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 ○協議事項 

◎議長挨拶 

議題１．予算特別委員会について 

  (1) 特別委員会の設置について 

  (2) 正副委員長の選出について 

  (3) 特別委員会資料について 

  ２．平成３０年度予算（議会費）の補正について 

  ３．新年度予算(議会費)について 

  ４．議会資料等の電子化の実施等に係る議会運営委員会の答申について 

 

※ 会派代表質問順について 

※ 東京都市議会議員研修会について 

※ 政務活動費について 

※ 自動車税の根幹堅持等を求める要望活動について 

※ 平成３０年度議員安否情報確認及び参集報告訓練について 



 
 

－ 3 － 

午前１０時開会 

◎議長挨拶 

○【大和祥郎議長】 おはようございます。お忙しい中、会派代表者会議に御出席をいただきまして、

まことにありがとうございます。それでは、座って進めさせていただければと思います。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから会派代表者会議を開きます。 

 お手元に御配付の協議事項に沿って議事を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題１. 予算特別委員会について 

 (1) 特別委員会の設置について 

 (2) 正副委員長の選出について 

 (3) 特別委員会資料について 

○【大和祥郎議長】 それでは、議題１、予算特別委員会について。(1)特別委員会の設置について、

(2)正副委員長の選出について、(3)特別委員会資料について、それぞれ議会事務局長より説明をお願

いします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、(1)、(2)、(3)を一括して御説明させていただきます。 

 まず、予算特別委員会の設置につきましては、当初予算の審査は、先例によりまして、議長を除く

全議員で構成する予算特別委員会を設置し付託するのが例となっております。先例に倣いまして、予

算特別委員会を設置していただきますようお願いいたします。 

 また、特別委員会設置につきましては、議会運営委員会におきまして協議をしていただき、確認を

されましたら、２月22日金曜日の本会議初日においてお諮りをすることとなります。 

 次に、正副委員長の選出でございますが、前例では、委員長には与党第１党から、副委員長には野

党第１党から選出することとなっております。それぞれ選出がない場合には、委員長は与党内から、

副委員長は野党内から選出することとなっております。正副委員長の届け出につきましては、一般質

問通告の期日と同様の２月13日水曜日の正午までに事務局へ御連絡をいただきたいと存じます。 

 (3)の特別委員会の資料についてでございます。資料要求は会派ごとにまとめていただきまして、

１月31日木曜日の正午までに文書で事務局へ御提出をお願いいたします。要求がありました資料につ

きましては、資料内容を確認後、期日までに間に合うか担当部と調整をいたしまして、３月１日金曜

日までに各会派の議員控室へ配付を予定しております。 

 本日、お手元に昨年の資料要求一覧をお配りさせていただいておりますので、御参考にしていただ

ければと思います。なお、資料の提出に当たりましては、各会派で十分精査をしていただきまして、

必要な資料を御提出していただきますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございました。説明が終わりました。議題１につきまして、一括し

て質疑、意見を承ります。 

○【石井伸之議員】 (1)、(2)、(3)、全部含めてですか。 

○【大和祥郎議長】 はい、一括で。石井議員。 

○【石井伸之議員】 (3)の特別委員会の資料についてなんですが、毎回発言をさせていただいてお

りますが、やはり職員の方々の働き方改革等もありますので、しっかりと予算特別委員会の中で活用

する、使用する資料に基づいて、極力絞った形で資料要求はすべきだというふうに考えておりますの
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で、そのあたり、私たち自由民主党・明政会もそうですが、ぜひ各会派、各議員の協力をいただけれ

