
議会運営委員会協議結果 

日時：令和元年６月１０日（月） 

                             開会：午前１０時００分 

                             閉会：午前１１時５０分 

場所：委員会室 

 

 

【渡辺昭司委員長】協議題４．陳情について、意見陳述を希望されている案件が陳情番号５から１３ま 

での９件ありますので、順序を繰り上げ、意見陳述を行ってよろしいでしょうか。 

了承 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

 

１．議会選出各種委員等の選任について 

【小野田靖局長】各会派より連絡いただいたものを別紙資料１のとおりまとめましたので、ご確認くだ 

さい。 

【渡辺昭司委員長】別紙資料のとおりでよろしかったでしょうか。 

          了承 

 

２．第３回半田市議会定例会について 

（１）会期について 

  ６月１８日（火）から７月１日（月）の１４日間 

【小野田靖局長】会期について、一般質問議員１４名で３日間のため、２１日予定の一般質問はなくな 

ります。議案の質疑、委員会付託を２０日午後一般質問終了後に行い、２１日（金） 

午前９時３０分から総務委員会、午後１時から文教厚生委員会、２４日（月）午前９ 

時３０分から建設産業委員会を行い、２５日は休会とする案を作成しましたので、ご 

協議をお願いします。 

 【渡辺昭司委員長】局長より説明のあった日程でよろしいでしょうか。 

【嶋崎昌弘委員】今回は議案が少ないので、３常任委員会を２１日（金）で行えないか、ご協議をお願 

いします。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【嶋崎昌弘委員】２４日（月）に命に係わる用事がありますので、建設産業委員会も２１日（金）に開 

催していただけないでしょうか。 

【渡辺昭司委員長】新美保博議員より事務局へ、２４日（月）は病院通院があり日程を変更できないか 

連絡がありました。今回は特例として、２１日（金）午前９時３０分から総務委員 

会、午後１時から文教厚生委員会、午後３時から建設産業委員会と１日で委員会審 

査を行うことでよろしかったでしょうか。 

了承 

【渡辺昭司委員長】今回は特例で、１日で委員会審査を行うこととしましたが、今後は病院関係の用事 

でも当事者で調整していただきたいと思います。 

 

（２）市政に関する一般質問について 

【小野田靖局長】会期の説明と重複しますが、一般質問通告者は１４名で、一般質問の日程は３日間と 

し、１８日は４名、１９日は５名、２０日は５名となりますので、よろしくお願いし 

ます。 

【渡辺昭司委員長】局長の説明のとおりとしてよろしいでしょうか。 

          了承 



 

（３）付議事件及び委員会付託について 

【小野田靖局長】付議事件については、関係する委員会に付託します。委員会審査は、６月２１日 

（金）に行い、総務委員会は午前９時３０分から、文教厚生委員会は午後１時から、 

建設産業委員会は午後３時から、いずれも委員会室で開催しますので、よろしくお願 

いします。 

【渡辺昭司委員長】局長の説明のとおりとしてよろしいでしょうか。 

          了承 

 

（４）討論の通告締切について 

討論通告締切 ６月２６日（水）午前９時００分 

【渡辺昭司委員長】討論通告締切は、６月２６日（水）午前９時としてよろしいでしょうか。 

          了承 

 

（５）議員派遣について 

【渡辺昭司委員長】議員派遣は別紙のとおり、副議長を派遣することとしてよろしいでしょうか。 

          了承 

 

３．請願について 

請願

番号 
請 願 件 名 請 願 者 付託委員会 

１ 

後期高齢者医療費の自己負担

を２割にしないことを求める

請願書 

半田市柊町５－８－１３ 

全日本年金者組合・愛知県本

部 

半田支部長 久礼 憲一 

文教厚生委員会 

【渡辺昭司委員長】請願の付託先は文教厚生委員会としてよろしいでしょうか。また、委員会で請願者 

より意見陳述がありますので、よろしくお願いします。 

          了承 

 

