
議会運営委員会協議結果  

                           日時：平成２３年１１月２９日（火） 

                                                               開会：午前 10 時 00 分 

                                                               閉会：午前 11 時 35 分 

                                                        場所：議会会議室 

 

開会 

≪ 陳情者入室・陳情 12について杉田謙一氏より趣旨説明。≫ ≪陳情者退室≫ 

 

１．第５回半田市議会定例会について 

（１）会期について 

    １２月６日（火）～１６日（金）１１日間   

了承（全会一致） 

  

 

（２）会期中の日程について 

別紙のとおり。 

了承（全会一致） 

 

 

（３）市政に関する一般質問について 

    ・質問通告議員１４名、別紙のとおり３日間予定。    

・質問項目修正等は 29日午後 5時までに議長へ申し出する。 

了承（全会一致） 

 

 

（４）付議事件及び委員会付託について 

     別紙のとおり。 

了承（全会一致） 

 

 

（５）選挙管理委員及び同補充員の選挙について 

    議長発議で初日に指名推薦とする。 

了承（全会一致） 

 

 

（６）討論の通告締切について 

    討論通告締切 １２月１４日（水）午前９時。 

了承（全会一致） 

 

 

（７）議員派遣について  

     別紙のとおり。 

了承（全会一致） 

 



 

２．陳情について 

陳情 

番号 
陳 情 件 名 陳  情  者 送付委員会 

１５ 

世界の前提が変われば、戦争のない

世界が実現します。その前提を変え

る為の決議を要請します。貴議会の

義務であり、責任です。 

横浜市中区本郷町 3－287 

荒木  實   
議長預かり 

１６ 

介護・福祉・医療など社会保障の施

策拡充についての陳情 

        

名古屋市熱田区沢下町 9-7 

愛知自治体キャラバン実行委員会 

代表者 徳田 秋 

議会運営委員会 

１７ 

大幅増員と夜勤改善で、安全・安心

の医療・介護を求める陳情 

 

名古屋市熱田区沢下町 9番 3号 

労働会館 403号 

愛知県医療介護福祉労働組合連合会 

執行委員長 鈴木 弘之 

議会運営委員会 

１８ 

「介護職員待遇改善交付金事業」を

平成２４年度以降も継続すること

を求める陳情      

 

名古屋市熱田区沢下町 9番 3号 

労働会館 403号 

愛知県医療介護福祉労働組合連合会 

執行委員長 鈴木 弘之 

議会運営委員会 

１９ 

「『子ども・子育て新システム』に

反対する意見書」提出を求める陳情 

 

名古屋市熱田区沢下町 9-7 

労働会館東館 308 

愛知保育団体連絡協議会 

会長 加藤 哲雄 

議会運営委員会 

２０ 

「保育所運営費国庫負担金を廃止

しないことを求める意見書」の採択

を求める陳情 

 

名古屋市熱田区沢下町 9-7 

労働会館東館 405 

全国福祉保育労働組合東海地方本部

執行委員長 安藤 光枝 

議長預かり 

２１ 

東日本大震災発生の日に全官庁施

設に半旗掲揚を求める意見書の提

出を求める陳情 

 

愛知県岡崎市上和田町南屋敷 17 

愛知の教育を考える会 

事務局長 杉田 謙一 

議会運営委員会 

２２ 

自衛隊等の大震災救助活動に対し

て感謝の決議を要望する陳情 

 

愛知県岡崎市上和田町南屋敷 17 

愛知の教育を考える会 

事務局長 杉田 謙一 他１名 

議会運営委員会 

陳情 15・20 号は郵送のため議長預かり。 

陳情 16・17・18・19・21・22 は会派持ち帰りとし、１２月１４日(水)の議運で結論を出す。 

了承（全会一致） 



 

３．意見書案について 

（１）愛知県の福祉医療制度の改悪に対し、充実を求める意見書（案） 

（２）特別養護老人ホームの早期の建設促進を愛知県に求める意見書（案） 

（３）愛知県に住宅リフォーム助成制度を求める意見書（案） 

（４）環太平洋戦略的経済連携協定(ＴＰＰ)への不参加を求める意見書（案） 

（５）原発から速やかに撤退し、再生可能エネルギーの開発と普及を求める意見書（案） 

（６）衣浦湾周辺の津波を想定した防災・減災に関する意見書（案）(別紙資料 7－6) 