ばというふうに考えております。以上です。 

○【藤江竜三議員】 私どものところも使っていない資料、例年見ていると、毎年頼んでいるけど、

毎年使っていないものもあるのかなと思いますので、精査していきたいと思っていますので、他の会

派の方も一緒に協力できていけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

○【高原幸雄議員】 市政を経年的にきちっと見ていくという点では、(3)のほうの特別委員会の資

料のことなんですけど、必要な資料はやっぱり請求して、議会活動において活用できるようにさせて

もらいたいというふうに言っておきます。 

○【大和祥郎議長】 よろしいですか。 

 それでは、特別委員会の設置につきましては、正副委員長の選出は、改めて申し上げます、２月13

日水曜日正午までに、事務局まで正副委員長の選出をお願いいたします。 

 また、先ほど来出ておりますが、予算特別委員会の資料要求については１月31日の正午まで、十分

に精査をした上で御提出をお願いいたします。 

 それでは、議題１を終了させていただきます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題２. 平成３０年度予算（議会費）の補正について 

○【大和祥郎議長】 続いて、議題２、平成30年度予算（議会費）の補正について、議会事務局長よ

り御説明をお願いいたします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、議会費の補正についてでございますが、報償費の謝礼、会議録

印刷製本費、筆耕翻訳料に補正がございます。合わせまして145万8,000円の減額補正を行うものでご

ざいます。 

 それでは、お手元に御配付してあります会派代表者会議資料№１に基づいて御説明をさせていただ

きます。まず、科目、報償費でございます。内容は、謝礼支払い見込み減によりまして、今回、13万

2,000円を減額するものでございます。 

 続いて、２番目の需用費の会議録印刷製本費でございます。決算見込み額を173万5,561円と見込ん

でございます。減額の内容ですが、本会議等会議録印刷製本費につきまして、第１回から第３回定例

会までの実績及び第４回定例会の見込み減によりまして、18万2,836円の減額。それから、常任委員

会等記録印刷製本費について、各定例会の常任委員会の実績及び見込み減によりまして、10万3,672

円の減額。議会改革特別委員会の実績及び開催見込み減によりまして、９万4,917円の減額が主な要

因で、予算残額につきましては、予算現額から決算見込み額等を差し引きまして、47万8,000円を減

額するものでございます。 

 次に、役務費でございます。内容につきましては、本会議、常任委員会等の音声データ反訳委託料、

業務の筆耕翻訳料でございます。決算見込み額を529万9,520円としてございます。予算現額から決算

見込み額を引きまして、その残額につきまして、84万8,000円を減額するものでございます。主な内

容につきましては、本会議等議事速記委託料につきまして、第２回、第３回定例会の実績及び第４回

定例会・臨時会の見込み減によりまして、20万9,938円の減額。それから、常任委員会等議事録音声

データ等反訳委託料につきまして、各定例会の常任委員会の実績及び見込み減によりまして、27万

8,640円の減額。議会改革特別委員会の実績及び見込み減によりまして、15万5,520円の減額となって

ございます。総体ですけれども、予算現額３億567万2,000円から今回の補正額の合計145万8,000円を
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減額補正いたしまして、補正後の額を３億421万4,000円とするものでございます。今回の補正の割合

は予算現額に対しまして、マイナス0.48％となっているものでございます。以上でございます。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございました。３月補正、いずれも減額補正ということでございま

すが、この点について何か質疑、御意見等ありますでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 なければ、そのようにさせていただきます。 

 それでは、平成30年度会議費補正について、次のとおりの確認がとれました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題３. 新年度予算（議会費）について 

○【大和祥郎議長】 30年度補正予算に続きまして、31年度の予算で前回の会派代表者会議での内容

から変更になった点がありますので、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】 それでは、会派代表者会議資料の№２をごらんください。前回の会派代表

