常任委員長から議長への特定事件の閉会中継続審

査申し出の報告及び特定事件の継続審査決定を簡易採決により行なって参 り

たいと存 じます。

次に、意見書等議員提出議案及び議員派遣の決定についてを、日程追加の上、

上程いた して参 りたいと存 じます。

最後に市長からあいさつがございまして、閉会にいたしたいと考えておりま

す。

また、先ほどの議長の挨拶にもございましたとおり、今定例会中に特別委員

会の設置が予定されておりますことから、動議案文が整いましたならば、最終

日の午前 9時 15分から議会運営委員会を開催 し、特別委員会設置に関わる動

議案文及び議事について、ご協議をお願いいたしたいと存 じます。

なお、特別委員会の設置が議会運営委員会で了承されました場合の最終 日の

議事でございますが、市長提出議案採決の後、日程を追加のうえ、各常任委員

長から議長への特定事件の閉会中継続審査申し出の報告及び特定事件の継続

審査決定を簡易採決により行なって参ります。その後、それぞれ特別委員会設

置に関わる提案理由の説明を行い、特別委員会を設置 し、閉会中の継続審査を

諮 り、委員の選任を議長指名により行なって参 ります:

ここで休憩をし、休憩申に正副委員長の互選を行い、再開後、正副委員長の

互選結果報告を行うこととなります。

次に、意見書等議員提出議案及び議員派遣の決定についてを上程いたし、最

後に市長からあいさつがあり、閉会となります。

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 一

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。
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板橋 (智)委員長

に

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

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。

発言順序はこのような順番で行われてきたようであるが、多数会派からとい

うことであれば、川口みらいの発言順序は5番 目になるはずである。 2日 目の

発言順序はこれでよいのか。

暫時休憩いたします。

休 憩 午前 10時 9分

再 開 午前 10時 13分

再開いたします。

発言順序については、今後、協議するということで、よろしくお願いいたし

ます。

各会派の発言順序については、黒板に記載のとおりでよろしいでしょうか。

一 異議なし ―

ご異議なしと認めt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 発言者順序表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
―

、公明党=■日、共産党―
―

、民主新

風会―■日、川口みらい-1■D

― 各会派別表②のとおり発表する 一

また、無所属議員さんの発言者については、黒板に記載のとおりお願いいた

します。

それでは、発言者にっきましては、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。
｀
 発言通告書の線出につきましては、 6月 15日 (水)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。

5
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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J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、 6月 20日 (月 )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

願います。

次に、「申し合わせ事項」の検討状況についてでございますが、 6月 1日 に

開催されました、各会派代表者会議において、前回の議会運営委員会で意見の

一致がみられず、持ち帰 り検討となっていた「申し合わせ事項」について、再

度協議がなされました。

その中で、「申し合わせ事項の協議のみならず、議会改革の観点から、検討

委員会の設置が必要である」という意見で各会派が一致 し、これに基づき6月

3日 (金)篠田議長から議会運営委員会の委員長である私と石橋副委員長に、

「議会改革に関する検討委員会設置」の申し入れがあり、 6月 6日 (月 )に第

1回、また、本日午前 9時 30分から第 2回の委員会開催に至ったところでご

ざいます。

これら2回の委員会において、まず、委員会の名称は、意見の一致に至らず、

再度持ち帰 り検討となったところであります。

次に、申し合わせ事項について協議を行なったところ、まず、「会派に属 し

ない議員は、会派に属する議員の発言が全て終了した後に発言すること」につ

いて、全会派の意見の一致を見るに至ったところであります。

次に、「会派に属 しない議員の討論時間を、 10分以内とすること」につい

ては、       から「仮に可否が拮抗するような重大な案件が議題とな

った場合に、討論時間が不足することも想定される。議員の発言権は極力制限

されるべきでないと考えることから、『無所属議員から、討論が 10分以上に

なるとの申し出があった場合には、議会運営委員会で対応を協議する。』とい

う一文の追加を検討 していただきたい」旨の発言があり、再度各会派で持ち帰

り検討 したうえで、本日協議 しましたが、意見の一致を見るに至 らなかったと

ころであります。

以上が検討状況であります。ただいまの報告について、何かご意見等があり

ましたら、ご発言をお願いいたします。

討論時間については、前回の会議で、本日結論を出すと決めたところである。

本日中に結論を出すようにしていただきたい。
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板橋 (智)委員長
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我が会派もこの会議で結論を出したいと考えている。

