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 令和元年８月２６日（月）  場所 委員会室 

 ○出席委員 

    委員長       髙柳貴美代        委員        住友 珠美 

    副委員長      稗田美菜子         〃         小口 俊明 

    委員        藤田 貴裕        ……………………………………… 

     〃         藤江 竜三        議長        石井 伸之 

                           副議長       望月 健一 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○出席説明員 

    市長        永見 理夫        政策経営部長    藤崎 秀明 

    副市長       竹内 光博        行政管理部長    雨宮 和人 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○議会事務局職員 

    議会事務局長    内藤 哲也        議事係長      佐藤 修平 

    議会事務局次長   波多野敏一        議事係員      若林 星宇 

                           議事係員      鰺坂 周平 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○協議事項 

  ◎議長及び市長挨拶 

  議題１．第３回定例会の議事運営について 

    (1) 会期、日程（案）等について 

     ① 会期、日程（案）について 

     ② 議事日程（案）について 

    (2) 議案、請願・陳情等の取り扱いについて 

     ① 議案等について 

     ② 請願・陳情について 

     ③ 追加議案について 

     ④ 各常任委員会への報告事項について 

    (3) 議員提出議案の提出期限について 
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午前１０時３分開議 

○【髙柳貴美代委員長】 皆様、おはようございます。令和元年第３回定例会前の議会運営委員会に

お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 国立市のスーパークールビズの期間は10月末日までとなっておりますので、従前のとおり第３回定

例会及び決算特別委員会においても同様の扱いとさせていただきます。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開きます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

◎議長及び市長挨拶 

○【髙柳貴美代委員長】 初めに、議長より御挨拶をお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 おはようございます。本日は、９月議会前の議会運営委員会にお集まりをいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

 また、閉会中におきましては、各委員の皆様においてさまざまな案件で御協議をいただき、心から

感謝を申し上げます。 

 徐々に暑さも和らいでまいりましたが、まだ夏の疲れ等残っている方もあるかと思いますので、体

調管理には十分お気をつけいただき、そして、この９月議会、元気に乗り越えていただきますよう心

からお願いをいたしまして、議長から一言、挨拶とさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願

いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございました。 

 続きまして、市長から御挨拶をお願いいたします。 

○【永見市長】 おはようございます。本日は、令和元年第３回定例会に向けまして議会運営委員会

を開催していただき、感謝申し上げます。着座にて失礼いたします。 

 それでは、今回の提出予定案件でございます。 

 最初に、報告等についてですが、樹木の接触による車両損傷事故に係る和解に伴う専決処分事項の

報告についてが１件ございます。 

 次に、市道路線の廃止についてですが、払い下げの申請により、一般交通の用に供する必要がない

市道路線２路線を廃止するものでございます。 

 次に、条例案についてですが、国立市印鑑条例の一部を改正する条例案外全部で６件を提出させて

いただいております。 

 次に、補正予算についてですが、令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案、令和元年度国

立市下水道事業特別会計補正予算（第１号）案、令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第１

号）案、令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案の４件を提出させていただ

いております。 

 最後に、追加提出予定案件についてですが、会計年度任用職員制度導入関連の条例案２議案につい

ては、組合との協議が調い次第、追加提出させていただきます。また、人事案件として、国立市教育

委員会委員の任命の同意について、並びに健全化判断比率等について、債権の放棄についての報告、

平成30年度の決算認定として、平成30年度国立市一般会計歳入歳出決算及び各特別会計の歳入歳出決

算については、いずれも準備が整い次第、追加提出させていただきます。 

 提出予定案件は以上でございます。 

 なお、９月１日付にて社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団が設立されます。出席説明員
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のうち、現在の事業団設立準備担当部長が事務局長として派遣予定となっております。すなわち議会

の途中で、最初の本会議はおりますが、途中からは出席がなくなるということでございますので、お

知らせをさせていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、お手元に御配付の協議事項に沿って議事を進行してまいります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

議題１．第３回定例会の議事運営について 

 (1) 会期、日程（案）等について 

  ① 会期、日程（案）について 

○【髙柳貴美代委員長】 議題１、第３回定例会の議事運営について。(1)会期、日程（案）等につ

いての①会期、日程（案）について、事務局より説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 初めに、会期、日程（案）について御説明を申し上げます。市長提出議案