者会議からの変更点を御説明させていただきます。資料の３枚目の５ページ、６ページをごらんくだ

さい。こちらが変更点でございます。 

 まず、議員の定数１名削減となりましたので、その項目から御説明をいたします。１の議員報酬が

539万円の減。２の期末手当が158万2,000円の減。３の議員共済会事務負担金が１万3,000円の減。５

の特別旅費が６万2,000円の減。６の視察参加負担金、政務活動費が合わせまして11万2,000円の減。

６ページに参りまして、８の会議録印刷製本費が７万3,000円の減でございます。 

 次に、また５ページにお戻りをいただきまして、４の報償費10万円、こちらは会派会議等で御協議

をいただいた法務的知見の活用のために10万円を増額するものでございます。続きまして、７の議会

だより印刷製本費は、現在使用している印刷用紙が生産見合わせとなったことから、用紙変更による

増額として、３万6,000円でございます。 

 ６ページをお願いいたします。６ページ、９の臨時職員賃金は、祝日の変更による勤務日数減によ

りまして、３万円減額するものでございます。続きまして、10の庁内ＬＡＮ音声配信システムにつき

ましては、契約内容を精査いたしまして、432万9,000円から323万円と109万9,000円の減額を図った

ものでございます。内容につきましては、保守点検込みの契約から予備機を購入するという契約に変

更したものでございます。続きまして、11の使用料及び賃借料は財政係との調整によりまして、消費

税増額分の１万1,000円を増額するものでございます。 

 最後に、12の議員控室間仕切り修繕は、修繕内容を精査いたしまして、従来のボードを作製するこ

とから、既存のパーテーションを使用する間仕切りとしたことによりまして、686万2,000円を減額す

るものでございます。このパーテーションは、議員改選４年ごとに控室を移動しますけれども、４回、

５回の耐久性がございますし、ランニングコストが低く抑えられますので、２年後、４年後の移動の

費用負担は、今までよりも半額ぐらいで対応ができるという状況でございます。イメージとしまして

は余りよくないんですけど、喫煙室を囲ってありますものがパーテーションでございます。あのパー

テーションよりは遮音性の高いものとなりますので、御了解いただければと思っております。合計で

増額分が14万7,000円、減額分が1,522万8,000円で、差し引き1,508万1,000円の減額となりまして、

変更後の予算総額は３億1,445万円となるものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございました。ただいま議会事務局長から変更点について御説明が
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ありました。まず、大きな点は議員定数削減による減額と、それから会派代表者会議、会派会議協議

