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議 会 運 営 委 員 会 

 

議 事 日 程  

 

平成２６年８月２６日（火曜日） 

                    午前１０時開会 

 

議   事 （１）平成２６年第３回栄町議会定例会の付議事件について 

１．町長提出議案等      ２１件 

新規条例          ４件 

条例の一部改正       ３件  

協議会規約の一部改正協議  １件 

              工事請負契約        １件 

      補正予算          ３件 

決算認定          ５件 

専決処分の承認       ２件 

報告            ３件 

     （２）諸般の報告について 

１．平成２５年度栄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金

運用状況の審査に係る意見書 

２．平成２５年度財政健全化及び経営健全化の審査に係る意見書 

３．現金出納の検査結果報告    ３件 

４．陳情             ２件 

５．議員派遣報告         １件 

（３）請願                ２件              

（４）一般質問について       通告者７名 

       （５）会期、議事日程、会議録署名議員の指名について 

       （６）決算審査特別委員会の設置及び運営方法について 

        （７）その他、議会運営に関すること 
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出席委員（６名） 

委 員 長  藤 村   勉 君     副委員長  松 島 一 夫 君 

委  員  金 島 秀 夫 君     委  員  山 田 真 幸 君 

委  員  橋 本   浩 君      

      

欠席委員（１名） 

   委  員  鈴 木 照 夫 君 

 

出席を求めた者 

   議  長  大 澤 義 和 君     副 議 長  大 野   博 君 

 

説明のため出席した者    

総務課長  長 﨑 光 男 君    

 

出席議会事務局 

事務局長  湯 原 国 夫 君     書  記  野 平   薫 君 
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午前１０時００分 開会 

