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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 8月 29日 (月 )    開 会  午前 10時 00分

閉 本
本 午前 10時 20分

3  ち易 弓〒 議会会議室

4 議 題 平成23年 9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、谷川、松本 (幸 )、 岩澤、

田日、立石、大関、関口、金子の各委員

篠田議長、松本 (進)副議長

6 オフ・サ
゛
りヽ ―゙ 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
b

♪

川口市議会



板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

篠田議長

)

板橋 (智 )委員長

)暉田局長

おはようございます。

本日は、お忙 しいところご参集を賜 り、ありがとうございます。

また、先般の当委員会の視察に際 しましては、委員皆様の格別なるご協力を

賜 り、所期の目的を十分に達成できましたことに対 し、まずもって御礼を申し

上げます。

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、 8月 24日 に9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、ご協議をお願いいたすものであります。

また、今定例会の最終日には、決算審査の特別委員会を設置 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。

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8月 24日付けで、9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」について、局長から説明をお願いいた

します。                    ´

1 9月 市議会定例会・会期及び日程案について

上程議案は、 8月 24日 (水)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、

10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・水洗資金・

奨学・区画・公共用地)

,企業会計 (水道)

でございます。

イ ー般議案でございますが、

132件で、その内訳は、

・条例議案

8件

1イ牛

110件



‐
)

)

その内訳は、鳩ヶ谷市の編入に伴う条例の整備 97件
その他、川口市税条例等の一部を改正する条例等法改正

に伴うもの

・契約議案

。和解議案

・公の施設の指定管理者の指定議案

・協議会の廃止議案

・事務の委託の廃止議案

・町字の名称変更議案

・市道路線の認定議案

・市道路線の廃止議案

。決算認定議案 (一般・特別、水道、病院)

13件

1件

1イ牛

3件

1件

2件

1件

6件

1件

・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、

。川口市教育委員会委員の任命同意について

。川口市公平委員会委員の選任同意について

r人権擁護委員の候補者の推薦について

3件

3件

でございますが、これらにつきましては、最終 日、投票により採決を行いたい

と考えております。                         ・

ウ 報告事項

9件で、その内容は、

公用自動車による人身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 3件

・平成22年度川口市一般会計継続費精算報告書について

。平成22年度決算に基づく川口市健全化判断比率について

・平成22年度決算に基づく川口市資金不足比率について

・平成23年度川口市教育委員会事務点検・外部評価報告書

であります。

なお、6月定例会で、もう一つの「訴えの提起」としてご可決をいただきま

した、いわゆる談合により本市が被った損害金の支払いを求めていた件でござ

いますが、これまで和解に向けて調整して参りましたが、残念ながら合言に至

りませんでしたq従いまして、当初の予定のとおり、訴えの準備を進めていく

とのことでありますので、よろしくお願いいたします。

2



次に、お手元の資料のとおり、平成 23年 8月 17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、 9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。

また、最終日に上程を予定 している議案といたしまして、「平成 22年度川

口市一般会計及び各種特別会計決算認定について」、「平成 22年度川口市水道

事業会計決算認定について」及び「平成 22年度川口市病院事業会計決算認定

について」がございます。

これらの議案につきましては、決算の日程が例年に比べ 3週間程度早まって

おりますことから、 8月 24日 (水 )の告示日に関連する資料と併せ、配付さ

せていただきました。

なお、決算認定議案につきましては、後程、改めてご説明をいたしたいと存

じます。

さらに、鳩ヶ谷市との合併により、川国市議会議員の定数が本任期中は 5名

増となることに伴い、「鳩ヶ谷市の編入に伴う川 口市議会委員会条例の特例に

関する条例」の制定を、今定例会、最終日に議員提案で行なって参 りたいと考

えております。

条例の内容でございますが、まず常任委員会につきましては、総務常任委員

会の人数を 10人から12人へと2名増とし、その他の福祉環境、経済文教、

建設の各常任委員会の人数を 10人からそれぞれ 11人へとl名増とし、合計

で 5名増 とするものでございます。

こちらにつきましては、最終日に日程追加の上、上程 して参 りたいと考えて

おります。なお、特別委員会の定数につきましては、増員選挙に伴う臨時会に

おいて提出して参 りたいと考えておりますので、この点、よろしくお願いいた

します。

(2)請願について

次に、請願についてでございますが、本定例会への提出はございませんので、

よろしくお願いいたします。

(3)会期 日程 (案)に ついて

続きまして、 9月 市議会定例会の「会期 日程 (案 )」 について、ご説明いた

します。お手元に配付いた しております「会期 日程 (案 )」 のとおり、 8月 3

1日 (水)か ら9月 22日 (木)ま での23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、開会をいたしまし

て、「会期の決定」、「会議録署名議員の指名」に続いて、諸報告として専決処



)

分の報告 について、平成 22年度川 口市一般会計継続費精算報告書 について 。

平成 22年度川 口市健全化判断比率について 。平成 22年度川 口市資金不足比

率について及び、川口市教育委員会事務点検・外部評価報告書についてを行い

ます。

次に、特別委員会の委員長報告を、お手元の「会期 日程 (案 )」 の順に行な

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 78号「平成 23年度川口市一般会計補正予算」か

ら議案第 213号「市道路線の廃上について」までの、 136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 12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、 14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。

また、 9月 1日 (木)か ら8日 (木)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、9日 (金 )、 12日 (月 )、 13日 (火 )、

14日 (水)の 4日 間を予定いたしております。

なお、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、自民党さんが4人、公明党さんが 3人、民主新風会さんが 2人、

