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議会運営委員会会議録 

 

招  集   

平成３０年８月２８日（火）午前１０時 議会委員会室 

出席委員（７人） 

（委員長）田 村 謙 介  （副委員長）前 原   茂 

伊 藤 ひろえ   岡 田 啓 介   岡 村 英 治   国 頭   靖 

西 川 章 三 

欠席委員（１人）  尾 沢 三 夫 

議長及び副議長 

渡辺議長 岩﨑副議長  

説明のため出席した者 

 伊木市長 伊澤副市長 

 【総務部】辻部長 

   [財政課] 下関課長 長谷川総括主計員 小梅川主任 

[秘書広報課] 土井課長  

出席した事務局職員 

先灘局長 長谷川局次長 足立係長 柄川係長 

傍聴者 

 安達議員 稲田議員 今城議員 奥岩議員 門脇議員 戸田議員 三鴨議員  

矢田貝議員 

 報道機関 ０社  一般 ０名   

協議事件   

１ ９月定例会提出議案について 

２ ９月定例会の日程について 

３ ９月定例会における各個質問人数の割り振り（案）について 

４ 予算決算委員会における決算審査方法について  

５ 次回議会運営委員会の開催について  

６ 委員会会議録のホームページ公開について  

７ 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書について  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

午前９時５８分 開会 

○田村委員長 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

 尾沢委員より欠席の旨、届けが出ておりますので、御了承ください。 

 それでは協議事件１番、９月定例会提出議案について、執行部より説明を求めます。 

 辻総務部長。 

○辻総務部長 市議会９月定例会の提出議案につきましては、条例が３件、補正予算が一

般会計１件、特別会計１件の計２件、決算認定が１件、報告が５件の計１１件を上程する
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予定としております。なお、議案の内容につきましては、午後に開催されます全員協議会

におきまして御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○田村委員長 当局の説明は終わりました。委員の皆様、何かございますでしょうか。 

〔「なし」と声あり。〕 

 それでは、なしということで、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、協議事件２番。９月定例会の日程について、事務局お願いします。 

○先灘議会事務局長 日程でございますけども、まず８月２９日９時から各個質問の受付

が始まります。３１日金曜日１２時に期限がありますのが、各個質問の受付。それから意

見書案、各会派からの意見書提出期限。それから報告に対する質疑の通告の期限を設けて

おります。報告につきましては、報告の９号から１３号の５件につきましての質疑でござ

いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。確認をお願いいたします。 

○田村委員長 以上事務局より報告ございましたが、委員の皆様よろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり。〕 

○田村委員長 はい、それではよろしくお願いいたします。 

 引き続きまして協議事件３番。 

○先灘議会事務局長 各個質問の割り振りでございますが、４日間ございまして９月６日、

７日、１１日は６人ずつの質問者、１２日水曜日が残りの人数ということで御確認をお願

いいたします。以上でございます。 

○田村委員長 ３番、先ほど御説明ございましたが、割り振りについて委員の皆様、何か

ございますでしょうか。 

〔「なし」と声あり。〕 

それでは御確認下さい。よろしくお願いします。 

続きまして協議事件４番、予算決算委員会における決算審査方法について、事務局お願

いします。 

○足立係長 それでは、予算決算委員会における決算審査方法について、説明させていた

だきたいと思います。 

資料４をごらんいただきますようお願いします。資料４として４枚つけさせていただい

ております。１枚目が平成３０年度予算決算委員会における決算審査方法についてという

ものです。２枚目が平成３０年度予算決算委員会における決算審査日程表でございます。

３枚目が予算決算委員会分科会の発言通告書の様式となっております。そして４枚目が決

算審査指摘事項（案）委員提出表となっておりますので、御確認いただきますようお願い

いたします。 

そうしますと資料４の最初のページに基づきまして、御説明させていただきたいと思い

ます。 

最初に決算関係議案の審査の流れですけど、９月定例会初日に上程を行いまして、最終

日議決という流れになります。そして今回決算関係議案につきましては、７月定例会にお

いて閉会中の継続審査とした企業会計決算関係議案３議案を含んでおりますので、確認の

ほうよろしくお願いいたします 

その次、①、②ですけれども、これは本会議と同じ流れになりますので御覧いただき、

確認していただきますようよろしくお願いします。 

次、③予算決算委員会全体会、９月１４日ですけど、こちらのほう今回インターネット
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中継を行いますので、よろしくお願いしたいと思います。ちなみに今年度予算決算委員会