は、報告案件、市道路線の廃止、条例の一部改正、補正予算案で12件でございます。 

 請願・陳情でございますが、今回、陳情が16件提出されております。そのうち郵送分が１件でござ

います。郵送による陳情につきましては、委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準及び先例に

倣いまして、その写しを各会派へ御配付をいたしております。そのほか、提出の期日を過ぎて提出さ

れた陳情が１件ございます。この取り扱いにつきましては、先例により、必要に応じて議会運営委員

会で協議することとなっておりますので、次の協議事項の(2)議案、請願・陳情等の取り扱いについ

てで御協議をお願いいたします。 

 第３回定例会の会期は、８月29日木曜日から９月19日木曜日までの22日間とする案でございます。 

 それでは、お手元に御配付いたしました令和元年国立市議会第３回定例会日程表について御説明を

申し上げます。８月29日木曜日が本会議の初日でございます。初日は、会議録署名議員の指名、会期

の決定、行政報告、議案等上程・委員会付託、採決まででございます。 

 ８月30日金曜日から９月１日日曜日までは休会とし、２日月曜日から５日木曜日までは一般質問で

ございます。一般質問通告者は20名でございましたので、前例に倣いまして、各日５名の割り振りで

行うという案でございます。６日金曜日が議会運営委員会、７日土曜日、８日日曜日は休会とし、９

日月曜日が総務文教委員会、10日火曜日が建設環境委員会、11日水曜日が福祉保険委員会でございま

す。12日木曜日から18日水曜日までは最終本会議に向けての議事整理等で休会とし、17日火曜日に最

終本会議の議事運営について議会運営委員会を開催し、19日木曜日を最終本会議とする日程案でござ

います。 

 なお、事業団設立準備担当部長につきましては、市長の御挨拶にもありましたとおり、９月以降不

在となる予定でございます。本会議への出席はございませんので、御了承をお願いいたします。 

 会期、日程（案）につきましては以上のとおりでございます。御協議くださいますようよろしくお

願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 
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   ────────────────── ◇ ────────────────── 

  ② 議事日程（案）について 

○【髙柳貴美代委員長】 ②議事日程（案）について、事務局より説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、議事日程（案）について御説明を申し上げます。お手元の議事

日程（第１号）をごらん願います。 

 議事日程は、前例に倣い配列をいたしております。初日の議事日程につきましては、日程第30、陳

情第24号までで散会し、９月２日月曜日から日程第31、一般質問に入るという案でございます。 

 議事日程（案）につきましては以上のとおりでございます。よろしく御協議くださいますようお願

い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 (2) 議案、請願・陳情等の取り扱いについて 

  ① 議案等について 

○【髙柳貴美代委員長】 (2)議案、請願・陳情等の取り扱いについてに入ります。まず、①議案等

について、事務局から説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 議案等について御説明を申し上げます。 

 初めに、日程第４、報告第８号専決処分事項の報告についてにつきましては、地方自治法の規定に

より報告を受ける扱いとなります。 

 次に、議案の付託先について御説明申し上げます。お手元に配付してあります付託事件一覧表をご

らん願います。第43号議案は建設環境委員会、第44号議案及び第45号議案は総務文教委員会、第46号

議案から第48号議案までは福祉保険委員会、第49号議案は総務文教委員会となります。第50号議案令

和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案は各常任委員会、第51号議案令和元年度国立市下水道

事業特別会計補正予算（第１号）案は建設環境委員会、第52号議案令和元年度国立市介護保険特別会

計補正予算（第１号）案及び第53号議案令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

案は福祉保険委員会となります。 

 議案の付託先につきましては以上のとおりでございます。よろしく御協議くださいますようお願い

申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

  ② 請願・陳情について 

○【髙柳貴美代委員長】 次に、②請願・陳情についてに入ります。 

 ここで、陳情の中に特定の個人・団体への言及を含むものがございますので、陳情第11号から陳情

第19号までの取り扱いについて御意見等を承ります。あわせて、陳情第25号の取り扱いにつきまして
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も御意見を承ります。 

 まず、陳情第25号につきまして、本定例会での取り扱いとするかどうか御意見をいただきます。藤

江委員。 

○【藤江竜三委員】 第25号について、期日を過ぎているのであれば、次回に持ち越すという従来ど

おりの運用をしていただければというふうに考えます。 

○【住友珠美委員】 私も第25号につきましては、期日を過ぎていることと、また緊急性を感じない

ことから、次回に持ち越してよろしいのではないかと判断いたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、陳情第25号につきましては、第４回定例会の扱いにさせていただくということでよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたします。 

 次に、陳情第11号から陳情第19号までの御意見等を承ります。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 済みません、一括して、議長預かりなど討論をさせていただきたいと思います。 