◎ 開  会 

○委員長（藤村 勉君） ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

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

◎ 開  議 

○委員長（藤村 勉君） 本日は平成２６年第３回栄町議会定例会に伴う審議をお願いするも

のです。委員のみなさま並びに議長、副議長また、町執行部から長﨑総務課長のご出席をいた

だきまして誠にありがとうございます。 

 それでは、開会に先立ちまして、大澤議長よりご挨拶をいただきたいと思います。大澤議長

よろしくお願いします。 

○議長（大澤義和君） 周りを見ると、稲刈りがそろそろ始まっております。早稲が終わり、

コシヒカリかなと。だいぶ過ごし易くなって参りました。けれども、北から南では集中豪雨の

被害ですか、かなり凄い被害でございます。なるべく、この辺は無いように願うばかりでござ

います。それでは、９月定例会に向けて、スムーズに運営がなされますよう、よろしくご審議

くださるようお願いいたします。 

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

◎審  議   

○委員長（藤村 勉君） ありがとうございました。それでは、さっそく審議に入ります。 

今定例会の招集日は９月９日火曜日です。現在まで確認しております付議事件は、町長提出

議案等が２１件、その内訳としまして、専決処分の承認１件、一部事務組合関連規約の協議

１件、新規条例４件、条例の一部改正が３件、契約案件１件、補正予算３件、決算認定５件、

それと報告として３件です。また、請願が２件提出されております。一般質問通告は７名とな

っています。 

それでは、初めに、町長提出議案等の２１件について、長﨑総務課長より説明をお願いしま

す。長﨑総務課長。 

○総務課長（長﨑光男君） それでは 、平成２６年第３回栄町議会定例会９月議会への、提

出議案等につきまして、ご説明申し上げます。全体といたしましては、ただいま、委員長から

ございましたように、２１議案等につきましてご審議をいただくものでございます。それでは、

お手元の資料に沿いましてご説明させていただきます。 

まず、議案第１号、専決処分を報告し承認を求めることについてということで、所管課は教

育総務課でございます。概要等でございますが、平成２６年７月１８日の臨時議会におきまし

て議決していただきました栄町立安食台小学校校舎大規模改造工事請負契約につきまして、追

加工事による設計変更に伴う契約金額の増額により、その変更契約を締結することについて専

決処分いたしましたので、議会へ報告し承認を求めるものでございます。内容でございますが 



－４－ 

、当初請負契約金額１億１,５００万円に３,２５０万円を増額いたしまして、変更後の契約金

額１億４,７５０万円とするものでございます。変更工事の主な内容といたしましては、防水

工事の追加、消防ポンプ設置工事の追加などでございます。 

続きまして、議案第２号千葉市ほか１０市１町８一部事務組合消防指令事務協議会規約の一

部を改正する規約の制定に関する協議についてでございます。所管課は消防防災課でございま

す。概要でございますが、地方自治法の一部改正によりまして、同法の条項名が改正されるこ

とに伴い、規約の引用条項名が改正されたことにつきまして協議をお願いするものでございま

す。 

  続きまして、議案第３号でございます。栄町職員退職手当負担金支払準備基金条例について

でございます。新規条例になります。所管課は総務課でございます。概要等でございますが、

千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例第２条第１項に規定する市町村負担金、主に退職

手当負担金のことでございますが、負担金に要する財源を確保するため、新たに、栄町職員退

職手当負担金支払準備基金を設置するものでございます。内容でございますが、平成２６年度

から平成３５年度までの１０年間におきます私どもの町の定年退職者の数が、９４名と推計し

てございます。特に、平成３１年度から平成３５年度までは、６３名の定年退職者が見込まれ

ておりまして、負担金の支出が極めて過大な年も生じると推測しているところでございます。

従いまして、退職手当の財政負担につきまして、年度間の平準化を図り、退職手当の増減が町

財政に大きな影響を与えないよう、基金を設置するものでございます。条例の内容につきまし

ては、まず、処分については、栄町が負担すべき退職手当に係る市町村負担金を支払う為の財

源に充てる時に限り、処分可能といたしまして、設置目的、処分要件以外の規定につきまして

は、既存の資金積立基金条例と同じでございます。なお、施行日につきましては、交付の日か

らとするものでございます。 

 続きまして、議案第４号、栄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例でございますが、これも新規条例でございます。所管課は福祉課となります。

概要等でございますが、子ども子育て支援法第３４条第２項及び、第４６条第２項の規定に基

づき栄町が確認する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

ものでございます。具体的に申しますと、子ども子育て３法のうち、子ども子育て支援法に基

づき定めるものでございまして、条例を定めるにあたりましては、内閣府令いわゆる基準省令

でございますが、の基準に従うまたは、参酌して定めるとしているものでございます。今回の

条例につきましては参酌すべき特段の理由もないことから、全て基準省令に倣うこととしてご

ざいます。施行日につきましては、法の施行の日を予定してございます。 

続きまして、議案第５号、栄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

でございますが、これも新規条例でございます。所管課は福祉課でございます。概要等でござ

いますが、子ども子育て支援関係整備法による児童福祉法の一部改正に伴い、栄町または、栄
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町の認可を受けたその他の者が行う家庭的保育事業等の設備及び、運営に関する基準を定める

ものでございます。具体的には、子ども子育て３法のうち、子ども子育て支援関係整備法によ

り、改正される児童福祉法に基づき定めるものでございまして、条例を定めるにあたりまして

は、厚生労働省令いわゆる基準省令でございますが、これの基準に従うまたは、参酌して定め

ることとしてございます。参酌すべき基準といたしまして、本条例では１件ございまして、事

業所内保育事業におけます乳児室の、乳幼児１人につきましての面積を国基準では、

１.６５㎡となっておりますが、これを３.３㎡にする点が参酌して町独自で定めている点でご

ざいます。その他につきましては、特段の理由がございませんので、全て、基準省令に倣うこ

ととしてございます。施行日につきましては、子ども子育て支援関係整備法の施行の日からと

してございます。 

続きまして、議案第６号、栄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例でございますが、これも新規条例でございます。所管課は福祉課でございます。概要等

でございますが、子ども子育て支援関係整備法による、児童福祉法の一部改正に伴い栄町また

は、その他の者が行う放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものでご

ざいます。具体的に申しますと子ども子育て３法のうちの子ども子育て支援関係整備法により

改正される児童福祉法に基づき定めるものでございまして、条例を定めるにあたりましては、

先ほど来申しあげているのと同じですが、厚生労働省令、基準省令と申しますが、この基準に

従うまたは、参酌して定めることとしてございます。参酌すべきものにつきましては、本条例

については、特段理由がございませんので、全て基準省令に倣うこととしてございます。施行

日につきましては、子ども子育て支援関係整備法の施行の日からとしてございます。 

続きまして、議案第７号、栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正す

る条例でございます。所管課は福祉課になります。概要等でございますが、中国残留法人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正によりまして、同法の 

題名が改正されることに伴いまして、引用されている同法の、題名について同様の改正を行う

ものでございます。施行期日につきましては、改正法の施行日と同一の平成２６年１０月１日

からとしてございます。 

続きまして、議案第８号、栄町立小学校設置条例の一部を改正する条例でございます。所管

課は学校教育課でございます。概要等でございますが、北辺田小学校、酒直小学校及び安食台

小学校の３校を統合し、名称を栄町立安食台小学校とするため所要の改正をするものでござい

ます。具体的には、別表がございますが、その別表の中から北辺田小学校及び酒直小学校の項

をなくすものでございます。施行日につきましては、平成２７年４月１日からとしてございま

す。 

続きまして、議案第９号、栄町立中学校設置条例の一部を改正する条例でございます。所管

課は学校教育課でございます。概要等でございますが、栄中学校及び栄東中学校の２校を統合
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し、名称を栄町立栄中学校とするため所要の改正をするものでございます。具体的に申します

