
議会運営委員会協議結果 

日時：平成３０年１１月２７日（火） 

                             開会：午前１０時００分 

                             閉会：午前１１時２３分 

場所：委員会室 

 

 

【鈴木幸彦委員長】議事を始める前に、市議会に提出されています陳情について、本日、当委員会に協議 

題として上げられています案件の中４件、意見陳述の要望説明の申し出がありますの 

で、許可したいと思いますがよろしいでしょうか。 

了承 

≪休憩≫（陳情者入室）（陳述）（質疑） 

≪再開≫ 

【鈴木幸彦委員長】陳情についての審査ですが、本日は、会派に持ち帰りご協議をお願いし、１２月１２ 

日（水）開催の議会運営委員会で、審査、その後採決としたいと思いますがよろしい 

でしょうか。 

 了承 

≪休憩≫（陳情者退室） 

≪再開≫ 

 

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 

【小野田靖局長】会期について、一般質問の人数が確定しましたので、若干変更があります。一般質問が 

１１名のため、初日４名、２日目５名、３日目２名となります。その後、議案質疑、委員会

付託となり、３日目の１２月６日（木）午後から総務委員会、７日（金）午前文教厚生委員

会、午後建設産業委員会の案で作成しました。それにより、１２月１０日（月）、１１日

（火）が休会となる案で作成しましたので、ご協議をお願いします。 

【鈴木幸彦委員長】会期について、一般質問通告者の人数が確定したことにより、局長の説明のとおり、 

議案審査の日程を変更してよろしいでしょうか。 

 了承 

 

（２）市政に関する一般質問について 

一般質問通告者は１１名、一般質問の日程は３日間とする。 

日  程 午    前 午    後 

12月 4日（火） １名（山本半） ３名（中村、中川、小出） 

5日（水） ２名（竹内、加藤） ３名（小栗、久世、鈴木幸） 

6日（木） ２名（岩田、山田）  

【小野田靖局長】一般質問通告者は１１名、一般質問の日程は３日間とし、質問内容等の修正は、本日午 

後５時までに議長へ申し出る案で作成しましたので、よろしくお願いします。 

【鈴木幸彦委員長】一般質問について、局長の説明のとおりとしてよろしいでしょうか。また、質問内容 

等の修正は、本日（１１月２７日）午後５時までに議長へ申し出てください。 

 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、別紙のとおり関係する委員会に付託する案で作成しました。また、 



議案上程後に行う委員会審査については、先程説明させていただいたとおり、一般質問 

が終わった後、だよりの広報委員会を予定しておりますので、総務委員会は１２月６日 

（木）午後２時から、文教厚生委員会は１２月７日（金）午前９時３０分から、建設産 

業委員会は１２月７日（金）午後１時からとしてよろしいか、ご協議をお願いします。 

【鈴木幸彦委員長】付議事件及び委員会付託について、局長の説明のとおりとしてよろしいでしょうか。 

また、議案上程後に行う委員会審査について、 

総務委員会   １２月６日（木）午後２時００分～ 

文教厚生委員会 １２月７日（金）午前９時３０分～ 

建設産業委員会 １２月７日（金）午後１時００分～ 

          で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  １２月１２日（水） 午前９時 

【小野田靖局長】討論通告締切について、１２月１２日（水）午前９時となりますので、よろしくお願い 

します。 

【鈴木幸彦委員長】討論通告締切について、局長の説明のとおりとしてよろしいでしょうか。 

了承 

 

（５）議員派遣について 

【鈴木幸彦委員長】議員派遣は別紙資料のとおり、副議長を派遣することとしてよろしいでしょうか。 

了承 

 