全体会のインターネット中継は、あと３月の予算の総括質問の時に中継する予定にしてお

りますので、よろしくお願いします。そうしますと、この予算決算委員会全体会では総括

質問のほうを行っていただくことになりまして、この総括質問の通告期限が全体会の３日

前、９月１１日の正午までとなっております。質問の順番につきましては、予算審査の質

問順と同じということになっておりますので、最初に政英会、次によなご・未来、３番目

に公明党議員団、４番目が信風、５番目が日本共産党米子市議団、そして最後に会派に属

さない議員という順番になっております。質問時間は１人１０分掛ける会派の所属人数と

なっておりますので、確認をよろしくお願いします。 

最初に予算総括質問を行いまして、次に決算総括質問という順番でございます。そして

この全体会では市長の出席をお願いするということで、御確認をお願いします。 

次に④、各分科会での詳細審査のほうに移ります。通告制とありますけど、この発言通

告書は、３枚目にあります予算決算委員会分科会発言通告書の様式を使って通告していた

だきたいと思います。この発言通告書につきましては、本日議員の皆さんに電子データで

お送りする予定にしておりますので、よろしくお願いいたします。この通告期限は９月１

１日の正午までとさせていただいております。それぞれ分科会で詳細審査の日が違ってお

りますけど、全ての分科会共通で９月１１日正午を通告期限とさせていただきたいと思い

ます。 

通告に基づいて詳細審査を行っていただきますけれども、通告されていない質疑が当日

あった場合は、分科会長に取り扱いの判断を委ねるということでお願いいたします。 

分科会への市長の出席ですけど、今回は分科会には市長の出席は求めないが、庁内で待

機していただくということで御確認をお願いいたします。 

分科会で決算議案説明並びに審査後の採決はいたしません。審査後の分科会長報告の文

案作成につきましては、詳細審査を踏まえ、各委員会から指摘事項を御提出いただきたい

と思いますが、どなたが各指摘事項をとりまとめていただくか、指摘事項をどういった内

容にするのかということを、分科会でお決めいただいて、その取りまとめをしていただく

委員の方から、４枚目につけております決算審査指摘事項（案）委員提出表を、電子デー

タで報告していただきますようお願いいたします。この様式も本日電子データで各議員さ

んのほうには送らせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

この指摘事項委員提出表の提出期限を、２枚目の日程表に記載しておりますけど、総務文

教分科会が９月２０日の１７時、同様に市民福祉分科会が９月２１日の１７時、都市経済

分科会が９月２５日の１７時とさせていただきたいと思います。 

それから日程の後半の９月２５日、２６日、２７日に行っていただきますそれぞれの分

科会でございますが、分科会長報告の文面協議を行っていただくということになります。

ここで協議していただいた文面につきましては事務局のほうで取りまとめまして、事前に

各委員さんのほうには取りまとめた文案を配付させていただきます。 

そして⑤の予算決算委員会全体会ですが、分科会長報告の事前配付、分科会会長報告、

質疑、討論、採決の流れとなって、ここで全体会を終えて、議会最終日での委員長報告に

ついては、正副委員長、正副分科会長で委員長報告の取りまとめを行っていただきたいと

思います。分科会長報告を委員長報告としてどの程度組み入れるかは、御協議の中で御判

断いただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。 
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最後に⑥、９月定例会最終日の本会議の流れでございます。予算決算委員長報告、質疑、