でいろいろ御議論をいただきました、今後のメールの取り扱いも当然あると思うんですが、法務的知

見者の謝礼を新たに設けさせていただいた件、そして一番大きなところは、皆さんから御意見をいた

だきました控室の間仕切りについての大幅な検討、見直しということと、庁内ＬＡＮについては、保

守点検から予備機を設けるということで保守料の発生を抑えたという形でございました。 

 それでは、内容について御意見、御質問等あれば。石井議員。 

○【石井伸之議員】 一番最後の６ページのところです。議員控室間仕切りの修繕費1,200万円ほど

かかるところが500万円ほどにまで減額をしていただいたということにつきましては、議会事務局の

ほうでさまざまな形で調査を行って、そしてこういった形で減額をしていただいた、その努力に対し

て心から敬意を表します。また、今後とも、いろいろ議会事務局の中だけでわからない部分とかある

と思いますので、ぜひさまざまな部署と協議をする中で減額に努められるものにつきましては、今後

とも、また努力のほうをお願いいたします。以上です。 

○【高原幸雄議員】 ６ページの、今、石井幹事長のほうからも出されましたけど、この間仕切りの

経費を、努力の結果、こういう少ない金額で実施できるということなんですけども、仕切りで入れた

場合、隣の部屋の音がちょっと気になるんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

○【内藤議会事務局長】 前回の会派代表者会議での御意見の中でも経費節減を図るべきと、多少の

声の有無というものは議員の方たちも我慢をしていただけるようなお話はいただいていました。ただ、

私どもとしましては、上の建築営繕とも相談をさせていただいて、今までのものを新しくつくるとい

う形で考えていたところ、既存のいわゆるパーテーションを使ったほうが経費が下がるというところ

の中では、今のパーテーションは非常に遮音性もありますので、確実なことはお話しできないんです

けれども、現在よりは遮音性が上がるのではないかとは考えております。ただ、実際使用してみてと

いうところで、その点は御了承いただければと。極端に、逆に今よりも遮音性が下がってしまうとい

うことはないというふうには考えております。 

○【高原幸雄議員】 そうですか。わかりました。 

○【大和祥郎議長】 よろしいでしょうか。今、回覧ざっとしていますけど、よくオフィスビルのパ

ーテーションで使っているタイプなので、今のはかなり厚いパーテーションをくくりつけているんで

すけれども、それよりは若干薄いんですが、逆に改造等をするについては、比較的重量も軽いという

ことでやりやすいということです。先ほど言った、今後、また改選であったりとか、会派の移動であ

ったりとか、そういったことを考えた場合にはコスト的にも、一番大変なのはクロスを張りかえると

か、そういうのがあれなので、使い勝手も今後はスチールになるので磁石とかが多分つくと思うので、

部屋の中でテープで張れないものを磁石どめができるんじゃないかなと思いますので、そういった点

はいいのかなと思います。よろしいでしょうか。 

○【中川喜美代議員】 今、遮音だのいろいろ言われて、今、回覧していますけれども、そういうも

のがあるのならば、私は、当初の予算のときから、そこまで精査して出すべきだったというふうに思

うんですね。前回の会派代表者会議で議員控室の間仕切りのために1,200万円以上もお金をかけると

いうことが大変議論になりましたね。そこでもう一回精査しましょうということで約半額以下になっ

て、これは努力と言えるのかどうか私はわからないんですけれども、そもそもそこまできちんと精査

して、こんな大金を、４年に１回の改選、しかも議員控室という位置づけの中で、私はこういうよう

な予算が出るというのは、今後は気をつけていただいて、しっかり精査したものを最初から出してい
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ただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 よろしいでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、このような形の中で31年度予算は行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題４. 議会資料等の電子化の実施等に係る議会運営委員会の答申について 

○【大和祥郎議長】 それでは、議題４、議会資料等の電子化の実施等に係る議会運営委員会の答申

について、きょうは議会運営委員会の遠藤委員長が来ておりますので、御報告を願います。 

○【遠藤直弘議会運営委員長】 本日は、会派代表者会議の貴重なお時間をいただきまして、まこと

にありがとうございます。議会資料等の電子化の実施等に係る議会運営委員会の答申について、御報

告させていただきます。 

 本答申につきましては、平成30年８月20日付国議発第106号により、議長から議会運営委員会に対

し、文書諮問がなされ、協議を行ってきたものでございます。 

 初めに、議会資料等の電子化につきましては、別紙１の議会運営委員会資料№14に基づき協議を行

いましたが、議案及び本会議・委員会資料の印刷物の取り扱いに関して、全ての交渉団体が完全に合

意するまでには至りませんでした。したがいまして、現時点では、議会資料等の電子化は、議会とし

ては実施せず、各議員が自主的に取り組むものとして答申しております。 

 次に、必要な規定の整備についても諮問がありましたので、その協議を行っております。議会にお

ける資料の電子化は行わないこととしておりますけれども、携帯電話類の取り扱い及び電子機器の使

用基準に係る先例につきましては、改定すべきものと答申しております。 

 別紙２、議会運営委員会資料№15をごらんください。先例428は、携帯電話類の議会及び委員会室

への持ち込み禁止に係る先例でございますが、削除することとしてございます。先例429の電子機器

の使用基準についてでございますけれども、(1)の電子機器の定義に「携帯電話類」を追加し、(2)電

子機器使用の留意事項のうち、③について、旧では「情報発信は行わないこと」としていたものを、

新のほうでは「通話及び電子メール等による情報発信は行わないこと」と変更してございます。これ

らによりまして、議場等への携帯電話類の持ち込みを可能とするとともに、限定的ではございますが、

情報通信を可能とするものでございます。 

 次に、今後に向けてでございます。議長におかれましては、電子化の目的である情報共有の即時性

の向上、議員の新しいワークスタイルの実現、そしてペーパーレス化が実現できるよう、引き続き機

運醸成に努められるようお願いするものでございます。また、今回の答申では、議会側の資料の電子

化は実施しないということになっておりますが、そのことによって市長部局におけるＩＣＴの活用が

滞ることがないよう十分配慮していただきたいこともあわせてお願いするものでございます。 

 答申の報告は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。 

○【大和祥郎議長】 ただいま議会運営委員長の報告のとおり、議会資料等の電子化について御報告

をいただきました。これについて、皆様、御意見ございましたら。重松議員。 

○【重松朋宏議員】 よくまとめていただいて、ありがとうございます。それで、これの適用はいつ

からなんでしょうか。議場での発信を除く電子機器の使用が解禁される。 
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○【大和祥郎議長】 ３月議会です。 

