
議 会 運 営 委 員 会 協 議 結 果  

日時：平成２５年１２月 ３日（火） 

開会：午前１０時００分 

閉会：午前１１時４５分 

場所：議会会議室 

 

 

≪休憩≫ 

 

１．第６回半田市議会定例会について 

（１）会期中の日程について 

【久世孝宏委員長】 第６回半田市議会は予定通り１２月１０日（火）から１２月２０日（金）

の１１日間で開催する。 

了承 

 

（２）市政に関する一般質問について 

【久世孝宏委員長】 市政に関する一般質問は、例年議会初日の午前中に１人行っていた。今回

は取り下げもあったが、日程に余裕もあり質問者のずらしを最小限に留め 

１２月１０日（火）が午後３名 

１２月１１日（水）が午前２名、午後３名 

１２月１２日（木）が午前２名 

で進めたい。 

了承 

 

（３）付議事件及び委員会付託について 

【久世孝宏委員長】 委員会は同時開催を避けて考えている。建設産業委員会が議案も多く委員

長報告の作成時間を考慮し今回は順番を前に持ってきている。 

 １２月１３日（金）午前９時３０分から総務委員会 

 １２月１３日（金）午後１時００分から建設産業委員会 

１２月１６日（月）午前９時３０分から文教厚生委員会 

の順番で開催したい。 

【石川英之委員】  １２日（木）の午後へ建設産業委員会を持ってきてはどうか。 

【久世孝宏委員長】 議案の精読期間を設けるため一般質問終了日には委員会を開かないという

先例により、開催日を設定した。 

≪休憩≫ 

【久世孝宏委員長】 提案のとおり開催することとする。 

了承 

【久世孝宏委員長】 議案第８９号及び諮問第１号の委員会付託は省略し即日採決とする。 

了承 

 

（４）討論の通告締切について 

【久世孝宏委員長】 討論の通告締め切りについては１２月１８日（水）午前９時とする。 

了承 

 

（５）議員派遣について 

【久世孝宏委員長】 議員派遣は各議長会へ副議長を派遣する。 

了承 

 



２．請願について 

請願

番号 
請 願 件 名 請 願 者 付託委員会 

２ 

介護保険要支援者への保険給

付継続のため、国に意見書提

出を求める請願書 

古屋市熱田区沢下町９－７ 

 労働会館東館３階３０１号 

愛知社会保障推進協議会 

 議長 森谷 光夫 

文教厚生委員会 

【久世孝宏委員長】 紹介議員の所属会派から何かありますか。 

【松本如美委員】  次期介護保険法改正時に要支援者を保険給付からはずすという動きがあり、

それに対し給付対象者として継続してほしいという中身です。 

【久世孝宏委員長】 請願については文教厚生委員会へ付託してよろしいか。 

了承 

 

３．陳情について 

陳情

番号 
陳 情 件 名 陳 情 者 送付委員会 

８ 

「緊急事態基本法」の早期制

定の意見書採択を求める陳情

書 

名古屋市千種区内山 

３－１０－１７ 

アジアと日本の平和と安全を

守る愛知県フォーラム 

 会長 青山 丘 

議会運営委員会 

（意見陳述 

あり） 

９ 

介護・福祉・医療など社会保

障の施策拡充についての陳情

書 

名古屋市熱田区沢下町９－７ 

労働会館東館３階３０１号 

愛知自治体キャラバン実行委

員会 

代表者 森谷 光夫 

議会運営委員会 

（意見陳述 

なし） 

１０ 
地球社会建設決議に関する陳

情書 

横浜市中区本郷町３－２８７ 

 荒木 實 

議長預り 

（郵送） 

１１ 

「子ども・子育て支援新制度

実施にあたっての意見書」提

出を求める陳情書 

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 

（意見陳述 

あり） 

１２ 

すべての子どもの権利が保障

される「子ども・子育て支援

新制度」実施を求める陳情書 

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 

（意見陳述 

あり） 

１３ 

安全・安心の医療・介護の実

現と夜勤改善・大幅増員を求

める陳情書 

名古屋市熱田区沢下町９－３ 

 労働会館本館４０３ 

愛知県医療介護福祉労働組合

連合会 

執行委員長 西野 ルミ子 

議長預り 

（郵送） 



１４ 
介護職員の処遇改善を求める

陳情書 

名古屋市熱田区沢下町９－３ 

 労働会館本館４０３ 

愛知県医療介護福祉労働組合

連合会 

 執行委員長 西野 ルミ子 

議長預り 

（郵送） 

１５ 

医師・看護師・介護職員の確

保に影響を及ぼす、２０１４

年４月からの消費税増税の実

施中止を求める陳情書 

名古屋市熱田区沢下町９－３ 

 労働会館本館４０３ 

愛知県医療介護福祉労働組合

連合会 

 執行委員長 西野 ルミ子 

議長預り 

（郵送） 

【久世孝宏委員長】 郵送以外のものについては会派に持ち帰り意見をまとめ、１２月１８日（水）

開催予定の議会運営委員会で協議し結論を出す。 

了承 

 

４．平成２６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 

【久世孝宏委員長】 来年度の年間会期期間、日数とも平成２５年度とほとんど同様。６月定

例会は今年市長選挙があったため、来年は通常通りで１週間程度前倒し

になっている。また、これに合わせ全員協議会も本年度とほぼ同じ内容

で予定した。 

了承 

 