２．陳情について 

請願

番号 
請 願 件 名 請 願 者 付託委員会 

１１ 

平成３１年度理科教育設備整

備費等補助金予算増額計上に

ついてのお願い 

千代田区神田小川町３－２８ 

昇龍館ビル４Ｆ 

公益社団法人日本理科教育振

興協会 

会長 大久保 昇 

議長預り 

（郵送） 

１２ 

国に対して「待機児童と保育

士不足解消のための実効性あ

る対策を求める意見書」の提

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 本田 たみ代 

議会運営委員会 

（意見陳述 

あり） 

１３ 

国に対して「学童保育指導員

の資格と配置基準の堅持を求

める意見書」の提出を求める

陳情書 

名古屋市熱田区沢下町９－７ 

－３０８ 

愛知学童保育連絡協議会 

会長 江坂 佳代子 

議会運営委員会 

（意見陳述 

あり） 

１４ 

国に対して「放課後児童支援

員等の処遇改善事業に係る事

務等の簡素化を求める意見

書」の提出を求める陳情書 

名古屋市熱田区沢下町９－７ 

－３０８ 

愛知学童保育連絡協議会 

会長 江坂 佳代子 

議会運営委員会 

（意見陳述 

あり） 



１５ 

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 

あり） 

１６ 

介護従事者の全国を適用地域

とした特定最賃の新設を国に

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 渡邉 一 

議会運営委員会 

（意見陳述 

なし） 

１７ 

看護師の全国を適用地域とし

た特定最賃の新設を国に求め

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 渡邉 一 

議会運営委員会 

（意見陳述 

なし） 

１８ 

「看護師と介護従事者の全国

を適用地域とした特定最賃の

新設を国に求める陳情書」及

び意見書（案）の提出につい

て 

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 渡邉 一 

議会運営委員会 

（意見陳述 

なし） 

１９ 
学校教材の計画的な整備推進

についてのお願い 

東京都港区虎ノ門３－１０－

１１ 虎ノ門ＰＦビル 

一般社団法人 日本教材備品

協会 

会長 大久保 昇 

議長預り 

（郵送） 

２０ 

保育士の人材定着・確保のた

め職員配置基準と公定価格の

抜本的な改善にむけて国に対

し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 

議長預り 

（郵送） 

２１ 

「核兵器禁止条約」に署名・

批准を求める意見書採択に関

する請願書 

名古屋市北区黒川本通２－ 

１１－１ コーポタニグチ 

２０１ 

愛知県原水爆被爆者の会 

理事長 恩田 明彦 

議会運営委員会 

（意見陳述 

なし） 

【鈴木幸彦委員長】陳情番号１１・１９・２０番は郵送のため議長預かり、陳情番号１２番～１８番、 

２１番については、会派に持ち帰って協議していただき、１２月１２日（水）の議 

会運営委員会で結論を出すこととしてよろしいでしょうか。 

了承 

 

 

３．平成３１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 

【小野田靖局長】平成３１年度５月臨時会は５月１４日、１５日で開催する予定です。改選後となりますので、



初日に役選を行います。６月定例会は時期を早めてという声もありましたが、全国議長会、

全国市長会の日程もあり、６月１８日から７月１日でご了解をいただきたいと思います。後

は例年どおりの日程でスケジュールを組まさせていただきましたので、よろしくお願いしま

す。 

【鈴木幸彦委員長】平成３１年度の年間議会会期予定及び全員協議会開催予定について、局長の説明の 

とおりとしてよろしいでしょうか。 

了承 

 

４．平成３０年度議会関係補正予算について 

【関正樹議事課長】平成３０年度議会関係補正予算について、人事院勧告により増額となりますので、よろし

くお願いします。 

【鈴木幸彦委員長】議会補正予算について、議事課長の説明のとおりでよろしいでしょうか。 

了承 

 

５．平成３１年度議会関係当初予算について 

【関正樹議事課長】平成３１年度議会関係当初予算について、１１月１日（木）に財政課の予算ヒアリングが

終わりましたので、その結果を報告します。今年度と比べ主な変更点としては、改選によ

る議員１名分の増額、消費税１０％による増額、議長車の買換えによる増額、議員章人数

分購入による増額、クイズ！議会へＧＯ！の参加賞を増額で計上しています。 

 【小野田靖局長】若干補足をさせていただきます。今年度特別委員会の視察旅費が今の限度額で良いのかと相

談をいただきました。財政当局とも話をさせていただきましたが、結果として総額でみると

執行率の中で余裕がみられるので、現段階では予算額を変更せず、次年度については総額の

中でみて、やっていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 【中川健一議員】議長車は前回いつ購入されましたか。また、購入する車種は何ですか。 

 【小野田靖局長】１２年間使用しています。また、車種は同じクラウンで同程度のものです。 

【中川健一議員】市長がプリウスなのに、クラウンにする理由は何ですか。 

【小野田靖局長】事故が起きた時の安全性を重視しているためです。 

【中川健一議員】最近はアルファードなどの方が対応性があり使いやすいと思いますが、そういったことは考

えたのですか。 

【小野田靖局長】大きな議会ですと１台はワゴン車、１台はクラウンとしているところもあります。全体で言

うと、まだ３割はワゴン車にしている所はないと思います。クラウンで予算を見積もってい

ますが、改選後の議長等と相談して車種を決めていきたいと思います。 

【鈴木幸彦委員長】他はよろしかったでしょうか。なければ、来年度予算は説明のとおりでよろしいでしょう

か。 

          了承 

 

