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議会運営委員会 会議録 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 平成３０年６月１１日（月曜日） 

午前１１時４０分開会、午前１１時５５分閉会 

場 所 第３委員会室 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 程 

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

３ 議長挨拶 

４ 協議事項 

（１）会期日程の変更について 

（２）追加議案の上程について 

（３）その他 

５ 閉  会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委員長  内田 卓男 

 副委員長 小坂 博 

 委 員  寺内 充 

 委 員  吉田 博史 

 委 員  篠塚 昌毅 

 委 員  平石 勝司 

 委 員  島岡 宏明 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（なし） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

その他出席した者 

議 長  海老原 一郎 

 副議長  川原場 明朗 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 副市長     五頭 英明 

 市長公室長   船沢 一郎 

 財政課長    佐藤 亨 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

 局 長  塚本 哲生 

 次 長  川上 勇二 

 係 長  宮崎 清司 

主 査  村瀬 潤一 

主 査  寺嶋 克己 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○内田委員長 ただ今から議会運営委員会を開会いたします。急遽，皆様にお集まりを

いただいたのは，議長から会期日程の変更について諮問を受けたからでございます。議

長から挨拶並びに会期日程の変更について，説明をお願いします。 

○海老原議長 急遽，お集まりいただきましてありがとうございました。皆様もご存知

の通り今回の一般質問の人数が９名でございます。今日も２名の質問者が終わりました。

このままいきますと，明日の３時か４時頃には質問者が終わる予定です。当初の予定で

すと３日間が一般質問の予定になっており，３日目に１名残すとなりますと明日は２時

か３時に終わってしまうのではないかという予想になります。一般質問の会期を３日間

の所を２日間にしてはどうかと，あまり早く終わっても市民の見方もあると思いますの

で，その点を審議していただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

○内田委員長 議長から説明があったとおり，今回の一般質問は発言通告された議員が

９名でございます。議案質疑の時間を考慮いたしましても月・火曜日の２日間で終了す

ることが十分考えられます。当初の予定といたしまして一般質問と議案質疑を月・火・

水曜日の３日間としていましたが，これを月・火曜日の２日間で行うということに対し

まして，皆さん，いかがですか。 

○吉田（博）委員 とんでもない話。定例会日程は少ない多いで変えるもんじゃない。

今まで２０人近い一般質問者がいた時も，会期も，３日から４日に変更したこともない。

それは５時までが普通終わりなんだけれども，７時まで延長しても３日間の日程は組ん

でいた。多い少ないでもって日程を変えるなんてことは許さない。以上。 

○内田委員長 ということはどういう結果になりますか。３日間なんですが，議案質疑

だけを翌日にするという形で，火曜日に早く終わるという日程が望ましいということを

吉田議員は言っている。そういう理解でいいのか。 

○吉田（博）委員 そうですね。 

○内田委員長 そういう理解。いかがですか。 

○海老原議長 日程では水曜日まで一般質問という予定になっていますので，水曜日に

一人残すという形にするかどうかをお諮りいただきたいのです。 

○吉田（博）委員 そういうことだよ。 

○内田委員長 今までのやり方でいくと９番目の人を，一人残していくというような日

程になる。変更しないでいくとそのやり方しかない。いかがですか。  

○篠塚委員 一応３日間の日程なんですが，今回一般質問の数が分からない。ただあま

りにも早く終わって委員会の調査等もあると思うので，委員会を充実させるためにも日

程に余裕を持たせるのもいいかと思い，もし一般質問が２日間で終われば３日目に委員

会，勉強会とか出来ると思うのでそういうことも考えて，今回，数の，時間も含めて効

率的ということを考えれば，２日間でもいいのかなと思います。 

○内田委員長 日程を短くする変更するという考え方ですね。 

○篠塚委員 効率を考えたということです。 

○内田委員長 いかがですか。 
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○寺内委員 今まで通り３日間でいいんじゃないですか。３日間の時は一人残して議案