 まず、陳情項目の中で議員の資格の剥奪を求める、そういう陳情がありますけれども、１人の個人

から議員の身分を剥奪するようなことは議会としてお受けできませんし、そういう権限もないと、こ

ういうように感じております。また、ほかの陳情ではどう思いますかという疑問形の陳情が出ており

ますけれども、陳情というのは疑問にお答えするものではありませんので、これは陳情要件としては

ふさわしくないと考えております。 

 また、ほかの陳情では、市役所で働く職員を侮辱するような文言があったり、あるいは男性に対し

てのセクハラの認識について非常に極端な考え方をお持ちのようでありまして、私たちの交渉団体と

しては、差別的な内容のある陳情というのは公にして取り上げるべきではないと、こういうように判

断しておりますので、以上の理由から、第11号から第19号までの陳情については、全部議長預かりで

よろしいと考えております。 

○【藤江竜三委員】 第11号から第19号につきましては、議会運営委員会で決めた取扱基準の(6)そ

の他、議会運営委員会が委員会への付託等になじまないと認めたものに該当するであろうと考えてい

ます。その理由としては、やはり個人的な内容であったり質問といったもの、また個人を誹謗中傷す

るような内容であったりと多岐にわたるかと思います。そういった理由で、私どもは、これについて

は全て議長預かりというふうに考えています。 

○【住友珠美委員】 私たち会派では、精査した結果、委員会への付託等から除外する陳情の取扱基

準に照らし合わせながら考えましたが、その結果、やはり第11号から第19号に関しましては個人的な、

特に議員の資格剥奪であったり、個人的な内容にかなり触れているところと、また疑問形での陳情で

あったりしますので、(6)付託等になじまないと認めたものに該当するのかなということを判断いた

しまして、議長預かりでお願いしたいと考えております。 

○【小口俊明委員】 陳情第11号から第19号までにつきましては、委員会等への付託にはなじまない

だろうというふうに判断をいたします。その理由といたしましては、陳情事項が意見、あるいは質問

になっている場合には陳情として委員会等へ付託することにはなじまないだろうというところ、また、

陳情事項の中では、議会に議員の資格剥奪を求めているようなこと、あるいは議会に法令違反の判断
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を求めているようなこと、あるいは事実に反した不適切な記述があったり、あるいは仮定に基づいて

いたり、内容が判然としない場合もございます。こうした一連の中では、11号から19号までは委員会

等への付託にはなじまないだろうと、このように判断をいたしました。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。いいですか。 

 それでは、陳情第11号から陳情第19号までの９件の陳情につきましては、委員会への付託等から除

外する陳情の取扱基準に基づき、委員会への付託等を行わず、その写しを各会派に配付するという取

り扱いとすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 それでは、陳情第24号の取り扱いに入りますが、ここで暫時休憩といたします。 

午前１０時２０分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後０時１４分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 休憩中に皆様に御熱心に御協議いただき、ありがとうございました。陳情第24号について、御意見

を承ります。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 この間、私たちの交渉団体の虹では６人で協議をしてきました。陳情には私た

ちの交渉団体に関連している議員の名前が１人出ているということで、その人が入ってしまいますと、

何か作為したんじゃないかとか、そう疑われることを避けるために、今般は６名のメンバーで議論し、

当初はこれを議長預かりとしないで、委員会でしっかりと市の当局を交えた見解を伺っていく、そう

いうような立場でありました。今回、市の健康福祉部も相当対応していただいていると、こういうよ

うな話も聞いているところでありますが、なおらちが明かずに、やむにやまれず議会に陳情を出した

ということが背景にあったわけであります。 

 また、障害者総合支援法で市について指導・監督の権限があると、また、解約に当たっては、解約

する事業者がその後のサービス利用をしっかりとフォローしなくてはならない。一般論として、それ

が調わない場合は、市が協議の中に入っていくということがありましたので、それであれば取り上げ

ていくのがいいんじゃないか、そういう立場でありました。しかし、その後、さらに進んだ諸般の事

情がわかったということでありまして、双方が弁護士を立てて、訴訟の準備まではいかないにしろ、

どちらかに市が寄って何らか判断をするというのは難しい状況になったということがわかったところ

であります。 

 私たちの交渉団体では、それでも陳情者に寄り添うと、そういう立場、あるいは市の人権を大切に

する。そういう立場であれば、しっかりと議題にしたいところでありましたけれども、議運での採決

というのは避けるべきである。こういうのが私たちの交渉団体の考えでありますので、苦渋の決断と

いうことで、今回は議長預かりということにさせていただきたいと思いますが、議長と副議長におき

ましては、議長預かりとはいえども、生活に困ってやむにやまれず出された陳情ということでござい

ますので、丁寧な対応をしていただきたいと、そのお願いをして、議長預かりに苦渋の選択でしたい

と思います。以上です。 

○【藤江竜三委員】 議長預かりという方法でお話をしたいと思います。まず、この案件が非常に個

人的な案件であること、また、民民であることということを考えると難しいということがあるという
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のと、また、この陳情を見ますと、弁護士が入るというふうになりますと裁判になる可能性も高い。