と、別表から、栄東中学校の項を除くものでございます。また、附則によりまして、栄町町民

プールの設置及び管理に関する条例中の栄東中の名称を削除する改正も併せて行うものでござ

います。施行日につきましては、平成２７年４月１日からとしてございます。 

続きまして、議案第１０号、安食駅南北自由通路エレベーター設置工事請負契約について

でございます。所管課は建設課になります。概要等でございますが、高齢者等が容易に通行

出来る施設環境の整備を目的としまして、安食駅南北自由通路にエレベーター設置工事を行

うため、当該工事に係る請負契約を締結すべく議会の議決を求めるものでございます。本年

８月１８日に一般競争入札を行いまして、契約金額、１億４,５８０万円で、千葉市中央区弁

天２丁目２３番１号 東鉄工業株式会社千葉支店 執行役員支店長菅茂樹と契約するもので

ございます。なお、８月２０日に仮契約を締結してございます。 

 続きまして、議案第１１号から１３号が補正予算になります。議案第１１号、平成２６年度

栄町一般会計補正予算第３号でございますが、所管課は財政課でございます。内容でございま

すが、規定の歳入歳出予算に、２億３,１３０万３,０００円を増額いたしまして、補正後の予

算額を７０億２,４７２万４, ０００円とするものでございます。 

続きまして、議案第１２号、平成２６年度栄町介護保険特別会計補正予算第１号でございま

す。所管課は財政課でございます。規定の歳入歳出予算に、３,０１２万６,０００円を増額い

たしまして、補正後の予算総額を１３億８,４１２万３, ０００円とするものでございます。 

続きまして、議案第１３号でございます。平成２６年度栄町公共下水道事業特別会計補正予

算第１号でございます。所管課は財政課になります。規定の歳入歳出予算に、５,４４５万

７,０００円を増額いたしまして、補正後の予算額を７億４,４１５万８, ０００円とするもの

でございます。 

続きまして、認定第１号から認定第５号までが、平成２５年度の決算でございます。 

まず、認定第１号でございますが、平成２５年度栄町一般会計歳入歳出決算の認定について

でございます。所管課は財政課になります。歳入総額７４億９,４８７万７０９円、歳出総額

７２億１,１８２万７,６０５円 差引２億８,３０４万３,１０４円となりまして、２６年度へ

繰越すべき財源３７４万１,０００円を差し引きまして、実質収支額が２億７,９３０万円

２,０００円となるものでございます。この分が黒字という決算でございます。 

続きまして、認定第２号、平成２５年度栄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。所管課は財政課でございます。概要等でございますが、歳入総額２７億

５,３２６万７,３０３円でございまして、歳出総額２６億７,７１６万５,３８１円 差引

７,６１０万１,９２２円の黒字となってございます。 

続きまして、認定第３号、平成２５年度栄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。所管課は財政課でございます。歳入総額が１億７,１２６万８,１２０円
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でございまして、歳出総額１億７,０８８万８,８２０円となってございます。差引が３７万

９,３００円の黒字となってございます。 

続きまして、認定第４号、平成２５年度栄町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

でございます。所管課は財政課になります。概要等でございますが、歳入総額が１２億

５,５９３万８,７１７円でございました。歳出総額が１２億２,７８２万８,８８０円で、差引

が２,８１０万９,８３７円の黒字となってございます。 

続きまして、認定第５号、平成２５年度栄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございますが、所管課は財政課でございます。概要でございますが、歳入総額が８億

５,５３５万９５４円でございました。歳出総額８億２,９３９万３,０４２円でございまして、

差引２,５９５万７,９１７円でございます。なお、平成２６年度に繰り越すべき財源といたし

まして、９９９万９,０００円ございますことから、実質収支といたしましては１,５９５万

９,０００円となってございます。この分が黒字となっているところでございます。 

続きまして、報告第１号、専決処分の報告についてでございます。所管課は財政課でござい

ます。平成２６年７月８日に南ヶ丘駐車場で発生しました、除草作業時の飛び石により、駐車

中の車両に損傷を負わせたことから、当該事故の和解等に係る専決処分について報告するもの

でございます。損害賠償額が９８,８７４円でございます。被害といたしましては、普通自動

車のフロントガラスにひびが入ったものでございます。８月４日専決処分、８月４日示談が成

立してございます。 

続きまして、報告第２号、健全化判断比率の報告についてでございます。所管課は財政課で

ございます。概要でございますが、平成２６年度に監査委員の審査に付した実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について監査委員の意見をつけて議会に報

告するものでございます。 

続きまして、報告第３号、資金不足比率の報告についてでございます。所管課は下水道課に

なります。概要でございますが、平成２６年度に監査委員の審査に付した公共下水道事業に係

る資金不足比率について監査委員の意見を付けて、議会に報告するものでございます。 

 以上２１件でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（藤村 勉君） ありがとうございました。だいぶありますので、よろしくお願いし

たいと思います。町長提出議案の説明が終わりましたが、何か質疑等あればお願いします。松

島委員。 

○副委員長（松島一夫君） 質疑じゃなくて、意見を申し述べさせていただきたいんですけれ

ども。ただいま、概要の説明を頂きましたが、この様に細かい説明は、議会運営委員会では不

用であると私は感じております。こういう議案でございますだけでよろしいかと、内容に我々

は審議する訳ではございませんので。総務課長、大変でしたけど、今後そんな事でよろしいん

じゃないかと思います。 
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○委員長（藤村 勉君） どうですか、皆さん、これに関しては。この場では、内容等審議す

