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平成２４年 第４回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 

                    期日 平成２４年１２月１４日（金） 

                    時間 午前９時００分 

                    場所 議員控室 

◎議 事 

①平成２４年 第４回定例会の運営について 

協議案第１号 

  平成２４年 第４回定例会の付議事件について 

（別紙告示書写しのとおり）        

   （１）町長提案  同  意（人事案件） １件 
            諮  問        件 
            条  例      １０件 
            補正予算       ８件 
            単行議案        件（計１９件） 
 
   （２）議会提案  請  願        件 
            陳  情       ４件 
            推  薦        件 
            議員の派遣      １件 
            選  挙        件 
 
   （３）議員提案  会 議 案        件 
            発 議 案        件 
            意 見 案        件 
 
   （４）委員会提案 委員会調査報告    ２件 

委員会行政視察報告  １件 
 
協議案第２号 一般質問について 

提出期限１２月１２日（水）午前１２時まで 
        （別紙のとおり） 
 
協議案第３号 会期の予定について 
        １２月１８日（火）から１９日（水）まで（２日間） 
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協議案第４号 付議事件の審査順序について 

        （別紙議事日程表案のとおり） 
 
協議案第５号 会期中の会議録署名議員の順序について 
        １８日  ３番 向井 議員  ４番 加藤 議員 
        １９日  ５番 芳賀 議員  ６番 上村 議員 
 
協議案第６号 地方自治法第１２１条の規定により説明のため、出席を求めた者 
       は次のとおりである。 
       （別紙要求書のとおり） 
 
協議案第７号 町長、教育委員長、農業委員会長、選挙管理委員長及び代表監査 
       委員の委任を受けて出席する説明員は、別紙のとおりである。 
       （会議出席者の通知書のとおり） 
 
協議案第８号 議会費の平成２４年度補正予算（案）について 
 
協議案第９号 その他 
        ①議会開催のお知らせについて 
         （１２月１６日（日）朝刊へ別紙のとおり） 
        ②議会の傍聴について 
         今金中学校 ３年生  ５０名・引率教員 
         神丘女性部・一般   １０～１５名 
        ③懇親会の開催 
         と き １２月１８日（火）１７時４５分から 
         ところ 由浅食堂 
        ④一般質問の写真撮影をします。 
追加協議案  合同委員会の開催について 
       ＊総務厚生常任委員会所管 
        議案第１号 国営農地再編推進室設置条例制定について 

    （総務財政課） 
議案第６号 地域主権改革一括法の施行により、財産の交換・

譲与・無償貸付等に関する条例の一部を改正する

制定について          （総務財政課） 
議案第１０号 地域主権改革一括法の施行により、今金町廃棄

物の処理及び清掃に関する条例を廃止する条例制

定について        （まちづくり推進課） 
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＊産業教育常任委員会所管 
議案第７号 地域主権改革一括法の施行により、中里頭首工管

理条例の一部を改正する条例制について 
            （産業振興課） 

議案第８号 地域主権改革一括法の施行により、町営土地改良

事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正

する条例制定について      （課産業振興） 
議案第９号 地域主権改革一括法の施行により、今金町国営土

地改良事業負担 金等徴収条例の一部を改正する

条例制定について        （産業振興課） 
 
②その他    ①議会主催町民会議について 

□ 日 程 
□ テーマ等について 

 
        ②３月議会におけるナイター議会について 
 
 
○出席委員 
 委 員 長  山 崎   仁 君   副委員長  向 井 孝 一 君 
 委   員  上 村 義 雄 君   委  員  村 本 照 光 君 
 委   員  加 藤 三 明 君   参  与  徳 田 栄 邦 君 
 参   与  村 瀬   広 君 
 
○出席説明員 
 町   長  外 崎 秀 人 君   副 町 長  清 水   寛 君 
 
 
○出席事務局職員 
 議会事務局長   勝 山 英 敏 君 
 議会事務局係長  中 川 真 希 君 
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午前９時００分 

    ◎委員長あいさつ 

○委員長(山崎 仁君) 平成２４年、第４回定例会議会運営委員会をお諮りいた

します。どうぞご協議をよろしくお願いいたします。 

 