討論、採決の流れとなります。説明は以上でございます。 

○田村委員長 事務局から説明いただきました予算決算委員会における決算審査方法に

ついて、委員の皆様方、これについて何か、質問等、御意見等ございませんか。 

〔「なし」と声あり〕 

○田村委員長 では皆さん御確認いただいたということで、次に進めさせていただきます。 

 協議事件５番、次回議会運営委員会の開催については、９月４日火曜日午前９時２０分

からとなっております。委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

 それでは、当局の皆様はありがとうございました。 

 暫時、休憩いたします。 

午前１０時８分 休憩 

午前１０時９分 再開 

○田村委員長 それでは続きまして協議事件の６番、委員会会議録のホームページ公開に

ついて、のお話でございます。どういたしましょうか。 

○先灘議会事務局長 前回の議会運営委員会で持ち帰りで、各会派等で御協議ということ

でしたので、いつから始めるかということと、いつからの会議録を公開するかっていうと

ころが、持ち帰りになっておりましたので、それぞれ御意見を伺って、結論を導いていた

だきたいと思います。 

○田村委員長 それでは、持ち帰りとなっておりますので、こちらから御意見を頂戴した

いと思います。 

○国頭委員 本年度の分を、準備が整い次第という形でお願いしたいと思います。改選後

からのということで。前は過去のものもと言いましたけれど、それはなしで。 

○岡村委員 実務的に可能な限りさかのぼって掲載していくということで。時期としても

実務的に可能な限り早くというところをお願いしたいということです。 

○岡田委員 私どもも、政英会のほうも話をさせてもらいまして、今年度、改選後からの

ものということで、時期的なことは技術的にできる限り早くということでお願いしたいと

思います。 

○前原副委員長 同様に改選後からということで、早めに掲示していただきたいなと思い

ますので。事務局の負担が大きいので、過去からというのは逆に問題が。負担増になりま

すので、新たなことですので、切りのいいところで改選後ということでお願いしたいと思

います。 

○伊藤委員 私のほうもさかのぼってということは、望ましいかもしれないですけども、

じゃあどこまでということも難しいのではないかと思いますので、改選後ということで、

できれば早急にということでお願いしたいと思います。 

○田村委員長 おおむねいま御意見いただいて、共産党さん以外は改選後速やかにという

御意見で、ほぼ同意見でしたが、これでどうでしょうか。 

○岡村委員 私のほうも、切りのいいところでをどこまでさかのぼるかということで、一

つの考え方としては新市になってからのものということは考えたんですけれども、ただ改

選後のものということで皆さんが一致されるのであれば、それを理解するという形にした

いと思います。 

○田村委員長 それでは、一致ということでよろしいでしょうか。 
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○国頭委員 そのアップの仕方というのが、事務局に聞いてみましたら、そのままＰＤＦ