るところじゃないんで、ただ、こういう議案で提出したいというだけで良いと思うんですけど、

どうですか。金島委員。 

○委員（金島秀夫君） 概要については、いろいろ書いていただけるんですよね。説明はいい

にしても。 

○委員長（藤村 勉君） 長﨑総務課長。 

○総務課長（長﨑光男君） お手元の資料に、議案番号、案件名、所管課、概要等は記載され

ていますので、これでよろしければ、この内容だけということで。 

○委員長（藤村 勉君） 私は、ここに出ている、この状態で良いと思います。どうですか、

皆様それでよろしいですか。じゃ、今後その様に詳しいことはいいですから、そういう形でお

願いしたいと思います。他に何かございますでしょうか。  

   [「なし」という声あり] 

○委員長（藤村 勉君） 質疑がないようですので、ここでお諮りいたします。まず、議案第

３号、第４号、第５号及び第６号は新規条例であります。従いまして、議案第３号は総務常任

委員会へ、議案第４号から６号までは教育民生常任委員会へ付託し審議することにしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

          [「異議なし」という声あり] 

○委員長（藤村 勉君） 異議がないようですので、議案第３号は総務常任委員会へ、議案第

４号から６号までは、教育民生常任委員会へ付託し、審議することに決定いたしました。 

次に、認定第１号から第５号までの平成２５年度各会計の決算認定につきましては、例年通

り決算審査特別委員会を設置し審査することとしたいと思います。また、慣例により代表監査

委員の出席を要求し、意見を求めることとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

           [「異議なし」という声あり] 

○委員長（藤村 勉君） 異議がないようですので、認定第１号から第５号までの平成２５年

度各会計の決算認定につきましては、例年通り決算審査特別委員会を設置し、代表監査委員か

ら意見を求め、審査することと決定いたしました。 

 後ほど、決算審査特別委員会の設置及び運営方法等については事務局長より説明をお願いし

ます。 

○委員長（藤村 勉君） 続きまして、諸般の報告について事務局長より説明をお願いします。

湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） それでは諸般の報告ということでございますが、まず、代表監査

委員より、平成２５年度栄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに、基金運用状況の審査

に係る意見書、平成２５年度財政健全化及び経営健全化の審査に係る意見書が送付されており

ますので、写しを配布したいと思います。これに関連しまして、本定例会において、決算審査
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がありますが、先ほど決定したとおり、議長から出席要求を代表監査委員にしていただきまし

て、例年通り、初日に代表監査委員から意見を求めることとしたいと考えております。 

次に、監査委員から、現金出納の検査結果報告書として、６月期分から、８月期分までの

３件が提出されております。いずれの月においても特段の指摘がございませんでしたので、議

長からその旨報告する形でお願いしたいと思います。 

 次に、陳情が２件提出されております。統合中学校（栄中学校、栄東中学校）に関する陳情、

及び、軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求める陳情が提出されておりま

すので、その写しを配布させていただきます。 

次に、議員派遣報告書ですが、平成２６年５月２４日からの議員派遣につきましては、お手

元の報告書のとおり配布させていただきます。 

以上でございます。 

○委員長（藤村 勉君） ただいま、事務局長より説明がありました諸般の報告については説

明のとおりといたします。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） 陳情の件なんですけれども、統合中学校に関する陳情って、賛同

者、あと、上にお二人ですか、この方々どういうお立場のかただか、事務局把握してますか。 

○委員長（藤村 勉君） 湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） 私が、把握している限りにおいては、陳情する代表２名加瀬雅弘

さんが栄中学校のＰＴＡ会長、竜角寺台の本橋勝さんが、竜角寺台小学校のＰＴＡ会長、賛同

者の上から３名までが、１番上が酒直小のＰＴＡ会長、２番目が北辺田小のＰＴＡ会長、帯金

さんが安食台小のＰＴＡ会長、その以下の女性の方３名については、ＰＴＡの役員さんという

ふうに伺っております。 

 以上です。 

○委員長（藤村 勉君） 他に、なにかございますか。 

 [「なし」という声あり] 

○委員長（藤村 勉君） 無いようですので、続きまして、請願について事務局長より説明お

願いします。湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） それでは、請願が２件提出されておりますので、お手元の請願文

書表をご覧いただきたいと思います。まず、請願第１号、紹介議員は染谷議員です。栄町安食

台４丁目１６番６号にお住まいの山田国義さん他３名の方から、手話言語法制定を求める意見

書の提出を求める請願書。それと、もう１件、請願第２号紹介議員は金島議員で、栄町安食

３６３９番地にお住まいの千葉県新聞販売組合栄支部長の三上勝芳さんから、新聞への消費税

軽減税率適用を求める意見書の提出を求める請願書が提出されております。 

 以上でございます。 

○委員長（藤村 勉君） ただいま、事務局長より説明のありました、請願第１号については
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教育民生常任委員会、請願第２号は総務常任委員会にそれぞれ付託し、審査することとしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

[「異議なし」という声あり] 