≪ 松本委員(1)～(5)、小出委員(6)について提案説明 ≫ 

会派持ち帰りとし１２月１４日(水)の議運で結論を出す。 

了承（全会一致） 

 

 

 

４．平成２４年度年間議会会期予定(案)、全員協議会開催予定(案)について 

  別紙のとおり予定とする。  

了承（全会一致） 

 

 

 

５．平成２４年度議会関係当初予算について 

  別紙のとおり。 

了承 

 

 

６．調査事項について  

事業評価について 

 ①実施するかしないか。 

②実施の場合、事業選出の基準と数。 

③評価シートのまとめ方、合意形成は議会か会派のどちらか。 

④議会評価結果の当局への伝え方、当局結果をどの様にもらうか。 

【志民ネット】趣旨は賛同したい。決算審査への組み込みはやりにくいと判断している。 

視察先のようなやり方以外で事業仕訳のような方法もあるのではと考える。 

≪休憩≫ 

【委員長】志民ネットが会派持ち帰りとし、１２月１４日(水)の議運で結論を出す。 

了承（全会一致） 

 

会派 ① ② ③ ④ 

創  政  会 ○  ９（３委員会×３事業） 議会 議長が文書でやり取り。 

至誠クラブ ○ ３０（３委員会×１０事業） 議会 議長が文書でやり取り。 

志民ネット ×（△） ― ― ― 

公  明  党 ○ ３０（３委員会×１０事業） 議会 議長が文書でやり取り。 

日本共産党 ○ １０～１５事業 会派※多摩市を参考に 議長がやり取り。 



 

７．議会報告会について 

①次回開催時期(１２月・３月定例会)をいつにするか。 

②特別テーマを何にするか。 

③アンケート結果を踏まえて市民参加が十分でなかったことからのアイデア等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委員長】次回の開催は、平成 24年 3 月 31日(土)を予定日とする。特別テーマは委員長が素案 

     を考える。今年度中は１会場の開催とする。 

了承（全会一致） 

 

 

８．その他 

（１）次回議会運営委員会の開催について 

    １２月１４日（水）午前１０時００分～ 議会会議室 

了承 

    

 

（２）年末調整等の手続きについて（別紙資料 10） 

手続きの必要な方は、議会事務局までお申し出ください。 

提出期限：１２月６日（火）正午 

了承 

 

（３）その他 

【議長】 

①委員会視察報告について 

  本日、全員協議会の「その他」で、総務委員会、文教厚生委員会、総合計画検証特別委員 

会より視察報告を行う。 

②東浦町議会研修会の講師について 

11月 25日の東浦町議会研修会の講師として正副議長、議運委員長の３名で務めてきた。 

お礼(図書券)をいただいたので議会用の図書を購入したい。 

会 派 ① ② ④ 

創  政  会 ５月 
・特別テーマは必要 

案は決まってない 

・市民からの質問内容が委員会に早めに分か

ると答弁も調整しやすくなると思う。 

・議会用語も市民に伝わりづらい、見直しの

必要も感じている。 

至誠クラブ 
５月中旪 

（役職改選前） 
・特になし 

・今年度は、これまでどおりで良い。 

・話題等は地域性もあり、来年度から地域に

出向く試行も一考。 

志民ネット 
５月 

（３月定例会後） 
・その時点で検討判断 

・会場は駐車場も沢山あるアイプラザ半田が

良いのでは、市民が集まりやすいと考える。 

公  明  党 
５月 

（３月定例会後） 

・地域の防災対策 

・議会議員の役割 

・会場を三つに分け、より地域に入っていく。 

事前に回覧板による周知等、区長との調整も

必要と考える。 

日本共産党 
５月 

（役職改選後） 

・決まっていない 

※何処かで政務調査費

の説明も良いと思う。 

・議会と市民との繋がりは大事、動員をかけ

るのではなく宣伝の充実を。 



 

③「時間を守ること」について 

一部議員の時間にルーズなケースを見受けた。「時間を守ること」の会派内での周知をお願 

いたい。 

了承 

 

 

【事務局長】 

  ①全員協議会の開催について 

        本日、午後１時３０分～全員協議会室で開催 ※議案書を持参してください。 

②ノーカーデーの実施について 

１２月６日(火)初日に実施する。 

     ③全国市議会議長会、団体補償制度追加加入について 

      議員交換箱へパンフレットを入れる。 

了承 