◎町長あいさつ 

○委員長(山崎 仁君) 町長が出席されておりますので、開議に先立ち、ご挨拶

をお願いいたします。町長、外崎君。 

○町長(外崎秀人君) おはようございます。第４回の定例会に際しまして、この

間常任委員会等々含めてご審議賜りありがとうございます。様々な課題等々も

あるわけでありますけれども、きちんとその方向付けがされておりますので、

向かわせていただきたいと思っておりました。今回の議案の中にも大きな今金

町の目標としている再編整備事業の部分があるわけでありますけれども、この

体制をきちんと取るべく、専門の推進室を設けまして、本部のほうにそのスタ

ッフを移行させまして、そこできちんと連携体制を取るように努力したいと思

っております。そういうことから、ここの提案につきましては条例になるわけ

でありますけれども、これに伴う様々な体制なんかもきちんとありますので、

後ほど副町長のほうからも申し上げますけれども、是非この部分につきまして

は関連する部分ありますので、合同委員会における事前の説明、審査等を通し

てお願い申し上げたいと思っている案件でございます。 

昨日最終的な調印をするための最終確認を行ないまして、非常に私で言えば

今日も機嫌が良いんですけれども、豊田地区、いろいろ時間がかかって調整を

諮って参りましたけれども、全ての方々が参加していただく形は取らせていた

だきました。昨日２人きちんと確認を取って。１人はもう中間からやらないと

いう方もいたんですけれども、その２人が努力していただいて、俺たちも一生

懸命やるから一緒にやろう、ということで参加する同意を得ました。その他に

ほんの少しくらいは手を掛けようかなと思っている方も、併せて声をかけてい

ただいて、その方も真剣に考えてみようということで、もう少し事業の幅を広

げて努力をするということで、良い方向で正式に調印できる形の環境が整った

のかなと。その席上を４団体長で出向いたわけでありますけれども、この推進

室設置の話しもしました。町は町役割を果たすためにきちんとした体制を取り

ます。加えてこの本部体制の中に期成会と評価委員会も入れた体制を取って、

受益者の方々気持ちもきちんと反映できるような方向性に持っていきたい、と

いう言葉を述べたわけであります。そんなことも非常に受けていただいて。そ

ういうことから、この条例設定でありますけれども、その思いをきちんと伝え

たく、合同委員会開催についてご配慮賜りますようよろしくお願いいたします。 

その他、同意案件につきましては、固定資産評価委員選任の部分ございます
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ので、同意案件についてもお願い申し上げたいと思っておりました。 

あとは議案につきましては、様々な一部改正等を含めた条例制定があるわけ

ですけれども、詳細については副町長のほうから説明をいたしますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◎開会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) ただ今の出席委員は４名で定足数に達しておりますので、

平成２４年第４回定例会議会運営委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

 

◎協議案第1号 平成２４年第３回定例会の付議事件について 

○委員長(山崎 仁君) はじめに、協議案第 1号を議題といたします。町長提案

より説明を求めます。資料 1です。 

  副町長 清水君。 

○副町長(清水 寛君) 平成２４年の第４回今金町議会定例会に提案を予定して

おります議案につきましては１９件であります。 

（副町長資料１朗読説明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) 説明が終わりました。 

  本件に対する質疑ありませんか。 

(｢なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) なければ、質疑を終わります。理事者の皆様にはご出席

ありがとうございました。退席をお願いいたします。 

  

○委員長(山崎 仁君) 次に、議会提案、議員提案、委員会提案についてを局長

に説明いたさせます。 

  局長 勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料２～５説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 説明が終わりました。それでは１件ずつ協議をお願いい

たします。まず議会提案の陳情の取扱いであります。陳情第２０号から題２３

号までの４件案件が出ておりますが、これらの取り扱いをご協議いただきたい

と思います。 

まず陳情第２０号、生活保護基準の引き下げはしないことなどを政府に意見

書提出を求める陳情書。この案件についての取扱いをいかがするか、協議いた

だきたいと思います。なお今までの例によって、これらは取扱いをしない方向

ということで考えておりました。まず２０号についていかがですか。 

○４番（加藤三明君） その方向で私は結構だと思います。 

○委員長(山崎 仁君) それでは２０号については、取り扱いをしないというこ
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とでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、陳情第２１号、住民の安全・安心なくらしを支え

る交通運輸行政の充実を求める陳情へのご協力のお願いについて。 

  これも同様でよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、陳情第２２号、泊原発の再稼動断念・廃止、大間