○委員長（藤村 勉君） 異議がないようですので、請願第１号は教育民生常任委員会へ、請

願第２号については総務常任委員会にそれぞれ付託し、審査することに決定いたしました。 

続きまして、一般質問について事務局長より説明をお願いします。湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） 一般質問通告につきましては、お手元の通告書のとおり、７名の

議員から出ております。通告順に申しあげますと、橋本議員、野田議員、染谷議員、菅原議員、

金島議員、戸田議員、高萩議員となっております。質問の内容につきましては、通告書のとお

りであります。 

以上です。 

○委員長（藤村 勉君） 一般質問については事務局長の説明のとおりとしたいと思います。 

 続きまして、会期、議事日程、会議録署名議員の指名について事務局長より説明をお願いい

たします。湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） それでは、まず会期予定案をご覧いただきたいと思います。会期

といたしましては、９月９日火曜日１０時に招集されまして翌週１９日金曜日までの１１日間

になります。 

会議の内容としては、初日９日は本会議において町長提出議案の提案理由の説明となります。 

また、本会議終了後に、総務常任委員会、及び教育民生常任委員会を開催していただきまし

て、新規条例及び請願の審査を行う予定としております。 

翌日の１０日から１２日までは、先ほど決定したとおり３日間に渡り決算審査特別委員会を

開催していただきます。その後、議案調査のための休会に入りまして、週を明けて一般質問を

１７日４名、１８日３名行いまして、最終日１９日には、議案及び請願の質疑・討論・採決と

いうことで組ませていただきました。 

続きまして、議事日程でございますが、ただいまの会期予定に準じました日程案として、第

１号から第４号までを作成しております。初日９日の第１号をご覧いただきたいと思います。

日程的には、議案番号順に議題といたしまして、各議案の提案理由の説明になりますが、その

中で、日程第８の議案第３号から日程第１１の議案第６号までは、先ほど決定したとおり、総

括質疑のあと委員会付託という形になります。 

なお、後ほどご検討頂きたいことがあります。議案第４号から議案第６号これの総括質疑に

ついてですが、３議案とも、子ども子育て支援法の関係に伴っての新規条例の制定ということ

でありますので、法的に全て関連がありますので、この３議案を一括議題として、３議案続け

て提案理由の説明を行った後、総括質疑を３議案分一括で行うことでよろしいんではないかと

考えておりますが、この方法で良いかどうか、ご検討いただきたいと思います。 
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それから、日程第１９の認定第１号から日程第２３の認定第５号までについては、提案理由

の説明の後、総括質疑議を行い、議長発議によりまして、決算審査特別委員会を設置していた

だき、直ちに休憩を取って、議員控室にて委員会を開催して、委員長、副委員長の互選をお願

いしたいと思います。 

続きまして、１７日の２号と１８日の３号は一般質問の日程となりまして、先ほど言いまし

た通り、１７日４名、１８日３名という形で組みました。 

そして、４枚目の最終日の１９日、これは、議案・請願の質疑・討論・採決ということで組

んでおります。 

続きまして、会議録署名議員につきましては、９番山田議員、１０番野田議員にお願いした

いと思います。 

以上でございます。 

○委員長（藤村 勉君） ただいま、事務局長より説明がありましたが会議録署名議員につい

ては説明のとおりといたします。 

次に、議案第４号から第６号までを一括の説明と一括答弁という形にしたいと思うんですけ

れども、どうでしょうか。関連していますので、一括で全部説明をお願いしてという形でよろ

しいと思うんですけれども、皆さんどうですか。よろしいですか。 

では、そのように決定したいと思います。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） ４、５、６ですよね。５号、６号が児童福祉法の一部改正、４号

が子育て子ども支援法の条例の規定だよね。根拠ちょっと違うかな。多少違うけどいいかな。

５号、６号はいいけど、４号は土台が違うから一括で良いのかなと。 

○委員長（藤村 勉君） いま、松島委員の方から５号６号は一括でも良いと思うんですけれ

ども、４号は多少内容が違うということで、これは別にした方が良いんではないかという意見

がございました。どうでしょうか。橋本委員。 

○委員（橋本 浩君） そうですね、あまり気にしていなかったですけど、確かに関連は関連

しているんでしょうけれども、成立つ根拠となる法律が違うので、慎重をきすために４号と

５号６号と分けて進めてもいいんじゃないかと思います。 

○委員長（藤村 勉君） じゃ、４号は４号、５号６号は一括という形にしたいと思いますけ

れども、それでよろしいですか。では、そういう形でお願いいたします。 

 それ以外の会期、議事日程はただいまの説明のとおりとしたいと思いますが。なにかござい

ますか。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） ９月１９日最終日は、だいたい、いつも半日で終わるとか、午後

ちょっとで、かかっても午後少しまでで、そうすると、一般質問４名、３名やって最終日ちょ

っとというのも、もったいないなと。本来は何日も何日もやりたいんだけども、２日で終わる

ような気もするんですよね。水、木、金が、木、金につめられるんじゃないかなと。とにかく、
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最終日が時間が、間が空いちゃうような気がしているんです。 