共産党さんが 3人、川口みらいさんが 1人の計 13人の報告を受けているとこ

ろでございます。

発言順序並びに発言者につきましては、後程、お諮 りいた したいと存 じます。

なお、発言通告は、 9月 6日 (火)午前 10時までにお願いいた します。

次に、各常任委員会につきましては、 9月 16日 (金)に 開催を予定いた し

ております。

さらに、最終日でございますが、9月 22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、ご説明いたします。

まず、諸報告として監査結果報告を行い、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、討論を経て、採決と

いたします。

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、そ

れぞれ起立採決、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。

続きまして、先程、申し上げました決算に係わります議案を、上程いたして

参 りたいと存 じます。

まず、「平成 22年度川口市一般会計及び各種特別会計決算認定について」

を上程いたします。提案理由の説明、質疑の後、議長発議により、「決算審査



特別委員会」を設置いたし、委員の選任を議長指名により行い、閉会中の継続

審査といたしたいと考えております。

続いて、「平成 22年度川口市水道事業会計決算認定について」並びに「平

成 22年度川 口市病院事業会計決算認定について」の 2議案を一括上程いた

し、ただいま申し上げました「一般・特別会計決算認定」と同様の議事で進め

て参 りたいと存 じます。

なお、委員の指名にあたりましては、過日の各会派代表者会議において協議

しましたところ、お手元の資料のとおり「一般・特別会計J並びに「企業会計」

ともに 12人で構成をいたし、その内訳といたしましては、「一般・特別会計」

については、自民党さんが 5人、公明党さんが 3人、共産党さんが 2人、民主

新風会さんが 1人、川口みらいさんが 1人、「企業会計」については、自民党

さんが5人、公明党さんが 3人、共産党さんが 1人、民主新風会さんが 2人、

川 口みらいさんが 1人となっておりますので、ご了承を賜りたいと存じます。

また、各決算審査特別委員会の正副委員長の互選につきましては、最終日閉

会後に、後程、ご説明いたします「公営競技事業運営協議会Jに 引き続き、「一

般・特別会計」につきましては第 1委員会室、「企業会計」につきましては第

2委員会室において、それぞれ指名推選にて行なっていただきたいと考えてお

ります。

なお、一般・特別会計の委員長につきましては自民党さん、副委員長は公明

党さんで、企業会計の委員長については自民党さん、副委員長は共産党さんと

なっておりますので、よろしくお願いいたします。

さらに、「決算審査特別委員会Jの 日程につきましては、本年より、前倒 し

して実施することから、 10月 17日 (月 )か ら21日 (金)ま でといたしま

して、「一般・特別会計」が 5日 間、「企業会計」が 1ないし2日 間を、それぞ

れ予定いたしたところでございます。

決算認定議案に続きまして、人事議案 3件 (教育委員会委員 公平委員会委

員・人権擁護委員)を、上程いたし、提案理由の説明の後、投票により採決を

行いたいと存 じます。

次に、「鳩ヶ谷市の編入に伴う川口市議会委員会条例の特例に関する条例J、

「意見書」等の議員提出議案及び議員派遣の決定について、日程を追加の上、

上程いた して参 りたいと存 じます。

ただ今、申し上げましたこれらの追加議案等につきましては、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、

よろしくご了承を賜 りたいと存 じます。

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。



板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

`板橋 (智)委員長

ただいま、局長から説明のありました「会期及び日程案」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 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、ホワイ トボー ドに記載のとおりでよろしいでしょう

か 。

なお、同数会派であります民主新風会さんと共産党さんの発言順序ですが、

今回は民主新風会さんが先になりますので、よろしくお願いいたします。

一 異議なし 一

ご異議がないようですので、各会派の発言順序につきましては、ホワイトボ

ード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 発電去順序表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‐ 、共産党―     民主新

風会―‐ 川口みらいJ■■)

一 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、9月 6日 (火)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、先程、局長から報告がありましたとおり、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。



板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

押田局長

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、9月 9日 (金)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、議会改革推進委員会の検討経過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、 7月 13日 、 7月 29日 の2回にわたり推進

委員会が開催されたところであります。

初めに、 7月 13日 に開催された第 3回 目の委員会では、お手元の資料のと

おり、各会派から提案されました検討事項について説明がなされ、提案された

項 目を一通 り検討 していくこととなったものであります。

次に、 7月 29日 に開催された第 4回 目の委員会では、検討事項に関する他

市の状況について事務局から報告があり、それを参考に各会派持ち帰 り検討す

ることとなったところであります。

以上が、議会改革推進委員会の検討経過の概要でございます。

このことにつきまして、ご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたし

ます。

― な し ―

ご意見がなければ、ただいまの説明のとおり、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

その他については、 4点 ございます。

(1)公営競技事業運営協議会 (全体会議)の 開催について

公営競技事業運営協議会の全体会議を、 9月 22日 (木)の最終 日閉会後、

議場において開催いたしたいと存 じますので、よろしくご了承をお願いいたし

ます。

なお、所要時間は、 1時間程度の予定でございます。

(2)鳩ヶ谷市の平成 23年度決算について

鳩ヶ谷市の平成 23年度決算でございますが、合併の前日である 10月 10
日をもって打ち切 り決算となります。これに伴い、決算審査特別委員会を年明

けの 1月 18日 から20日 までの 3日 間で開催を予定 しております。委員の構

成等につきましては、増員選挙後、改めてご協議いただきたいと考えておりま
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すので、よろしくお願いいたします。

(3)合併後の臨時会の日程 (案)について

鳩ヶ谷市との合併に伴う増員選挙の後、臨時会を 11月 18日 (金)に開催

を予定しておりますので、日程の確保をよろしくお願いいたします。

(4)12月 市議会定例会の日程 (案)について

12月 市議会定例会の日程 (案)につきましては、お手元の資料のとおりで

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。

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、議会運営委員会を閉会いたします。

本日は、たいへんご苦労さまでしたL

閉 会 午前 10時 20分