そうなってきますと、係属中に準ずるというふうにも考えることができます。そうなりますと、委員

会への付託等から除外する陳情の取扱基準、議会運営委員会で定めた(5)に該当するというふうにな

ります。やはり裁判になってしまいますと、裁判中のものを議会で扱うということはどちらかに肩入

れするというふうになってしまう。どちらが有利・不利というふうになり、公平性を損ねるというふ

うになりますと議長預かりが望ましいものと考えますので、私どもの交渉団体では、これは議長預か

りと考えています。 

○【稗田美菜子委員】 交渉団体の虹として、私からも御意見をさせていただきたいと思います。 

 これまで暫時休憩中に各会派の皆様と、それとは別に土曜日、日曜日にかかわらず、交渉団体の中

でもしっかり話をして、本当に大変な思いをされて、今まで市としても努力をしてくださってきたけ

れども、解決を見なかった案件になっていると。何とかして子供の将来を考えたり、子供のことを心

配する親の気持ちもわかる１人としても支えることができないのかというふうに道を模索してまいり

ました。社会福祉法にしましても、障害者総合支援法にいたしましても、何らかの救済を求めること

ができるというような規定はあるということで、何とかして前に進めることができないかというふう

にこれまで取り組んできました。 

 虹の交渉団体の中でもいろいろ意見交換をしましたが、今ここに至って、新しい事実とともに、ど

ちらかに偏ることが市としてはできないということも明らかになったということから、私自身も本当

に苦渋の決断ではありますが、この件については議長預かりとして進めていくということで納得をさ

せていただきました。それにつきましては、本当に困ってどこにも声が上げられない、期日も迫って

いるという中で、多くの方がかかわって、それでも解決を見なかった案件であるということをしっか

りと正副議長で御理解いただいて、この点の対応を当局とともにやっていただきたいということをお

願い申し上げまして、私の意見にかえさせていただきます。 

○【住友珠美委員】 私たち共産党では、やはり丁寧にこれを審議させていただいて、民民というこ

とも考えられるところでありましたけれども、しかしながら、やはり社会福祉法人というのが、いろ

いろお話を聞きますと、障害者総合支援法９条にのっとって市が介入できる可能性もあるということ

です。当事者にとっては大変重い課題でありますし、ぜひ私としても救済できる模索をさせていただ

けたらと思っておりましたが、ただ、新しい事実が出てきまして、今回、弁護士同士の対応があった

ということと、市のほうでは係属中という判断があるということを鑑みますと、委員会への付託等か

ら除外する陳情の取扱基準(5)に相当するのではないかと考えました。私たちも本当に残念であるし、

話し合うところも必要であったかなと思うんですけれども、議長預かりという形をとらせていただき

まして、そのかわり、やはり議長預かりにしても当事者の方がきちんと救われる体制はとらなければ

いけない。そのためにも議長、副議長がしっかりとお話を聞いていただきまして、また、所管する部、

市長を含めしっかりと話をしていただいて、当事者の方と話を詰めていただいて解決が見られるよう

お願い申し上げまして、議長預かりということでお願いいたします。 

○【小口俊明委員】 本陳情第24号であります。それ以外の陳情も含めてでありますけれども、陳情

の取り扱いということで考えますと、一旦これは受けとめたという形だろうかなというふうに思いま

す。その上で議長預かりにするかどうかという判断かと思います。その判断といたしましては、この

陳情第24号は、取扱基準というところの(5)に相当して、議長への預かりとし、委員会等に付託をす

ることはしないという判断がよろしいのかなというふうに思います。 
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 その理由について申し上げます。いわゆる陳情として委員会等に付託し、審査をしていくというこ