○委員長（藤村 勉君） いま、松島委員の方から、１７、１８が一般質問４名、３名という

形になっています。これを１８日の３名の所に、最後の１９日の議案審議を組込んでも時間的

には大丈夫ではないかということですけれども、どうでしょうか。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） これ、前回も申し上げましたけれども、１０時からやらなければ

いけないのかということがあると思うんです。例えば、１７日、１８日午後から３人３人でい

けるわけでしょ。最終日に１人残して。最終日に２人入れて１日で５人やっちゃうなんてこと

もあるでしょ。いろいろ考えられると思うので。 

○委員長（藤村 勉君） みなさん、どうですか。いろんな意見があると思うんですが、いま、

松島委員は、１７日、１８日を３人３人にしてもいいし、１名最後の１９日、そうすると、最

初の意見で言った２日でなくて、３日になっている訳ですよね。いろんな方法が取れると思う

んですけど、皆さんどうですか。 

○委員長（藤村 勉君） 金島委員。 

○委員（金島秀夫君） もうすでにこういうので固定されているということで、こういうスケ

ジュールで組んで、十分に対応できて、準備もしていると思うんで、このままで良いんじゃな

いかと思う。特別、急きょ変更するよりも。 

○委員長（藤村 勉君） どうですか。このままで良いんじゃないかという意見です。このま

まにするのなら、１９日午後からでも良いのでは。山田委員。 

○委員（山田真幸君） 変える必要は無いんではないかと思います。議会の審議とか何かで不

都合があったのなら、変える必要があるんではないかと思うんですが、支障あったことは無い

んで。 

○委員長（藤村 勉君） 支障あるとかないとかではなくて、松島委員の言葉も、１日減らせ

ばそれだけ、みなさんが楽になるんではないかということではないかということだと思うんで

すよ。大澤議長。 

○議長（大澤義和君） 最終日なんですが、９月は執行部と懇親会無い訳なんですよ。でも今

回町長から、依頼ありまして、日本食研の大沢会長が来ると、会長は町の顧問でもあるし、い

ろいろお世話になっているから、議員も是非、懇親会に出席してくださいという要請がありま

したんで、その他で言おうと思ったんですけれども、いま、問題になっております、１９日半

日で終わる、午後からというのが、多分その辺に関係してくるのではないかと思って。この懇

親会の出席も公務ではありませんので、自由参加という形になろうかと思いますけれども、と

りあえず、議会の方に町長から議員さんもお願いしますということで来ていますので、そんな

関係からいまのこの問題になっていると思うんで、その辺も含めて、もう１度ご意見よろしく

お願いします。 

○委員長（藤村 勉君） いま、議長から９月の定例会は、執行部との懇親会が、いままでは
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ありません。しかし、町長から、９月は日本食研から会長が来るということなんで、是非、執

行部と一緒にやって欲しいという要請が町長の方からあったということなんで、それを踏まえ

て考えてもらいたいと思います。今定例会、いつもだったらないんですけれども、執行部との

定例会の後の懇親会をやる方向で、セッティングしてよろしいでしょうかね。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） いま、議長のご発言だと、自由参加ですよと、なので、とにかく、

それには当然出る人もいる訳ですから、そこにそういうものがあるよという前提だけは、立て

ておく必要がありますし、ただやる方向という方向性をここで示したらまずいかと。ただある

よという。 

○委員長（藤村 勉君） このままの予定案でよろしいですか。橋本委員。 

○委員（橋本 浩君） もし、例えば、最終日議案審議の時に、時間が、かなり空いてしまう

という現状というのは、今までかなりあったかと思うんです。もし、総合的に考えて、今の案

でも良いと思うんですけど、松島委員の意見で考えれば、例えば、１７日に５名やってしまっ

て一般質問は時間が決まっていますよね。最大で１時間なので、時間がよめると思うんです。

なので、５名やっても充分成立つということは、最大１時間で、これは、延長出来ませんから、

決まります。なので、５名できますよね。そうすると、例えば１８日に一般質問５名やって、

１９日に一般質問午前中に２名やって、午後から議案審議という形であれば、充分議案審議に

対しても充分な時間、余裕を持って進めることは、可能なのではないかなと思います。 

○委員長（藤村 勉君） 三者三様いろいろな意見が出ました。いま、橋本委員は、１８日に

一般質問５名やって、１９日に午前中、一般質問を２名やった後、午後から議案審議と。そう

すると１７日まで休会ということになります。どうですか。いま、３つ出ました。 

 まず、このまま、会期予定案の通りでよろしいという方、挙手してください。２名。 

 橋本委員の意見、１７日まで休会して、１８日に一般質問５名、１９日に２名、その後、議

案審議に賛成の方、挙手してください。２名。湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） 日程の権限は議長。最終的には議運の意見を聞いて決めるのは議