６．議員勉強会について 

   タブレットを活用した議会運営 

 【嶋崎昌弘議長】今年度２回目の議員勉強会について、「タブレットを活用した議会運営」をテーマとして、

事務局へ日程調整等を依頼しています。 

【関正樹議事課長】ＮＴＴ西日本（株）に「タブレットを活用した議会運営」をテーマとして日程を調整して

います。日程としては、１２月２１日（金）午後、１月８日（火）午前・午後を候補日と

していますので、ご予定をお願いします。 

 【鈴木幸彦委員長】第２回目の議員勉強会は「タブレットを活用した議会運営」として日程調整してよろしい

でしょうか。 

了承 

 



７．視察報告について 

【鈴木幸彦委員長】みなさんから提出された報告書を添付していますので、目を通しておいてください。また、

視察により学んできたことを基に、今年度の議会運営委員会の検討事項、大きく４つあり

ますが、それを資料としてまとめましたので、一度持ち帰っていただき、次回の議会運営

員会で答えを持ってきていただきたいと思いますので、会派での検討をよろしくお願いし

ます。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【鈴木幸彦委員長】傍聴規則については、本日改正案をみなさんにお渡ししますので、次回議会運営委員会ま

でに会派での検討をよろしくお願いします。 

了承 

 

８．その他 

 （１）議会運営委員会の開催について 

１２月１２日（水）午前１０時   委員会室 

 

（２）全員協議会の開催について 

１１月２７日（火）午後１時３０分 全員協議会室 

１２月１２日（水）午後１時３０分 全員協議会室 

 １月 ８日（火）午後１時３０分 全員協議会室 

【小野田靖局長】議会運営委員会、全員協議会の開催については以上のとおり予定しています。 

 

（３）平成３０年７月豪雨災害に対する義援金配分等について 

【小野田靖局長】全国議長会で義援金配分について説明がありました。被害状況に応じて、配分をするという

ことです。また、義援金額と配分額が同額ですので、全国議長会の手数料はかかっていない

ものです。 

 

（４）２０４０未来ビジョン出前セミナーについて 

【小野田靖局長】全国議長会で説明があったものです。来年度から全国議長会主催の新規事業として立ち上が

るセミナーです。３００人から５００人入る会場で、各地域でセミナーを行っていくもので

す。全国議長会としては、旅費等政務活動費を使って参加してくださいという説明がありま

したので、ご案内させていただきました。 

 

（５）パトネットあいち登録の案内について 

【小野田靖局長】愛知県警から携帯電話を使って交通事故情報や不審者情報を流すネットワークがありますの

で、登録してくださいとの案内がありましたので情報提供させていただきました。 

 

（６）市町村アカデミーへの事務局職員の派遣について 

    平成３１年１月１７日（木）～２５日（金） 

【小野田靖局長】事務局の職員１名、石原を派遣します。議事課の研修体制は、速記協会の研修や日本経営協

会の研修を予算化して、毎年計画的に研修を行っています。その他に、人事課の予算で市町

村アカデミーの専門研修があり、人事課と協議して今回研修に派遣するものです。石原が１

月１７日から２５日は研修となりますので、その間は石原が担当している委員会の日程調整

でご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

 

（７）ＩＣカード・駐車券の確認について 

 【小野田靖局長】１２月１４日（金）までに事務局へ提示していただきますようお願いします。 



 

（８）その他 

【中川健一委員】前回の議会運営委員会で公職選挙法違反の社会福祉協議会の寄付要請（赤い羽根の募金）は

どうなりましたか。 

【小野田靖局長】議事課としても調べ、社会福祉協議会にも確認したところ、事務局を使って寄付要請をする

ことは適切ではないということでしたので、今年から事務局で募金の取次をすることは止め

ることとしました。ご指摘をいただき、ありがとうございました。なお、今年度のバッジに

つきましては、みなさんが表に立つことが多いので、ＰＲ用に配付させていただいたとご理

解していただければと思います。 

【鈴木幸彦委員長】その他なにかございますか。ないようですので、本日の委員会を終了します。 


