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 令和元年５月３１日（金）  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 

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

 ○協議事項 

  ◎議長及び市長挨拶 

  議題１．第２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９時５８分開議 

○【髙柳貴美代委員長】 皆様、おはようございます。改選後、初めての議会運営委員会でございま

す。今期も皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 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】 それでは、議長より御挨拶をお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 皆様、おはようございます。令和元年最初の、そしてまた改選後、初めての定

例議会を迎えるに当たって、議会運営委員会にお集まりをいただきまして、心から感謝を申し上げま

す。 

 議長として所信表明でも報告をさせていただきました公正・中立、そしてパワハラ、セクハラは絶

対に許さない。そういった政治理念にのっとった議会運営をしっかりと心がけてまいりますので、ど

うか皆様の慎重審議いただきますよう心からお願いいたしまして、一言議長として挨拶をさせていた

だきます。本日、どうか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、市長より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２回定例会に向け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についてでございます。最初に、報告等についてですが、平成30年

度国立市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について外全部で５件でございます。このうち、国立

市土地開発公社の経営状況につきましては、当該公社の評議員会及び理事会の開催日程上、また、公

益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団の経営状況につきましても、当該財団の評議員会の開催

日程の関係上、準備が整い次第、追加提出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、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、公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例の一部を改正す

る条例案外全部で４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２号）案を提出させてい

ただいております。 

 次に、その他についてですが、国立市大字谷保字天神下及び同字出井崎の一部並びに国立市大字青

柳字向新田、大字谷保字中新田及び同字下新田の区域を国立市谷保六丁目に変更する国立市の町区域

の変更についてを提出させていただいております。 

 最後に、監査委員の人事案件につきましては、調整がつき次第、追加提出させていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 提出予定案件は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 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２回定例会の議事運営について 
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 (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２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、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、初めに会期、日程（案）について御説明を申し上げます。 

 まず、市長提出議案でございますが、報告、市道路線の廃止、条例の一部改正、補正予算案など計

10件でございます。 

 次に、請願・陳情でございますが、今回陳情が８件提出されております。そのうち郵送分が２件で

ございます。郵送によります陳情につきましては、先例及び委員会への付託等から除外する陳情の取

り扱い基準に基づきまして、その写しを各会派へ配付いたしております。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に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２回定例会の会期は、６月５日の水曜日から25日の火曜日までの21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２回定例会日程表について御説明を

申し上げます。６月５日水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。 

 ６日木曜日は休会とし、７日金曜日と10日月曜日から12日水曜日まで一般質問を予定しております。

一般質問の通告者は20名でございましたので、それぞれ５名ずつの割り振りで行う案でございます。

13日木曜日から24日月曜日までは休会とし、13日木曜日が議会運営委員会、14日金曜日が総務文教委

員会、17日月曜日が建設環境委員会、18日火曜日が福祉保険委員会を予定しております。 

 なお、21日金曜日には最終本会議の議事運営について協議する議会運営委員会を開催し、25日火曜

日を最終本会議とする日程案でございます。 

 会期、日程（案）につきましては以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

○【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 議事日程（案）について 

○【髙柳貴美代委員長】 続きまして、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）をごらんください。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19、陳情第９号の委員会付託までで散会し、７日金曜日から日程第20、

一般質問に入るという案でございます。 

 議事日程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。 
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（「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、事務局から説明願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、まず、議案等の取り扱いについて御説明申し上げます。 

 初めに、日程第４、報告第３号平成30年度国立市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてに

つきましては、地方自治法施行令の規定により報告を受ける扱いとなります。 

 次に、日程第５、報告第４号及び日程第６、報告第５号の２件の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を申し上げます。お手元に御配付してあります付託事件一覧表

をごらん願います。第35号議案は建設環境委員会、第36号議案から第38号議案までは総務文教委員会、

第39号議案は福祉保険委員会、第40号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案は各常任

委員会、第41号議案は建設環境委員会になります。 

 議案の付託先は以上でございます。議案等の取り扱いも含めまして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が、特定の個人に係る情報を含む