とからすると、ある一定のルールの中で行っていくべきだろうというふうに考えております。それの

１つとして、個々個別の内容において一つ一つをというのはなかなか難しさがあるというふうに考え

ます。今回のこの第24号、その中でも委員会への付託にすることが可能になるのは、行政の一般事務

に関連して法的な根拠等、あるいは市の条例等の中でその事案が関連づけられるところがあれば可能

かなというふうに思ったところであります。そうした基本的な考え方をもとに判断する中で、さらに

この陳情の中に書いてあります文面の一部で、弁護士名で回答書が届きましたというところがあり、

この角度で検討を伺いますと、冒頭申し上げた取扱基準の(5)裁判、あるいは審査庁における審査中

の事案等々、あるいは争訟事件、この要件に当てはまってくる陳情ではないのかなというふうに判断

をいたしますので、ここはやはり委員会等に付託するにはなじまないという判断をいたしました。そ

の上で、行政としては市民に寄り添った一つ一つの個別のケースにおいて丁寧に、そして市民に寄り

添った対応というところは役割として大事なことでありますから、当局にはぜひ適切な対応を願えれ

ばと、このように希望いたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 全ての委員の方から御意見を承りました。 

 それでは、陳情第24号につきまして、委員会への付託等を行わず、その写しを各会派に配付すると

いう取り扱いとすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 続いて、他の請願・陳情の取り扱いについて、事務局から説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 まず、議会運営委員会に付託予定でした陳情第11号から陳情第14号までが

各会派への写しの配付という扱いになりましたので、９月６日の議会運営委員会の開催はございませ

ん。お手元に配付してあります関係資料は、議会運営委員会終了後に事務局にて差しかえをさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、請願・陳情について御説明いたします。今回、請願はございません。 

 陳情の付託先について御説明を申し上げます。陳情第10号及び陳情第20号は総務文教委員会、陳情

第21号及び陳情第22号は建設環境委員会、陳情第23号は総務文教委員会となります。 

 請願・陳情の取り扱いと付託先につきましては以上のとおりでございます。よろしく御協議くださ

いますようお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長から説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定をいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

  ③ 追加議案について 

○【髙柳貴美代委員長】 ③追加議案について、事務局から説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 追加議案につきまして御説明をさせていただきます。 

 市長の御挨拶にもありましたように、会計年度任用職員制度導入関連の条例案２議案を組合との協

議が調い次第、追加提出いたしたいとのことでございました。これらの取り扱いにつきましては、前

半の本会議までに議案が提出されましたら、提出された日の最後に追加議事日程として登載し、所管
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の常任委員会に付託するという扱いとなります。なお、前半の本会議に間に合わない場合は最終本会

議の議事日程に登載し、即決の扱いとなります。 

 次に、国立市教育委員会委員の任命に伴う同意についてを準備が整い次第、追加提出いたしたいと

のことでございました。議長宛てに提出されましたら、人事案件でございますので、先例に倣い、最

終本会議の議事日程に登載することとなります。 

 次に、健全化判断比率等について、債権の放棄について及び平成30年度各会計の決算認定につきま

しては、最終本会議に上程し、先例に倣い、議長と監査委員を除く全議員で構成する決算特別委員会

を設置し、議決後に付託し、閉会中の継続審査とする扱いとなります。詳しくは最終本会議前の議会

運営委員会で御協議を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、決算特別委員会の資料でございますが、資料要求は７月26日までに各会派から御提出をいた

だいているところでございます。要求のありました資料につきましては、担当部と調整いたしまして、

９月26日木曜日までに議員控室に配付する予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

 決算特別委員会の日程につきましては、10月３日木曜日、４日金曜日、７日月曜日、８日火曜日の

４日間で行うことを確認しております。 

 追加議案等の取り扱いにつきましては以上のとおりでよろしいか、御協議をいただきたいと存じま

す。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定をいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

  ④ 各常任委員会への報告事項について 

○【髙柳貴美代委員長】 ④各常任委員会への報告事項について、事務局から説明を願います。議会

事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 お手元に御配付しております報告事項の送付についての写しをごらん願い

ます。報告事項は、総務文教委員会の報告６件、建設環境委員会の報告２件、福祉保険委員会の報告

２件でございます。 

 以上のとおりでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定をいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 (3) 議員提出議案の提出期限について 

○【髙柳貴美代委員長】 (3)議員提出議案の提出期限についてに入ります。事務局から説明を願い

ます。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、議員提出議案の提出期限につきまして御説明を申し上げます。 

 意見書・決議案等の議員提出議案の提出期限につきましては、先例に倣いまして、９月11日水曜日

開催の福祉保険委員会の正午まででございます。 
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 なお、先例では、意見書案等について、一般質問初日の正午までに議長及び各会派に配付しなけれ

ばならないとされてございます。本定例会の日程は、先ほど御確認いただきましたとおりでございま

すので、意見書案等は９月２日月曜日の正午までに御配付いただきますようお願いいたします。以上

でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定をいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【髙柳貴美代委員長】 以上で本日の協議事項は全て終了いたしました。 

 これをもって議会運営委員会を散会といたします。 

午後０時３３分散会 
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