５．平成２６年度議会関係当初予算について 

【原田事務局長】  来年度予算は８００万円程増額になっているが、そのほとんどは共済費

の増額。そのほかの主な変更は、議員勉強会を６回に増やしたこと、議

長車及び議会ワゴン者の車検があること、議事録検索システムに新たに

予算審査議事録を加えた。 

【久世孝宏委員長】 来年度予算要求した内容の報告です。 

了承 

 

６．議会運営委員会行政視察について 

日  程 ： 平成２６年２月３日（月）～４日（火） 

視 察 先 ： 熊本県 合志市（こうしし）・熊本市 

調査事項 ： 政策提言機能の向上について 

【久世孝宏委員長】 議会運営員会の日程を２月３日（月）、４日（火）で決めたい。先回話した

熊本県の合志市については先方の了解も取れ行程の調整をしている。熊本

市は一般質問した内容を総合計画に沿って、質問と当局の回答をまとめホ

ームページで公表している、その仕組みや始めた経緯を参考としたいと考

えており、先方とは連絡を取っていないが候補地とした。テーマは政策提

言機能の向上についてを柱に議会改革や運営について調査していきたい。

今後の予定として、正副委員長と事務局で視察先等きちんと決めるので、

１月８日（水）までに質問したい内容を提出してもらい、１月１４日（火）

の１０時から議会運営委員会を開催しまとめたい。 

≪休憩≫ 

【久世孝宏委員長】 今後の日程として、１月８日（水）までに質問項目を事務局へ提出願いた

い。それを正副委員長でまとめ各委員に届けるので確認してもらい、付け

加えることがあれば、それも含め視察先へ質問事項を送る。 

了承 



７．タブレットＰＣ、補足映像の活用（本実施）について 

【久世孝宏委員長】 先回の議会運営委員会でタブレットＰＣ、補足映像の活用については本実

施とすることになったが、皆さんの意見を基に決めごとを整理した。パソ

コン等の持ち込みについても、決めごとがあった方が良いのでないかとい

うことで、パソコン等の活用についても現在行っていることを記載した。 

≪休憩≫ 

【久世孝宏委員長】 「パソコン等の活用」の（２）①の「特に機会式ボード～」以下を削除し、

③については何か起こった時という想定であり、「使用に際して、不測の事

態が生じた時は会議の長の指示に従うこと。」という内容に訂正する。 

了承 

【中村宗雄議長】  アニメーション、音声は使えない内容だが、条件を細かく設けない方が良

いのではないか。 

≪休憩≫ 

 

【久世孝宏委員長】 「本会議における補足映像の活用」（１）⑫を先頭に持ってくる。③を削除

する。④の項目２「音声」と項目４「公序良俗に反するもの～」を削除す

る。修正した内容を後ほどお示しする。 

了承 

 

８．その他 

（１）議会運営委員会の開催について 

１２月１８日（水）午前１０時 議会会議室 

１２月  日（ ）    時 議会会議室：議題（議会報告会について） 

【久世孝宏委員長】 次回議会運営委員会を１２月１８日（水）午前１０時から開催する。それ

とは別に先回お願いした議会報告会に関する議会運営委員会の開催につい

て確認したい。 

≪休憩≫ 

【久世孝宏委員長】 １２月１９日（木）午後１時３０分から議会報告会についての議会運営委

員会を開催する。 

了承 

 

（２）全員協議会の開催について 

１２月１８日（水）午後１時３０分 全員協議会室 

【久世孝宏委員長】 次回全員協議会を１２月１８日（水）午後１時３０分から開催する。 

了承 

 

（３）年末調整等の手続きについて 

提出期限：平成２５年１２月６日（金） 正午 

【原田桂事務局長】 年末調整の手続きが必要な方は、１２月６日（金）正午までに書類を議会

事務局まで提出してください。書類は既に配付してあります。 

了承 

 

（４）その他 

【原田桂事務局長】 ①本日（１２月３日）開催の全員協議会には議案書を持参して下さい。 

②申し合わせにより、１２月１０日（火）の議会初日はノーカーデーを実

施しますので協力お願いします。 

③半田病院駐車場利用について、議会開会中は希望する議員に無料定期券

を配付します。本日から配付可能です。 

【中村宗雄議長】  病気療養中であった松本如美議員が退院したので、議員親睦慶弔規程によ



り親睦会から１０，０００円を贈った。 

【松本如美委員】  （お礼の言葉あり） 

【新美保博委員】  今回の定例会で一般質問の通告が１２人いたが、２人取り下げた。 

ヒアリング後に取り消すようなことになるなら、自分の職責、所管事項を

自覚し質問するよう考えてほしいし、取り下げることのないようにしてほ

しい。別件だが、１２月５日（木）の冬の交通安全運動が行われ参加の案

内が来ている、１０日に交死亡事故０の日があるのに、なぜ中途半端な５

日に行うのか、県が運動するならするで良いが、半田市は０の日に合わせ

て行ったらどうか、この話は町内会の皆から聞いており意見があったらま

た別の機会に聞きたい。 

≪休憩≫ 

【中村宗雄議長】  事務局職員が結婚する。前回の例では議員親睦会よりお祝い金 

（２０，０００円）を出している。今回どうするか協議願いたい。 

≪休憩≫ 

【久世孝宏委員長】 事務局職員の結婚に際し、議員親睦慶弔費からお祝い金３０，０００円を

贈ることとする。 

了承 

 