長という形になりますので、いま、２名２名になって委員長裁決でも構わないんですけれども、

議長のご意見もあると思います。今回、仮に今の、５名、２名の、５名というのは、今まで無

いということもあります。やっていけないという訳では無くて、当然、時間的には出来ると思

いますけれども、１回こういう日程を組むと、今後もこれを元に日程を組んで行くということ

にもなりますので、その辺も踏まえて、前例という形になりますので。 

○委員長（藤村 勉君） 松島副委員長。 

○副委員長（松島一夫君） 橋本委員の意見修正しませんか。４人、３人にする。午前２人、

午後１人やって議案審議やっても充分時間あるはずです。前日の５人を４人にしておいて、

４名３名で時間的に余裕は持てると思うんです。前例を作るとなると、きついのはあるから。 

○委員長（藤村 勉君） このままで良いというのが２名です。一般質問２日、議案審議の
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３日間を２日にしたいという意見が２名ですので、議長の意見をお聞きしたいと思います。大

澤議長。 

○議長（大澤義和君） 困ったね。どちらも間違いではないし、両方とも正解だし、ただ、最

終日に何かあって時間がかかった時に困るのは町長以下執行部ではないかと、会長が来る時間

に間に合わないとかなった場合に、もつれるような議案というのもいま、分かりませんので、

時間的に余裕があった方が良いと、私は思います。この案通りということになりますね。 

○委員長（藤村 勉君） それでは、会期予定については、予定案の通りとしたいと思います。 

 先ほどの、議案第４号から６号までの新規条例３件の総括質疑の方法についてですが、４号

は４号、５号、６号は一括という形にしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

続きまして、決算審査特別委員会の設置及び運営方法について、事務局長よろしくお願いし

ます。湯原議会事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） それでは、お手元の運営方法案をご覧いただきたいと思います。

全体的には例年通りの内容となっております。初日９日に議長より発議していただいて設置し

ていただきまして、議長と監査委員松島議員を除く１２名で構成いたします。審査日程は

１０日水曜日が総務常任委員会所管事項、１１日木曜日が教育民生常任委員会所管事項、

１２日金曜日が経済建設常任委会所管事項といたします。 

なお、町長、副町長、教育長及び総務課長、財政課長との全体質疑を１２日経済建設常任委

員会の所管事項の審査が終わりましたら行いたいと思います。 

審査方法につきましては、これも例年通り、質疑通告制１問１答回数制限なし、また通告以

外の質疑を１委員３件以内といたします。会議録は全文筆記、会議は公開という形にしたいと

思います。 

決算質疑の通告につきましては、この議会運営委員会終了後、事務室のボックス内に配布さ

せていただきたいと思います。提出期限につきましては、９月３日の正午という形にさせてい

ただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（藤村 勉君） ただいま、事務局長より説明がありましたが、決算審査特別委員会

の設置及び運営方法は、お手元の案の通りとすることにご異議ございませんか。  

[「異議なし」という声あり] 

○委員長（藤村 勉君） 異議がないようですので、決算審査特別委員会の設置及び運営方法

は、お手元の案の通りと決定いたしました。案を取り消してください。  

 質疑通告書は９月３日水曜日の正午までですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、その他ですが、何かございますか。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） だいぶ先の話を申しあげて恐縮ですけれども、予算審査の時、議
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運から予算質疑通告まで１週間ありましたっけ。  

○委員長（藤村 勉君） 湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） 予算審査の場合は非常に期間が短くて、決算は第２週からなんで

非常に余裕が取れるんですけれども、予算審査の場合は、確か、１週間取れないと思います。 

○委員長（藤村 勉君） 松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） 予算質疑の通告までの期間が予算書を手にしてから、非常に短い

と感じますので、できれば、３月議会の話なんですけれども、議運を１週間早めるとか、予算

書が出来ないということになると困るんですけれども。 

○委員長（藤村 勉君） たぶん、今までは、予算書が出来てないから遅れている。そうする

と、３月議会そのものも逆に考えれば、１週間ずらして９月と同じく第２週という形を取れば、

町の方も余裕出てくるのではないかと思うんですけれども。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） 予算書は今まで通りでやって、１週間開会を遅らすと、当然１週

間閉会が遅れますね。そうなった時に行政執行上何か不都合というのが、生じるか。 

○委員長（藤村 勉君） 長﨑総務課長。 

○総務課長（長﨑光男君） 特には無いとは思うんですけれども、１週間ずらすんですよね。

第１から第２にスタート日をずらすということで。いますぐには思い浮かばないですね。ただ、

中学校の卒業式とか、その辺で。 

○委員長（藤村 勉君） 卒業式だとか入学式は、午前中の事業なので、議会そのものを午後

からに回すとか、それは対応出来ると思うんですよ。ただ、もし、１週間ずらしたことによっ

て、余裕が出来たから、ゆっくりやって、結局同じ様な状態ということは、ないよな。長﨑総

務課長。 

○総務課長（長﨑光男君） 議運の日にちが２月２４日になるかと思うんですが、その日は決

まりますんで、それまでには揃えるということで、当然行きたいと思います。 

○委員長（藤村 勉君） １週間ずらしても、いろんな所で問題が起きてこない。長﨑総務課

長。 

○総務課長（長﨑光男君） はい、それは、そのようにしたいと思います。本議会の開会日を 

３月３日だと思うんですが、それを１週間ずらして、３月１０日にということですね。議運の

日にちは、従来通りということで、そうすると、期間が空くのでということですね。 

○委員長（藤村 勉君） 松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） 予算書、１週間早く作ってくれと言うのと、開会を１週間ずらす