でアップするということなんですけれども、本会議のように検索みたいなシステムにすれ

ば、やはり高くなるんでしょうか。そのあたりどのくらいの費用がかかるのか。 

 皆さんそのイメージでアップするというのを思っておられますか。委員の皆さんは。 

○足立係長 確かに昨年度の議会運営委員会で、確か会議録のホームページ公開の時に算

出した資料がございます。ただ、今手元にありませんので、また後日提供させていただく

ということでよろしいでしょうか。 

○国頭委員 はい。 

○先灘議会事務局長 そうしますと、インターネットのホームページ掲載方法をＰＤＦで

するのか、検索機能を持たせたものでするかというのは、また別途協議ということでよろ

しいでしょうか。それとも方向性だけ、掲載するだけを今日決めていただいたということ

でよろしいですか。 

○国頭委員 もう一度確認させていただけたらと思いますけれども。皆さんはＰＤＦでい

いのか、検索でいいのかというのを、知りたいなという気がしたんです。 

○岡田委員 まあ、ＰＤＦを載せるという形もあるでしょうし、まあ、例えば検索機能を

つければものすごく予算が上がるとか、その検索機能もどこまで入れれるものなのか。今、

技術は進んでますので、キーワード入れれば発言主旨に関するものが、だっと本議会に関

しては出てくるとかいうものまで検索機能を入れるのかですね、そのあたり予算との兼ね

合いもあるでしょうから、あんまり検索機能を入れると結構予算としては膨らむと思った

りするんですが。大まかなものでも示してもらえるとね。 

○先灘議会事務局長 ＰＤＦ機能でしますと、予算はかかりません。ですので、準備がで

き次第速やかにできますが、検索機能を持たせるためには、予算的な面もありますし、自

前でそれができるかどうか、というところもありますので、予算がかかってくるというと

ころもございますので、今すぐでは公開という形が難しくなることもございます。予算を

伴う形になるということが想定されます。 

○田村委員長 実際、データとして取ったパソコンのユーザーが、ソフトウエア上で検索

できるというものは、ソフトとしてありますので。だからそれをこっちが自前で全部やっ

てしまうとすごく高くつくんですけども。それを求めるかどうかということですよね。 

○先灘議会事務局長 ＰＤＦですと、その一つの会議録内ですと文字検索等はできること

になりますが。例えば会議録が別のものということになりますと、それを検索ワードを入

れて抜き出していくというところが、本会議にはございますので、そういう機能まで持た

せますと相当費用がかかってくるというところでございますので。 

一つのＰＤＦの会議録ですと、文字検索は可能でございます。 

○前原副委員長 たぶん検索機能をかけると予算がかかると思うんですよね。各委員会に

なると、係長クラスまで名前が出てくるわけですよね。微妙な発言等もありますよね。も

ちろん議事録で削除できますけど、そこまでやる必要性よりもまずは早急に開始するとい

うことが大事だと思いますんで、それを先にＰＤＦでいいからやるということで、もし予

算的に可能ならば次に発展させるという考え方で、まずはスピーディにやりませんか。そ

うしないとなかなか結論が出ないので。 

〔「そうですね。」と声あり。〕 

○田村委員長 では、委員会の皆様よろしいですか。 
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〔「はい、結構です。」と声あり。〕 

○田村委員長 では、とりあえずＰＤＦでもって先行実施して、そのあとに検索機能につ

いてはまた今後継続して協議するということで、よろしいですね。 

〔「はい。」と声あり。〕 

○田村委員長 それでは、よろしくお願いします。 

  それでは最後、協議事件の７番、厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書に

ついて、渡辺議長お願いします。 

○渡辺議長 資料５からですけど、一番最後に全国議長会会長から厚生年金への地方議会

議員の加入を求める意見書の提出についてという依頼の文書がついてると思います。 

 この件につきましては、実際のことを言いますと、前議会にもこういう要請がありまし

たけれども、代表者会において、いろいろな御意見がある中で、意見書の提出をしないと

いうことで、前議会は提出をしておりません。 

 ですから資料をはぐっていただいたら、各県の意見書の議決状況というのがありますけ

ど、中国ブロック、鳥取県においては４議会中２議会、今現在７月１７日現在ですけど、

鳥取市と境港市が議決をしているということですので、米子市と倉吉市が議決していない

という状況です。 

 全体的なことを言いますと、８１４市のうち議決が３３２ということで、まだ半分にも

満たないという状況のなかで、全国議長会の会長さんのほうから議決していない市に対し

て、またこういった要請文書が来ております。 

 前回の流れ等は申し上げなくても、各会派の方で、この意見書を提出すべきかどうかを

お持ち帰りいただいて、９月１１日に議会運営委員会が予定されています。会派提出意見

書等があればここで提出の有無についての協議をしていただきますので、同じ時に提出の

有無の協議を今回は議運において話し合いをいただきたいなと思います。 

 代表者会はこれについては開かないという予定でよろしくお願いいたします。 

 質疑応答とか趣旨等は、資料５のほうにありますので、また一読を願えればと思います

ので、よろしく御協議をお願いします。 

 以上です。 

○田村委員長 先ほど議長より説明のありましたことについて御意見等ございますでし

ょうか。 

○渡辺議長 これは持ち帰っていただいて、９月１１日の議運で各会派の御賛否を、他の

会派提出意見書があれば、それと同様にしていただきたいと思います。 

○田村委員長 はい、先ほどもございましたが、９月１１日開催の議運において御意見を

頂戴するということですので、それまでに各会派において協議のほう、よろしくお願いい

たします。よろしいですね。 

〔「はい。」と声あり。〕 

 それ以外、ほかに御意見等ございませんでしょうか。 

〔「なし。」と声あり。〕 

 それでは以上をもちまして議会運営委員会を終了いたします。 

午前１０時２１分 閉会 
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