質疑をして後に委員会も出来るのですから，人数が少ないから短くする，多いから長く

するではなくて一般質問は３日と決めてあるんですから，変える必要はないと思います。 

○内田委員長 他にどうですか。平石議員。 

○平石委員 こういう経験がなかったものですから，人数が少ない場合は，効率的に考

えても２日間も可能であるのかなという認識なんですけれども，吉田委員がおっしゃる

ように，人数が多くても３日間でやったことがあるという話も伺いましたので認識不足

だったかなと思いました。委員会に関しては３日目で予定していたものですから，そう

いう形で進めていきたいと思います。 

○内田委員長 今の話ですが委員会の話はしていませんからね。あくまでも一般質問と

議案質疑という日程。本会議を１日短くしたいという提案を議長がした。それについて

現状維持がいいじゃないかという意見もあった。こういう議事の進め方をしたいと思う

んですが，島岡君。 

○島岡委員 過去に一般質問が少ないという例はあったんでしょうか。 

○内田委員長 こういうことは初めてだと思います。延長はあったけど短くするという

ことはなかったです。 

○寺内委員 あまりにも多かったので一般質問を３日にした。 

○島岡委員 ３日を２日にしてはだめだということはあるんですか。 

○寺内委員 議運で決めればいい。 

○内田委員長 それが出来ないとか出来るということではなくて，皆さんの合意があれ

ばそれは可能であることであって，吉田議員は３日でやっているのだからこの通りにい

けという意見。それなら１日短くしてもいいんじゃないかというこの２つの意見です。

小坂さんどう？ 

○小坂副委員長 こんなに短いのは始めてです。昔，一般質問の持ち時間が長かったん

です。２時間だったので当然３日目になるのは当たり前だったんですけれども，心情的

には３日でいいと思うんですが，こういうことが今までなかったということなので，初

めてもあってもいいのかなと何とも言えない。 

○内田委員長 私はこの話を長くするつもりはないですが，議員一人ひとり特に若い

方々出来るだけ一般質問をやろうよというような空気は欲しい。９人というのは初めて

だと思うんですよ。そういった意味で欠席されている方がいて，それなりの議員で，今

２８名で３２名の時との違いもありますから一概には言えませんが，いずれにしてもみ

んな一般質問をやろうという空気はそれぞれの会派なりそういう所で，是非こういうこ

との無いようにやっていくべきだろうなという気がします。そういった意味で議長，全

協もあるでしょうから，その時にこういう事態になってどっちに転んでも，一般質問は

頑張りましょうと議長の方から言っていただいた方がいいと思います。そこで本題です。

いかがいたしましょうか。意見が二つに分かれているのですが，今日の一般質問を，６

人やってしまうと明日は午前中で終わることもあるわけだよ。 

○海老原議長 ３日と決まった場合は，今日も明日も早めに終わるという形は取れると
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思うんです。 

○内田委員長 そういう調整をするということでどうします。 

○篠塚委員 話が進まないと思うので，２日間か３日間にするかで採決を採っていただ

いければそれでいいかと思います。論点が決まらないと思います。 

○内田委員長 そういうご意見があり採決を採れということでございます。それでは議

長提案の２日間という方の挙手を願います。 

（篠塚委員・島岡委員・平石委員 挙手） 

○小坂副委員長 私は白紙で。 

○内田委員長 ３対２。３対２ということでございます。よって議長提案のごとく２日

間ということで決まりました。以上であります。よろしいですか。日程を変更するとい

うことで決まりました。 

○篠塚委員 採決のルールの件で確認なんですが，白票ということ，同数の場合は委員

長裁決もあるんですが，白票なしでやったら３対３で委員長裁決かも。それでよろしい

んですか。 

○吉田（博）委員 その前に議運のメンバーたるもの，議運というのは常任委員会の最

高の機関なんだよ。白紙なんて議員を辞めろ。そんなことをやっているならお前は議員

を辞めろ。冗談じゃねえ。 

○内田委員長 委員長裁決，同数じゃないからね。 

○篠塚委員 同数じゃないから委員長裁決をやらなくてもいいんですが・・・。 

○内田委員長 同数じゃないからそういうことはやらないでしょうね。 

○小坂副委員長 ２日間の方に入れます。 

○内田委員長 もう一回採決を採りますか。よろしいですか，もう１回。議長提案の案

に対して賛成の方の挙手を願います。 

（小坂副委員長・篠塚委員・島岡委員・平石委員 挙手） 

○内田委員長 ４名。現状維持３日間に賛成の方の挙手を願います。 

（寺内委員・吉田委員 挙手） 

○内田委員長 ４名対２名です。よって短縮２日間ということになりました。 

○海老原議長 皆さんにご心配いただきましたが，そういう結果になりました。ありが

とうございました。この件につきましては今日の一般質問者の何人目になるか分かりま

せんが，全員協議会を開催いたしまして日程の変更をその場で報告させていただきます

ので，どうぞよろしくお願いいたします。 

○内田委員長 次に，五頭副市長から追加議案の相談があるそうです。副市長から説明

願います。 

○五頭副市長 急遽の追加議案についてご説明を申し上げます。議会最終日に人事案件

を追加議案として提出を予定しております。よろしくお願いいたします。お手元の議案

等概要をお開きいただきたいと思います。６月の７日に教育委員である小原芳道氏より

辞職願が出され同日承認をされました。従いまして後任の教育委員の任命の同意につい

て追加議案として最終日に提案をしたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしま
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す。なお期間につきましては，残任期間ということになりますのでよろしくお願いいた

します。 

○内田委員長 以上，人事案件の追加議案でございます。申し合わせでは，３日目の朝

に全員協議会を開いて人事案件をご説明いただくわけですが・・・。 

○川上事務局次長 一般質問の最終日の朝です。 

○内田委員長 一般質問の最終日ということであれば，皆さんの同意はいらないでしょ。 

○川上事務局次長 ２日ということになれば明日になります。 

○内田委員長 ということなら変更はいらない。ただ皆さんに何時に集合してくれとい

うこと。一般質問の最終日ということですから火曜日の朝，何時からですか。 

○五頭副市長 ９時４５分からお願いします。 

○内田委員長 ９時４５分からということでございます。それでは皆さんご意見ござい

ますか。 

○吉田（博）委員 鈴木さん，鈴木敏之さんが医師と書いてあるが，もう少し細かな情

報はないの。開業医とか勤務医とかないの。 

○五頭副市長 開業医です。 

○吉田（博）委員 開業医？ 

○五頭副市長 おおつ野こどもクリニック。 

○海老原議長 鈴木よしてるさん，関東銀行に行っていた鉄砲の好きなその倅。 

○吉田（博）委員 倅。 

○島岡委員 同級生です。素晴らしい人間です。 

○内田委員長 皆さんご意見がないようでございます。明日の全員協議会は９時４５分

からとなります。よろしくお願いします。以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

 


