
 

  

全 員 協 議 会 

 

日 時  平成３０年１２月４日（火） 

午前９時１５分 

場 所  議場 

 

付議事項 

 

１ 議運決定事項について 

２ その他 
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第２６、２７回議運決定事項 
 

平成３０年１１月２９日（木） 

平成３０年１２月 ４日（火） 

決定事項 

１ 平成３０年第４回（１２月）定例会に関する事項について 

(1) 早期議決議案及び後送議案について 

・早期議決を希望する議案、議案第９０号平成３０年度山陽小野田市一般

会計補正予算（第５回）については、市長の方針の下、来年夏までに小中

学校等へのエアコンの設置を間に合わせるには、１日も早い入札、施工業

者の決定、本契約の締結を行い、空調機器メーカーに発注する必要があり、

最終日を待たず１日でも早い議決をいただけるよう、議事日程に配慮して

ほしい旨の申入れがあった。ついては、委員会での審査状況によっては、

できるだけ早い時期の議決に向けての日程追加も考えていくこととした。 

・後送議案については、１１月２９日（木）の第２６回議会運営委員会で、

９議案が後送予定との説明を受けたが、１２月４日（火）の第２７回議会

運営委員会で、定例会初日の１２月４日（火）までに議案配布ができない

状況となったため取り下げたいとの説明があり、了承した。 

(2) 会期案について・・・資料１ 

１２月４日（火）から１２月２１日（金）までの１８日間とする。 

  ・議案第１０２号山陽小野田市斎場条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、本会議での採決においては特別多数議決となること確認し、併

せて投票は記名投票（青票白票）にて行うこととした。 

(3) 所管事務調査報告について 

民生福祉常任委員会と産業建設常任委員会の所管事務調査報告を１２月

定例会初日の１２月４日に行う。 

(4) 請願書の取扱いについて 

  ○埴生小学校移転跡地の管理・活用・予算計画の請願書  （総務文教） 

  ○埴生複合施設移設に伴うサイレン継続設置を求める請願について 

（総務文教） 

  ○市立小中学校空調設備に使用されるエネルギー（燃料）について 

（総務文教） 
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(5) 議事日程案について・・・資料２ 

(6) 陳情・要望書等の取扱いについて 

  ・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                         （総務文教） 

  ・山陽小野田市議会議場に国旗の掲揚を要望       （議会運営） 

  ・代替減税なき車体課税の減税要求に対して自動車税の根幹堅持等を求め 

る要望活動について（お願い）            （議会運営） 

  ・学校教材の計画的な整備推進についてのお願い     （総務文教） 

  ・平成３１年度税制改正に関する提言について      （総務文教） 

  ・住宅リフォーム助成制度の継続を求める要請書     （産業建設） 

  ・地域建設産業の再生に関する要請書          （産業建設） 

 

２ 山陽小野田市議会議員政治倫理条例の改正について 

  １２月１７日（月）に開催予定の議会運営委員会で、引き続き協議するこ 

ととした。 

 

３ その他 

全員協議会の開催日 

・１２月４日（火）午前９時１５分 議運決定事項の報告 
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平成３０年第４回（１２月）定例会議案名 

 

１ 市長提出議案（議案２８件） 

○総務文教常任委員会関係（３件） 

 (1) 議案第１１０号 山陽小野田市きららガラス未来館の指定管理者の指定

について                         （文化） 

(2) 議案第１１１号 山陽小野田市体育施設の指定管理者の指定について

（スポーツ） 

(3) 議案第１１６号 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館の指定管理者

の指定について                    （社会教育） 

 

○民生福祉常任委員会関係（８件） 

(1) 議案第９３号 平成３０年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予

算（第１回）について                   （国保） 

(2) 議案第９４号 平成３０年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算

（第２回）について                    （高齢） 

(3) 議案第９５号 平成３０年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）について                  （国保） 