○【重松朋宏議員】 そこで、答申の１のところで各議員が自主的に取り組むというのは、恐らく議

案等の辞退ということだと思うんですけれども、これも３月議会からできるということでよろしいで

すか。 

○【遠藤直弘議会運営委員長】 基本的には、今現状でやられていらっしゃる方もいらっしゃいます

ので、携帯電話類が持てるということは、ポケットＷｉ－Ｆｉなどを持ち込んでパソコンが使えると

いう状況になるので、ホームページなどからダウンロードしたり、また、ダウンロードしてなくても、

ネット上で検索することはできるという状態になっているので、使うことはできると思います。 

○【重松朋宏議員】 私どももう３月議会から議案書と予算書と辞退できる人は辞退できたらと思う

んですけれども、これは可能でしょうか。予算書もこれから印刷かけるのに何冊印刷かけるのかとい

うのにかかってくるのかと思います。 

○【内藤議会事務局長】 今、そういうお話をしましたので、まだ少し時間があります。市長部局と

調整をさせていただいて、そういうお話は市長部局の事務効率にはつながると思っております。ぜひ

その点は確認をさせていただいて、御希望に沿えるようにさせていただければと思っております。以

上です。 

○【大和祥郎議長】 ほかに。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 皆さん、よろしいようであれば、今、議会運営委員長のほうから御報告いただいた答申内容につい

て、きょう午後、副市長のほうに御報告をさせていただいて、議会側の取り組みと、それから今後の

ＩＣＴ化について滞らないようにお願いをさせていただければと思いますので、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。それでは、そのとおりさせていただきます。また、皆様におかれましては、

３月議会からネット環境がありますので十分御留意いただきながら、ここにある行為を超えないよう

によろしくお願いを、特に携帯電話は鳴らないようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
※ 会派代表質問順について 

○【大和祥郎議長】 それでは、続いて、会派代表質問順について、議会事務局より御説明をお願い

します。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 第１回定例会で行われます市長施政方針表明に対する会派代表質問につき

ましては、ことしは２月26日の火曜日に行うことが確認されております。先例に倣いまして、抽せん

により順番を決めていきます。つきましては、２月19日火曜日の議会運営委員会終了後に抽せんを行

いたいと思います。１人会派の皆さんで傍聴されていない場合には、事務局に御一任をお願いしたい

と存じます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【大和祥郎議長】 説明が終わりました。確認でありますが、２月19日の議会運営委員会終了後に

抽せんを行いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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※ 東京都市議会議員研修会について 

○【大和祥郎議長】 続きまして、東京都市議会議員研修会についてに入ります。議会事務局長より

説明願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 ことしの研修会の日時は、２月８日金曜日午後２時から府中の森芸術劇場

で行われます。内容は、東京大学名誉教授の大森彌氏によります「東京の自治と市議会の役割」でご

ざいます。バスで参りますので、集合時間は午後１時、市民ロビーにお集まりをいただきたいと存じ

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【大和祥郎議長】 ただいま議会事務局長が御説明いただきました、２月８日、２時から府中の森

芸術劇場で行います。１時集合ということでございますので、遅参のないよう１階ロビーのほうにお

集まりをいただければと思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。 
   ────────────────── ◇ ────────────────── 
※ 政務活動費について 

○【大和祥郎議長】 続きまして、政務活動費について、議会事務局長より御説明をお願いします。

議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 平成30年度の政務活動費の精算につきまして、年度末が迫っておりますの