原発の建設中止、幌延新地層研究センターの廃止に関する意見書提出を求める

陳情について。これはいかがですか。 

  取り扱わないという方向でよろしいですか。 

○４番（加藤三明君） 今までの決まりから言ったらそういうことになろうかと

思うんですけれども。 

○３番（向井孝一君） 今までの例ということになると、これ２０号から２３号

の中でひとつだけ選んでということにはならない。ひとつ一つ、これを取り上

げてこれを参考にするということにはならないと思う。それをやるとおかしく

なる。であれば、以前の例に基づいて処理する方向で。 

○委員長(山崎 仁君) 前回確認をしたと思うんですけれども、必要であればそ

れぞれ紹介議員となって陳情を出すということも可能だ、ということで協議を

した経過があると思います。ですから今の時点では紹介議員がおりませんから

取り扱いをしない方向でありますけれども、もし紹介議員が付いてこれを取り

扱ったほうがいいというのであれば、その手続きを取って陳情として取り扱う

と、これは前回協議をしたと思います。 

  村瀬委員。 

○副議長（村瀬 広君） 今委員長が言った通りなんですけれども、改選前の過

去にもこの議運でやって、これは是非必要ではないかと。ただしその点紹介議

員が付いていない時どうしますかという時に、その厚生委員からじゃあ私が紹

介議員として、ということではそれを取り上げた経過は前にあります。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

             休憩 午前９時１７分 

開議 午前９時２０分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  陳情第２２号の取り扱いについてはいかがいたしますか。取り扱いをしない

という考えでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、陳情第２３号、「安心できる介護制度の実現を求め
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る意見書」の決議を求める陳情について、をお諮りいたします。 

  加藤委員。 

○４番（加藤三明君） これも基本的には私としては必要なことだと思いますけ

れども、この場に来て今どうだこうだという、やはり受けるからには皆さんの

意見統一というか、ある程度の話し合いの場も必要だと思いますから、今現在

で受けるのはちょっと難しいんじゃないかと私は思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他ありませんか。今金町議会では取り扱いをしないとい

うことで決めてよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではこの件についても取り扱いはしないということで、

決定をしたいと思います。 

  次に、議員の派遣であります。２月５日、せたな町においての議員研修であ

ります。問題ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように提案をいたします。 

  次に、委員会提案であります。委員会調査報告。総務厚生常任委員会、産業

教育常任委員会、両常任委員会の所管事務調査であります。 

  意見の部分を朗読説明します。まず総務厚生常任委員会から、局長に朗読説

明をいたさせます。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) （事務局長資料４「総務厚生常任委員会調査報告」朗

読説明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) 総務厚生常任委員会、委員会調査報告であります。上村

委員長、これでよろしいですね。 

○６番（上村義雄君） はい。 

○委員長(山崎 仁君) 委員の皆さんもよろしいですね。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、産業教育常任委員会の朗読説明をお願いいたしま

す。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) （事務局長資料４「産業教育常任委員会調査報告」朗

読説明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) 村本委員長、これでよろしいですね。 

○９番（村本照光君） はい。 

○委員長(山崎 仁君) それでは委員の皆さんこれでよろしいですね。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では次に、委員会視察報告を朗読して説明をお願いいた
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します。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) （事務局長資料５朗読説明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) 村本委員長、この意見でよろしいですね。 

○９番（村本照光君） はい。 

○委員長(山崎 仁君) 委員の皆さんよろしいですね。 

○委員長(山崎 仁君) では以上のように決定をしていきたいと思います。 

 

◎協議案第２号 一般質問について 

  次に協議案第２号、一般質問についてを局長に説明をいたさせます。資料６

です。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料６ 日置紳一議員一般質問朗読 記載省

略) 

○委員長(山崎 仁君) 日置議員の一般質問でありますけれども、よろしいです

か。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では次に、上村議員の一般質問を朗読説明いたさせます。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料６ 上村義雄議員一般質問朗読 記載省

略)  

○委員長(山崎 仁君) 上村議員の一般質問ですけれども、よろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

             休憩 午前９時４３分 

開議 午前９時４４分 

 

◎協議案第３号～第７号 一括議題 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

次に、協議案第３号から協議案第７号までを一括議題とし、局長に説明いた

させます。資料７～９です。 

局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料７～９説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 説明が終わりました。本件に対する質問、質疑はありま

せんか。なければ質疑を終わります。 
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◎協議案第８号 議会費の平成２４年度補正予算（案）について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、協議案第８号、議会費の平成２４年度補正予算（案）

についてを議題とし、局長に説明いたさせます。資料１０です。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料１０説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議会費の補正であります。説明が終わりました。質疑あ

りませんか。よろしいですか。 

 (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) １０時まで暫時休憩いたします。 

 

            休憩 午前 ９時４９分 

開議 午前１０時０３分 

 

◎協議案第９号 その他 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  次に協議案第９号、議会開催のお知らせについてであります。資料１１です。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料１１説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議会開会のお知らせであります。この内容について、な

にかあればご提案をいただきたいと思います。 

  内容はこれでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは１２月１６日、日曜日の朝刊への折り込みとい

うことでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では次に移ります。議会の傍聴についてであります。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議会の傍聴、懇親会、一般質問の写真撮影ということで

ありますけれども、それぞれよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではそのようにお願いいたします。特に最後にあり

ました議会だよりに使う写真ということでは、全体をとらえたような構成を考

えて写真を撮っていただくことのようであります。よろしくお願いいたします。 

  終わってもよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではその他でありますけれども、冒頭副町長から提案が
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ありました合同委員会の開催になります。開催の案件、それから開催の是非に

ついてをお諮りをしたいと思います。案件については説明の通り、議案第１号、

並びに第６号～第１０号までの説明をしたいということであります。 

  開催についてはよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では内容についてもこのようなことでよろしいですね。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 今金橋の説明については、この合同委員会終了後の全員

協議会という取り扱いで、よろしいのですか。 

○議長（徳田栄邦君） そうですね。 

○事務局長(勝山英敏君) 全員協議会ということにしますか。 

○議長（徳田栄邦君） 報告を受けるだけということなんですけれども、町の管

理職のあれみても、結構質疑もあったみたいですので、一応できれば形として

は全員協議会という形でやりたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように合同委員会を開催し、後に議長からの全

員協議会の招集ということのようであります。 

  よろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように決定したいと思います。 

  日程については１７日の午前９時から議場で行なうということです。それか

ら取り進めについてでありますけれども、連盟での招集、並びに進行について

は総務厚生、産業教育両常任委員長で打ち合わせをいただきたいと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。 

  総務委員長。 

○９番（村本照光君） 上村委員長にお願いいたします。 

○委員長(山崎 仁君) 両委員会にまたがるということで、副町長から要請があ

りました。従って、両常任委員長で内容についてを協議をしながら、進めにつ

いては諮ってしていただきたいというふうに。 

○９番（村本照光君） 上村委員長にやっていただければと思います。 

○６番（上村義雄君） 私でよろしいですか。 

○委員長(山崎 仁君) ではそのようにお願いいたします。 

 

◎ その他 

○委員長(山崎 仁君) 次にその他であります。まず、こちらからの提案という

ことで、議会主催町民会議についてを議題といたしたいと思います。ここまで

の経過について、局長に説明いたさせます。 

  局長、勝山君。 
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○事務局長(勝山英敏君) (事務局長説明、記載省略) 

○議長（徳田栄邦君） 委員長、暫時休憩していただけませんか。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

            休憩 午前１０時１６分 

開議 午前１０時２８分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  議会主催の町民会議については、それぞれご意見があるようであります。講

師をいただきながら町民を巻き込んだ意見交換。更には子ども議会、以前取り

組んだ町民との意見交換、基調講演をいただきながらパネラーをお願いしなが

ら意見交換をするという、様々な方法があるようです。全議員が参加する特別

委員会でそれぞれご意見をいただきながらどのような町民会議を主催するかを

次会の議運でまた協議をいただきたいと思います。それでよろしいですか。 

 (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのようにさせていただきます。 

  次に、３月議会におけるナイター議会ということであります。ナイター議会、

更には議会の２月、３月の行事予定がでているようであります。局長に説明を

いたさせます。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

            休憩 午前１０時３１分 

開議 午前１０時３８分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 説明が終わりました。年明け１月から３月までの行事予

定の中で、１月１７日は午後から特別委員会を開催する予定ということで、皆

さん認識をいただきたいと思います。詳細については正副委員長並びに事務局

をもって決定をし、通知をいたしたいと思います。それから２月、３月までの

行事予定、第１回定例会までの流れが出ていました。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

            休憩 午前１０時４３分 

開議 午前１０時４４分 
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○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  それぞれ常任委員会についてはまだ日程調整が必要ということでありますが、 