 (4) 議案第１００号 平成３０年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第

１回）について                      （病院） 

(5) 議案第１０１号 山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例の一部を

改正する条例の制定について              （市民生活） 

(6) 議案第１０２号 山陽小野田市斎場条例の一部を改正する条例の制定に

ついて                          （環境） 

(7) 議案第１０３号 山陽小野田市保健施設条例の一部を改正する条例の制

定について                        （健康） 

 (8) 議案第１１２号 山陽小野田市斎場の指定管理者の指定について 

（環境） 

 

○産業建設常任委員会関係（１３件） 

(1) 議案第９２号 平成３０年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算

資料１ 
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（第１回）について                    （都市） 

(2) 議案第９６号 平成３０年度山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計補

正予算（第１回）について                 （農林） 

(3) 議案第９７号 平成３０年度山陽小野田市下水道事業特別会計補正予算

（第１回）について                    （下水） 

(4) 議案第９８号 平成３０年度山陽小野田市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２回）について                 （下水） 

(5) 議案第９９号 平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計

補正予算（第２回）について                （公営） 

(6) 議案第１０４号 山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条

例の制定について                     （土木） 

(7) 議案第１０５号 山陽小野田市法定外公共物管理条例の一部を改正する

条例の制定について                    （土木） 

(8) 議案第１０６号 山陽小野田市都市公園条例の一部を改正する条例の制

定について                        （都市） 

(9) 議案第１０７号 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について                       （都市） 

(10) 議案第１０８号 山陽小野田市下水道事業の設置等に関する条例の制

定について                        （下水） 

(11) 議案第１１３号 山陽小野田市商工センターの指定管理者の指定につ

いて                           （商工） 

(12) 議案第１１４号 山陽小野田市労働会館の指定管理者の指定について 

（商工） 

(13) 議案第１１５号 竜王山公園オートキャンプ場の指定管理者の指定に

ついて                          （都市） 

 

○一般会計予算決算常任委員会関係（３件） 

(1) 承認第１４号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第４回）

に関する専決処分について                 （財政） 

(2) 議案第９０号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第５回）

について                         （財政） 
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(3) 議案第９１号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）

について                         （財政） 

 

○山口東京理科大学調査特別委員会関係（１件） 

 (1) 議案第１０９号 山陽小野田市公立大学法人評価委員会条例の一部を改

正する条例の制定について                 （大学） 

 

○行政報告 

１ 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の平成２８年度決算概要

及び平成２９年度事業計画概要について           （大学） 

２ 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の平成２９年度決算概要

及び平成３０年度事業計画概要について           （大学） 
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平成３０年第４回（１２月）定例会議事日程 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘 要 

１２ ４ 火 
午前１０時 本会議 

・会期の決定 

・諸般の報告（行政報告、事務報告） 

・各常任委員会の所管事務調査報告 

・議案２８件を一括上程、提案理由の説 

明、質疑及び委員会付託 

・請願３件の委員会付託 

本会議終了後 委員会 ・総務文教常任委員会 

１２ ５ 水 午前９時 委員会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 

・民生福祉常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会民生福祉 

分科会 

１２ ６ 木 午前９時 委員会 

・産業建設常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会産業建設 

分科会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 

・総務文教常任委員会 

１２ ７ 金 午前１０時 委員会 

・山口東京理科大学調査特別委員会 

・一般会計予算決算常任委員会理科大 

分科会 

１２ ８ 土  休 会  

１２ ９ 日  休 会  

１２ １０ 月  委員会 ・予備日 

１２ １１ 火 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ １２ 水 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

資料２ 
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１２ １３ 木 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ １４ 金 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ １５ 土  休 会  

１２ １６ 日  休 会  

１２ １７ 月 午前１０時 委員会 ・議会運営委員会 

１２ １８ 火  休 会 （議事整理のため） 

１２ １９ 水 午前１０時 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 

１２ ２０ 木  休 会 （議事整理のため） 

１２ ２１ 金 午前１０時 本会議 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・閉会中の調査事項について 

 