のと、行政にとって都合の良い方を決めてもらえれば、そうしたいと思うんです。 

○委員長（藤村 勉君） 長﨑総務課長。 

○総務課長（長﨑光男君） 後者でお願いします 

○委員長（藤村 勉君） 山田委員。 
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○委員（山田真幸君） まだ、余裕があるから、３月のことだから検討してもらってなるべく

そっちの方向でやってもらうと。 

○委員長（藤村 勉君） 湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） 今の申し合わせの中に、入ってます。申し合わせを変えれば、そ

れは可能です。 

○委員長（藤村 勉君） 松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） 予算、決算は第２週だと決めておけばいいんだ。 

○委員長（藤村 勉君） この件に関しては、３月議会の件ですので、いろいろと出てくると

思います。ですので、１２月議会の議運で、この話はしたいと思います。ですので、それまで

に不都合なこととか、出てくるかもしれませんので、その辺、総務課長、検討してみてくださ

い。よろしくお願いします。 

○委員長（藤村 勉君） 他に何かございますか。湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） それでは、お時間だいぶ経っておりますけれども、その他という

ことで、２件ほどあります。 

 まず、１点は、ご意見伺いたい件があるんですが、先ほど、諸般の報告の時に監査委員から

提出されておりました、議長あてに写がきた、平成２５年度栄町一般会計及び特別委員会会計

歳入歳出決算並びに基金運用状況の意見書、財政健全化と経営に関する意見書、町長あてに提

出された物を代表監査委員から議長あてにその写を例年送付されて、また、今年も同じような

形で送付されて来ているんですが、それと同じ物が、例えば、前者については、決算書の下に

同じ物が、要は、監査委員の意見を付し認定しなさいよとなっていますから、同じ物がついて

いるんです。その同じ物を、議長あてに代表監査委員の方が、確かにこういう決算審査を適正

に行いましたということを報告するために、あがって来ているんです。同じ物がここに出てい

ると。もう１件後者に言った基金の経営健全化と財政健全化については、報告第２号こちらの

報告の中に入ってきているそれと全く同じ物ですので、紙の無駄ということではないんですけ

れども、同じものでありますので、従来通りこのままやっても構いませんが、配布したという

形を取って、実際はこちらの議案の方についているもので、代えるという形がよろしいのかな

と。確か、これ以前、松島議員からも過去に無駄じゃないかとご指摘があったかと、間違って

いたら申し訳ないのですが、あったような記憶がありましたので、今回、ご意見をいただけれ

ばと思います 

○委員長（藤村 勉君） どうでしょうか、いま事務局長の方から同じ物が、２部出ていると

いうことなんで、配布したという形を取って１部で良いんじゃないかということなんですけど、

どうでしょうか。 

[「異議なし」という声あり] 

○委員長（藤村 勉君） じゃ、そのようにしてください。湯原事務局長。 
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○事務局長（湯原国夫君） それでは、今回はもうすでに、コピーをしてしまっておりますの

で、来年の９月議会からということでご承知願いたいと思います。かがみだけ配布するという

形でも構いません。 

○委員長（藤村 勉君） 議案に全部ついている訳だろう。湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） 代表監査委員から議長あてのかがみ文は無いですから、かがみだ

けを配っても良いんじゃないかと。 

○委員長（藤村 勉君） 長﨑総務課長。 

○総務課長（長﨑光男君） この件に関しまして、私どもの方としては、議会に出す法的など

うのこうのは、ないんです。あくまでも、こういったことが、町長にありましたので、議長に

お知らせ致ししますということで、そういった慣例がありまして付けていたという経緯がござ

います。 

○委員長（藤村 勉君） 確かに、同じ物が２部は無駄だと思いますので１部で良いと思いま

す。その様にお願いします。湯原事務局長。 

○事務局長（湯原国夫君） それともう１点、全員協議会を既にもうご連絡していると思いま

すが、９月５日金曜日１０時から行いたいと思います。これに関しては、執行部の方から６件

ほどの説明等がありますので、お願いしたいと思います。 

 それと、議場の改修工事が今月いっぱいで終了いたしますので、その終了した状況を９月定

例議会に入る前に、ご確認、また、ご説明をしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

 

○委員長（藤村 勉君） それでは、全員協議会は、９月５日１０時に行われますのでよろし

くお願いしたいと思います。他に何かございますでしょうか。 

[「なし」という声あり] 

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

◎ 閉  会 

○委員長（藤村 勉君） ないようですので、以上で議会運営委員会を閉会といたします。 

 

                           午前１１時６分 閉会 

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

上記会議録を証するため下記署名いたします。 

平成２６年９月９日 

議会運営委員会  

    委 員 長  藤 村  勉 