 現状は２月２８日が産業教育常任委員会、総務厚生常任委員会が３月４日、合

同委員会１１日、第１回定例会１２日から１４日の３日間で予定とすることで

よろしいですか 

 (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのようにお願いします。 

○委員長(山崎 仁君)  つづいて一般質問についてですが、いかがですか。１日

の日でよろしいですか。では１日、１２時ということで締め切りを決定すると。

議案の送付並びに一般質問通告書の送付というのは大体いつを予定しているの

か。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 常任委員会の開催とあわせて、一般質問の締め切りと

いうことでは、１週間前を今原則として行なっております。ですから２８日が、

一般質問が１日ということですから、それの一週間前ということで、日程を確

保しながら案内を出したいと思っております。 

○委員長(山崎 仁君) ２２日を予定しているということだね、１週間前という

ことは。 

○事務局長(勝山英敏君) はい、そうなります。 

○委員長(山崎 仁君) ２月２２日に一般質問、並びに常任委員会の招集案内を

発送すると。締め切りにこだわらずに、一般質問の届出があるのであれば早め

に出していただくということでいいですね。そのようにお願いをいたします。 

それから、７日～８日が町長がいないということか。 

○事務局長(勝山英敏君) そうです。予定が入ってしまっているので、調整をす

る段階で今総務課と話をしています。 

○委員長(山崎 仁君) というのは、この中で合同委員会、それから定例会は連

日になるわけですよ。合同委員会で説明をいただいて、十分議案に対する検討

を加えながら定例会に臨んでいただきたいということを考えれば、連日という

のはいかがかなと思うのですが、この辺の日程は議長いかがですか。 

○議長（徳田栄邦君） 町長は７日の午前中からもういないのか。 

○委員長(山崎 仁君) 定例会があるのはもう最初から判っているはずですし、

このくらいの日程で毎年やっているわけですから、それを敢えて不在というこ

とは、よっぽどのことかなと思うのですが。であれば議会としては合同委員会

で説明をいただいたら時間を置いて、十分な精査をいただきながら定例会にそ

れぞれ臨んでいただきたいということです。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 
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            休憩 午前１０時４８分 

開議 午前１１時０３分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  常任委員会に続いて合同委員会の予定が入っている部分でありますが、これ

も３月７日、８日町長が不在ということですが、今後また日程調整をしながら

できるだけ本会議との間が空くような説明がいただければというふうに思いま

すけれども、その方向で総務との調整を統合していただきたいということでよ

ろしいですか。 

○３番（向井孝一君） それは可能なのか。このままの日程でやればどういう問

題が起きるのか。逆に。 

○委員長(山崎 仁君) 問題ではなくて、合同委員会今まではやっていたんだけ

れども、多分予想される予算審議が控えている中で合同委員会に提案されるべ

き案件は、皆さん精査をする時間が必要だろうと。そう思えば、１日くらい中

を空けたらどうですか、ということの話なんです。問題があるかどうかという

ことよりも、精査する時間を取ったほうがいいんじゃないかと。 

○３番（向井孝一君） それは各常任委員会でやるでしょう。 

○委員長(山崎 仁君) 常任委員会では、合同委員会に関する説明はない。 

○３番（向井孝一君） 最終的には問題ないということではないか。 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんがそれで良ければいいです。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 予算審議の重要な部分になりますので、合同委員会であ

れば、両方にまたがる部分で今回のようにある程度決まったものはいいんです

けれども、予算に関わる問題で、やはり議員が１日くらい合同委員会の説明を

受けた後の精査する余裕があれば、より本会議を迎えても内容の濃いものに持

っていける可能性があるので、できるなら１日くらいの猶予を置いて日程を組

んでもらえれば、より良いのかなという感じはします。 

○委員長(山崎 仁君) ご意見を踏まえて。これは行事予定ですから、ご意見を

出して行事予定を決定していくということでよろしいですか。 

  村本委員。 

○９番（村本照光君） 例えば、これ５日空いてますよね。６日の議運を５日に

して、６日に合同委員会を入れれば、あずましくできるんじゃないかという気

がするのですが。 

○委員長(山崎 仁君) まだ３月定例会ですから、まだ時間がありますので、ご

意見を参考にしながら、議長にもお願いをして日程調整をしてもらうというこ

とで。 

○４番（加藤三明君） こういう意見があった、声があったということだけまと
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めをして。あるかないかはわからないけれども。 

○委員長(山崎 仁君) たまたま今回、１月から３月まで行事予定が出てきたの

でこういう話になったわけであります。あくまでも参考意見ということで、議

長お願いいたします。 

○議長（徳田栄邦君） わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) それで、ここのナイター議会についても以前から開催を

するということで話しが進んできたと思います。どこの日程に入るかというこ

とも今後の課題ということでは、ある程度今までの例にならってということだ

と思いますけれども、そういう押さえでよろしいですか。ナイター議会は開催

するということでよろしいんですよね。 

 (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では開催の日程については、これまでの例を参考とする

ということで。今の日程について、それぞれご意見、質疑ありましたらお受け

いたします。よろしいですか。 

 (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではその他、皆さんから何かありましたら、お願い

いたします。情報提供も含めて資料を配布されていると思いますが。 

  閉会してよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) 以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。どう

もご苦労様でした。 

閉会 午前１１時０８分 