で、必要書類を整理されまして、収支報告書の提出につきまして準備をしていただきますようお願い

いたします。今週中に、早目に用紙を配付させていただく予定でございます。提出は３月５日となっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、31年度の政務活動費の交付申請につきましても、同様に今週中に配付をさせていただきます。

提出は、申請のほうが４月１日月曜日の正午まで、精算のほうは５月10日金曜日となっておりますの

で、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。政務活動費の提出に当たっては、30年度は３月５日、

31年度につきましては４月１日、それぞれ正午までということでありますので、よろしくお願いいた

します。よろしいでしょうか。重松議員。 

○【重松朋宏議員】 2019年度って１カ月分ですよね……（「はい」と呼ぶ者あり）もし辞退する場

合って手続的には何か……（「出さなきゃいいんです」と呼ぶ者あり）出さなければ、それでいいと

いうことですね。 

○【内藤議会事務局長】 提出をいただかなければですけど、その確認の署名をいただく可能性もご

ざいますので、事務局のほうでお知らせをいたします。お願いいたします。 

○【大和祥郎議長】 よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、政務活動費を終了させていただきます。 

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

※ 自動車税の根幹堅持等を求める要望活動について 

○【大和祥郎議長】 続きまして、自動車税の根幹堅持等を求める要望活動についてに入ります。議

会事務局長より御説明願います。議会事務局長。 
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○【内藤議会事務局長】 こちらは前回、全国市議会議長会のほうから自動車税の根幹堅持等を求め

る要望活動の依頼というのを情報提供という形で会派代表者会議でお配りをさせていただきました。

今回、自動車税の根幹堅持等を求める要望活動のお礼という形での通知が全国市議会議長会のほうか

ら参りましたので、同じように会派代表者会議で御配付をさせていただいて情報提供させていただく

ものでございます。 

 以上でございます。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。そういったことで一応お礼の部分を皆さんのほうにお

配りをさせていただきますので、また御確認をいただければと思います。 

 それでは、要望活動についてを終わりとします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
※ 平成３０年度議員安否情報確認及び参集報告訓練について 

○【大和祥郎議長】 続いて、平成30年度議員安否情報確認及び参集報告訓練についてに入ります。

議会事務局長より御説明願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 ２月１日に平成30年度の議員安否情報確認及び参集訓練を行いますので、

よろしくお願いいたします。詳細につきましては、年末に各議員に実施要領を御配付させていただい

ております。ただ、この場をおかりしまして、１点だけ注意点がございますのでお願いいたします。

伝言ダイヤルを使うという安否情報確認及び訓練を行うわけですけれども、伝言ダイヤルに入力する

御自身の電話番号は、その実施要領に書いてありますけれども、国立市議会議員名簿に記載をされて

いる、お届けがある電話番号、議員名簿の電話番号表もつけてございますので、その電話番号を入力、

ダイヤルしてください。御自宅の電話番号が記載・登録されている場合、携帯から伝言ダイヤルに入

っていただいても、登録のほうは御自宅の電話番号を登録していただくようにお願いいたします。か

けている携帯電話の番号ではなくて、名簿に記載の電話番号をダイヤルしていただくようにお願いい

たします。実施要領にもその旨記載はございますので、実施要領をよくごらんいただきまして御参加

をいただければと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【大和祥郎議長】 ただいま議会事務局長より注意点についてもお話をさせていただきました。今

回、安否確認については伝言ダイヤルを使うということでございますので、当日しかフリーで使えな

いということですので、十分事前の資料を御確認いただき、特に皆さん、通常使われるのは携帯電話

なので、先ほど御説明がありましたが、そこで使用する伝言ダイヤルの番号については議員名簿にあ

ります。ほぼ皆さんが自宅の電話番号を登録されていると思いますけれども、それを確認の上、行っ

ていただければと思います。この件について何か御意見等ございますでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 なければ、２月１日に行いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかに何か御意見等ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
○【大和祥郎議長】 なければ、これをもって会派代表者会議を閉会いたします。 

午前１０時３５分閉会 