４．陳情について 

陳情

番号 
陳 情 件 名 陳 情 者 送付委員会 

３ 

奥山等のスギ・ヒノキ放置人

工林を、森林環境譲与税（仮

称）で順次計画的に皆伐を進

め、天然林に戻すことを求め

る陳情書 

兵庫県西宮市分銅町１－４ 

 一般財団法人日本熊森協会 

会長 室谷 悠子 

議長預かり 

（郵送） 

４ 

辺野古新基地建設の即時中止

と、普天間基地の沖縄県外・

国外移転について、国民的議

論により、民主主義及び憲法

に基づき公正に解決するべき

とする意見書の採択を求める

陳情 

沖縄県那覇市銘苅１－３－ 

３６ ハピネス新都心Ⅱ 

３０２ 

 「新しい提案」実行委員会 

 安里 長従 外６名 

議長預かり 

（郵送） 



５ 

すべての子どもたちによりよ

い幼児教育・保育の無償化の

実現を求める意見書の提出を

求める陳情 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

日本自治体労働組合総連合

愛知県本部 

執行委員長 長坂 圭造 

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 薄 美穂子 

議会運営委員会 

６ 

最低賃金の引上げ、全国一律

最低賃金制の確立を求める意

見書の提出を求める陳情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 

７ 

公契約事業従事者の適正賃金

と安定雇用を確保する公契約

法の制定を求める意見書の提

出を求める陳情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 

８ 

すべての労働者に、安定した

雇用と１日８時間の労働で暮

らせる人間らしい働き方を求

める意見書の提出を求める陳

情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 

９ 

住民の安全・安心を支える行

政サービス体制・機能の充実

を求める意見書の提出を求め

る陳情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 

１０ 
地方財政の拡充を求める意見

書の提出を求める陳情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 

１１ 

沖縄県民の民意を真摯に受け

止め、地方自治を尊重し、辺

野古の新基地など米軍基地建

設の中止を求める意見書の提

出を求める陳情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 



１２ 

保育士の人材定着・確保のた

め、職員配置基準と公定価格

を抜本的に改善し、大幅増員

と賃金の引き上げを求める意

見書の提出を求める陳情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 

１３ 

消費税１０％への引き上げの

中止を求める意見書の提出を

求める陳情書 

名古屋市北区柳原３－７－８ 

春の自治体キャラバン実行

委員会 

代表 榑松 佐一 

議会運営委員会 

１４ 

辺野古新基地建設の即時中止

と、普天間基地の沖縄県外・

国外移転について、国民的議

論により、民主主義及び憲法

に基づき公正に解決するべき

とする意見書の採択を求める

陳情 

東京都新宿区四谷２－８ 

 全国青年司法書士協議会 

 会長 半田 久之 

議長預かり 

（郵送） 

１５ 

米軍普天間飛行場の辺野古移

設を促進する決議案採択のお

願い 

沖縄県宜野湾市真栄原２－ 

１５－１０ 

 宜野湾市民の安全な生活を

守る会 

 会長 平安座 唯雄 

議長預かり 

（郵送） 

１６ 

日本政府に対して、国連の

「沖縄県民は先住民族」勧告

の撤回を求める意見書の採択

を求める陳情書 

埼玉県川越市仙波町２－１７

－３４ 

一般社団法人日本沖縄政策

研究フォーラム 

理事長 仲村 覚 

議長預かり 

（郵送） 

【渡辺昭司委員長】先ほど意見陳述の有りました陳情について、６月２６日（水）の議会運営委員会で 

協議、結論を出したいと思いますので、会派に持ち帰り検討してくることとしてよ 

ろしいでしょうか。また、陳情３・４と１４から１６は郵送のため議長預かりとな 

りますので、よろしくお願いします。 

了承 

 

５．特別委員会の設置について 

【渡辺昭司委員長】各会派から提案されたテーマを別紙資料にまとめましたので、委員会名称、定数、 

目的等のご協議をお願いします。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【渡辺昭司委員長】特別委員会のテーマについては、公共施設の更新計画の関係のものと中小企業振興 

政策についてということで、テーマを出された会派については、名称とか設置目的 

を整理して事務局に連絡してください。人数については、次回の議会運営委員会ま 

でに私の方で調整させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

了承 

 

 



６．議会運営委員会の調査事項について 

【渡辺昭司委員長】各会派から出された案を見ますと、議会ＩＣＴが２個、市民参加のあり方について 

や開かれた議会については、議会報告会や議会広報、ホームページなど市民へ発信 

していく方法を考えなければいけないという関係のものかと思います。維新・半田 

市民の会からは昨年同様予算決算審査についてになっています。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【渡辺昭司委員長】議会運営委員会のテーマとしては、議会のＩＣＴ化についてとし、広報についても 

議論していくということでよろしいでしょうか。 

了承 

 

７．その他 

（１）議会運営委員会の開催について 

６月２６日（水）午前１０時  委員会室 

 

（２）全員協議会の開催について 

６月１０日（月）午後１時３０分 全員協議会室 

６月２６日（水）午後１時３０分 全員協議会室 

【小野田靖局長】本日開催の全員協議会には、議案書を持参してください。 

 

 （３）定期駐車券・ＩＣカードの確認について 

【小野田靖局長】確認のため、７月１日（月）までに事務局へ提示してください。 

 

（４）ＳＧ第２４回オーシャンカップの案内について 

   日程：７月１０日（水）～１５日（祝）の６日間 

会場:ボートレースとこなめ 

【小野田靖局長】メールでも案内させていただきましたが、行かれる方は６月１３日（木）までに事務 

局へ連絡してください。 

 

（５）夏用の議員バッチについて 

【小野田靖局長】以前注文をお受けした夏用の議員バッチですが、業者より見積書が届きまして経費込 

みで、１個１，８５０円で販売しますのでご承知おきください。 

 

 （６）常任委員会対抗ソフトボール大会について 

    ７月６日（土） １３時３０分～ 江川グラウンド 

            １８時～    懇親会（肉の石川屋 びっくり市） 

                     会費４，０００円 

【沢田清副議長】７月６日（土）江川グラウンドに午後１時集合で行いますので、よろしくお願いしま 

す。また、出欠席を会派で取りまとめ、６月２１日（金）までに事務局へ連絡をお願 

いします。 

 

（７）常滑市議会との親睦ソフトボール大会について 

【石川英之議長】常滑市議会との親睦ソフトボール大会について、１０月頃開催で日程調整を行いたい 

と思います。過去にはソフトボール大会を行っており、ここ数年は行っていませんが、 

常滑市議会とは、これからも関係を深めていきたいと思います。日時、場所、会費等 

は調整出来次第報告しますので、よろしくお願いします。 

 

 （８）行事案内について 

     ・水辺クリーン・アップ大作戦 



       ７月１５日（祝）午前７時３０分～ 

       清掃エリア 半田中央ふ頭・亀崎海浜緑地 

      

・衣浦みなとまつり花火大会（武豊町主催） 

       ７月２７日（土）午後７時３０分～ 

 

 （９）その他 

【石川英之議長】事業評価について、昨年同様のスケジュールでよいか、次の議会運営委員会で決めた 

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 【小野田靖局長】昨年より、当局の予算編成が９月末から１０月上旬に行われるので、それに間に合う 

ように９月中に事業評価ができるように時期を早めたものです。 

 【渡辺昭司委員長】次の議会運営委員会までに検討してきてください。 

           了承 

 