協議が必要となりますので、ここで暫時休憩といたします。 

午前１０時８分休憩 

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

午前１０時２２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。 

 陳情第４号の取り扱いについて、休憩中に皆様に御熱心に話をいただきました。全ての委員の方々

が、陳情第４号については議長預かりという御意見でございました。 

 それでは、陳情第４号につきましては、委員会への付託等から除外する陳情の取り扱い基準に基づ

き、委員会への付託等は行わず、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、ただいま陳情第４号が各会派への写しの配付という取り扱いになり
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ましたので、お手元に御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ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、御説明いたします。請願・陳情につきまして御説明を申し上げます。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５号は福祉保険委員会、陳情第６号は

議会運営委員会、陳情第７号から陳情第９号までは総務文教委員会となります。 

 次に、陳情第10号につきましては、昨日、第２回定例会の請願・陳情の提出期日を過ぎてから提出

をされたものでございます。先例に倣いますと、必要に応じて議会運営委員会で御協議をいただくと

ころでございます。陳情の提出者には第３回定例会の取り扱いになることも御説明をしているところ

でございますが、その取り扱いを御協議いただきたいと存じます。 

 以上のとおりでございます。陳情の付託先も含めまして、御協議をいただければと思います。よろ

しくお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ただいま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。 

○【藤田貴裕委員】 陳情第10号についてですけれども、ホームページはちゃんと直っているんです

よね。直っていますよね。直っているとは思うので、一応ルールでは議運の前日の正午までから議運

の３日前ですかね。その正午までということになって、１年間の周知期間をたしか置いているんです

けれども、ホームページは直っているということで、市報のガイドブックのほうは、古いのは直って

いないんですよね。あれなかなか難しいんですね。直ったのかな。そういう面で周知は、私たちはし

たつもりではありますけれども、なかなかなっていないのかなということも考えると非常に難しいん

ですよ。１回ぐらいは救済してもいいのかなという気はする反面、決めたことは決めたということで

難しいところにいますので、２つの立場で私は議論していいのかなと思います。以上です。 

○【住友珠美委員】 先に質問させていただきたいんですけど、この陳情を出されて、ちょっとおく

れられた経緯というか、そういったことがもし議会事務局のほうでは、ちょっと説明をしていただけ

たらと思います。 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、ここで暫時休憩とさせていただきます。 

午前１０時２７分休憩 

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

午前１０時３３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。 

 それでは、御答弁をお願いします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 済みません、お時間をいただきまして、ありがとうございます。御回答い

たします。陳情者に関しましては、期日の問題ですが、これまで議運の前日の正午までというのを、

３日前の正午というふうに国立市議会のほうで変えさせていただきましたけれども、そのことは御存

じの上で昨日お持ちをいただいたというふうな状況でございます。 

 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】 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情第10号は第３回定例会で取り扱いになることも含めまして、請願・陳情の取り扱い

について、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 
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   ────────────────── ◇ ────────────────── 

  ③ 追加議案について 

○【髙柳貴美代委員長】 次に、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】 市長の御挨拶の中にもございましたが、報告として、国立市土地開発公社

の経営状況及び公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団の経営状況を追加提出したいとのこと

でございました。提出をされましたら、日程第６、報告第５号の次に追加議事日程として登載し、報

告を受ける扱いとなります。 

 監査委員の人事案件につきましては、調整がつき次第、追加提案をさせていただきたいとのことで

ございます。その取り扱いにつきましては、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、先例に倣いまして、最終本会議の議事日程に登載することとなります。 

 追加議案につきましては以上でございます。御確認をお願いしたいと存じます。 

○【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。 

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

  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、事務局から説明をお願いします。

議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 お手元にお配りしてあります報告事項の送付についての写しをごらんいた

だきたいと存じます。報告事項は総務文教委員会が７件、建設環境委員会が７件、福祉保険委員会が

７件となっております。以上のとおりでございます。 

○【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】 次に、(3)議員提出議案の提出期限について入ります。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いて御説明を申し上げます。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、６月18日火曜日開催の福祉保険委員会の正

午まででございます。ただし、福祉保険委員会での請願・陳情及び最終本会議での議決を受けて提出

するものについては、この限りではないとされているところでございます。 

 なお、先例では、意見書・決議案等について、一般質問の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。意見案等は６月７日金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。 

 議案提出議案の提出につきましては以上でございます。 

○【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
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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。 

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

○【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。 

午前１０時３７分散会 



－ 9 － 

 
 

 

  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   令和元年５月３１日 

 

 

 

    議 会 運 営 委 員 長       髙  柳  貴 美 代 
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