小委員会でも意見の一致に至らなかったとのことであるが、この会議で採決

をしても結論を求めるのか。これまで一貫 して申し上げているとおり、議会運

営委員会において採決という手法は,1染まない。発言順序についても、縦・横

の関係など様々な要素を踏まえて決めたものであり、突き詰めるとクジで決め

るということになる。ここは一旦休憩をとって、小委員会で出された意見につ

いて、何が問題なのか整理 し、議論 してはどうか。それでも一致に至らないの

であれば、一定のルールに従い運営していけばよい。討論時間が 10分では足

りないというのであれば、15分という選択肢もある。これが議会運営であり、

採決を急がず議論 してはどうか。

前回の議会運営委員会で提案理由の説明を受けたが、疑間があったので、改

めて説明を求めたところきちんとした説明がなされなかった。我々としても市

民への説明責任があり、疑間があるものについて賛成はできないので、改めて

説明をいただきたい。歩み寄る姿勢を見せているにも関わらず、結論だけを求

められても賛成することはできない。

議会は議論をする場であり、討論時間は保障されなくてはならないことか

ら、縮める必要はない。多数会派が不公平感を感 じるのであれば、上限を増や

す方向で検討すればよい。

暫時休憩いたします。

休 憩 午前 10時 31分

再 開 午前 11時 27分

再開いたします。

様々な意見が出されましたが、この会議で結論を出すというのが共通認識で

あります。

改めて、        はいかがでしょうか。

休憩中の議論を受けて発言させていただくが、議論が紛糾 した際には、少数

意見に対 しても、何 らかの配慮をしていただくことを要望 し賛成する。

委員長には休憩中の議論において出された各会派の思いを踏まえ、委員会の

運営にあたっていただきたい。
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板橋 (智)委員長

ほかにご意見がなければ、まず、「会派に属 しない議員の討論時間を、 10
分以内とすること」について、ただいまの協議のとおり対応することで、よろ

しいでしょうか。

一 各会派了承 ―

それでは、ただいまの協議のとおり、対応することに決定させていただきま

す。

次に「会派に属 しない議員は、会派に属する議員の発言が全て終了した後に

発言すること」について、ただいまの報告のとおり対応することで、よろしい

で しょうか。

一 各会派了承 ―

それでは、ただいまの報告のとお り、対応することに決定させていただきま

す。なお、富沢議員に,まただいまの結果を事務局から報告願います。

次に、「その他」の事項について、局長から一括 して説明をお願いいたしま

す。

6 その他 :

(1)特別職の紹介

・人権擁護委員 中溝 花子 氏

(平成 22年 12月 同意・開会前控室)

・人権擁護委員 平野 忠男 氏

(平成 22年 12月 同意・開会前控室)

(2)き らり川ロジュニア議会の開催について

今年度も、来る8月 23日 (火)に本会議場において、市内の中学生・高校

生からなるジュニア議会を開催したい旨の要請がありました。

当市議会としては、開催趣旨に鑑みて、運営面での協力をして参りたいと存

じますので、よろしくお願いいたします。

(3)9月 市議会定例会の日程 (案)について

9月 市議会定例会の日程 (案)につきましては、お手元に配付してあります

資料のとおりでございますので、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ことについ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。
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r  
｀

― 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。

また、小委員会の名称につきましては、意見の一致が見られておりませんが、

正副委員長に一任させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。

二 異議なし ―

それでは、委員会の名称につきましては、正副委員長に,任させていただき

ます:         ,

最後に、当委員会の行政視察について申し上げます。

日程については、8月 17日 (水)か ら19日 (金)ま での3日 間とするこ

とで、先に決定いたしておりますが、視察地については、旭り|1市議会、富良野、

市議会、帯広市議会の視察を予定しておりますので、よろしくご了承願います。

なお、詳細な行程については、後日、事務局より送付いたさせますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上で、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、議会運営委員会を閉会いたします。

本日はたいへんご苦労さまでした。

閉 会 午前 11時 33分
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