
  

全 員 協 議 会 

 

日 時  令和元年１０月２８日（月） 

午前９時３０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５０回議会運営委員会 
 

 令和元年１０月２３日（水） 

 

決定事項 

１ 副委員長の互選について 

  会派の解散により議会運営委員の辞任願が提出され、議長が許可をした。

これにより副委員長が欠けたため、副委員長の互選を行い、指名推薦により、

髙松秀樹委員が副委員長となった。 

 

２ 臨時会提出議案（後送議案含む）について 

  執行部から、取り急ぎ、議会議決を要する案件が２件生じたため、臨時会

を招集した旨の説明があった。同意第４号山陽小野田市監査委員の選任につ

いては、議会選出の監査委員が１０月１５日をもって辞職されたことに伴い、

後任の監査委員の選任について同意をお願いするものとの説明があった。議

案第８４号市役所本庁舎整備事業（建築主体工事・機械設備工事）請負契約

の締結については、８月９日の入札不調という結果を踏まえて、施工内容や

単価の一部見直しを実施した上で、改めて１０月８日に入札し落札となった

ため、工事の請負契約を締結することについて議会の議決を求めるもので、

一定の工期を確保した上で来年度末の完成を目指すために、今回の臨時会に

おいて議案を提出したとの説明があった。なお、議案第８４号については、

２４日に議案配布となる旨の説明も受け、了承した。 

 

３ 申し合わせ事項の改正について 

申し合わせ事項６０（企業会計及び特別会計の委員会付託）については、

今年度から公共下水道事業及び農業集落排水事業を統合して、下水道事業会

計として公営企業会計に移行したことに伴い、文言を改めるもの。 

申し合わせ事項９６（会議録署名議員）については、既に消防組合議会議

員が報告を行う場合などにも、該当議員が次の本会議にスライドをするよう

にしているため、文言を改めるもの。 

申し合わせ事項１００（常任委員の選任）、申し合わせ事項１０３（特別委

員の選任）については、全協ではなく全議員へ周知することで足りることか

ら、文言を改めるもの。 

以上、４項目について、以下のとおり改正することとした。 
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改正後 改正前 

（企業会計及び特別会計の委員会付 

託） 

60 企業会計及び特別会計は、次のと

おり担当常任委員会に付託する。 

(1) 民生福祉常任委員会 

国民健康保険特別会計 

介護保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

病院事業会計 

(2) 産業建設常任委員会 

駐車場事業特別会計 

地方卸売市場事業特別会計 

下水道事業会計 

小型自動車競走事業特別会計 

水道事業会計 

工業用水道事業会計 

 

（企業会計及び特別会計の委員会付 

託） 

60 企業会計及び特別会計は、次のと

おり担当常任委員会に付託する。 

(1) 民生福祉常任委員会 

国民健康保険特別会計 

介護保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

病院事業会計 

(2) 産業建設常任委員会 

駐車場事業特別会計 

地方卸売市場事業特別会計 

下水道事業特別会計 

農業集落排水事業特別会計 

小型自動車競走事業特別会計 

水道事業会計 

工業用水道事業会計 

（会議録署名議員） 

96 会議録署名議員は、初議会から五

十音順により本会議ごとに２名を順

次指名する。ただし、一般質問、代

表質問又は委員長報告等を行う議員

がその日の会議録署名議員と重なる

ときは、次の本会議において指名す

る。また、副議長は指名しない。 

（会議録署名議員） 

96 会議録署名議員は、初議会から五

十音順により本会議ごとに２名を順

次指名する。ただし、一般質問、代

表質問又は委員長報告を行う議員が

その日の会議録署名議員と重なると

きは、次の本会議において指名する。

また、副議長は指名しない。 

（常任委員の選任） 

100 常任委員（一般会計予算決算常任

委員を除く。）の選任は、各議員から

希望を取り、議長が調整し、全議員

へ周知の上、会議に諮って指名する。 

（常任委員の選任） 

100 常任委員（一般会計予算決算常任

委員を除く。）の選任は、各議員から

希望を取り、議長が調整し、全協で

確認の上、会議に諮って指名する。 
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（特別委員の選任） 

103 特別委員の選任は、議運で協議し、

全議員へ周知の上、会議に諮って指

名する。 

（特別委員の選任） 

103 特別委員の選任は、議運で協議し、

全協で確認の上、会議に諮って指名

する。 

 

４ 令和元年第３回（１０月）臨時会に関する事項について 

(1) 会期案について 

１０月２８日（月）から３０日（水）までの３日間と決定した。 

  議案件名については資料１ 

(2) 付議事件の告示について 

   次の案件について、市長宛てに付議事件の告示を依頼することとした。 

ア 請願第１号及び請願第２号に対する委員長報告、質疑、討論及び採決 

  イ 常任委員の選任について 

  ウ 議会運営委員の選任について 

  エ 議席の変更について 

  オ 宇部・山陽小野田消防組合議会議員の選挙について 

 (3) 監査委員について 

   市長からの選出依頼に対し、議会選出監査委員として河﨑平男議員を推

薦した。なお、本件については人事案件であるため、申し合わせ事項６２

により、委員会付託を省略し、即決する。なお、同意された場合は、申し

合わせ事項６３により議場にて挨拶を受ける。以上を確認した。 

 

(4) 消防組合議会議員及び都市計画審議会委員について 

  ２８日に、次表のとおり選定委員会からそれぞれ選出することを確認し

た。なお、宇部・山陽小野田消防組合議会議員の選挙については、申し合

わせ事項５０により、３０日の本会議において指名推薦により行うことを

確認した。 

○申し合わせ事項 

（人事案件の委員会付託） 

62 人事案件は、委員会付託を省略し、原則として本会議初日に上程し、

即決する。 

（人事案件の可決後の挨拶） 

63 人事案件を可決したときは、当該対象者から本会議場で挨拶を受ける

のが例である。ただし、人権擁護委員は除く。 
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組合名・附属機関名 人数 選定委員会 

宇部・山陽小野田消防組合 ３人 
総務文教常任委員会１人 

民生福祉常任委員会２人 

都市計画審議会 ５人 
総務文教常任委員会２人 

産業建設常任委員会３人 
 

  

(5) 議席の変更について 

   申し合わせ事項１２、１３により行うこととした。３０日の本会議開会

前に全議員抽選により行い、後の本会議に議題として上げるが、１０月臨

時会については現在の議席のまま、新座席表を示すのみとし、実際の変更

は１２月定例会からとした。 
 

  

(6) 広報特別委員、広聴特別委員、山口東京理科大学調査特別委員について 

広報特別委員及び広聴特別委員については、現委員の業務（議会だより、

議会報告会）があるため、１２月定例会において委員の変更を行うことと

した。 

山口東京理科大学調査特別委員については、次期議会運営委員会におい

て委員の変更を行うか検討することとした。 

 

 

 

○申し合わせ事項 

（議席の指定） 

12 議席は、最終番を議長、その一つ前を副議長、１番を監査委員とし、

一般議員の議席は抽選により決定する。 

（議席の変更） 

13 議席の変更は、常任委員改選時に行う。そのときに欠員がある場合は、

最終番を充て、議長及び副議長の席はそれぞれ繰り上げる。 

○申し合わせ事項 

（指名推選） 

50 次に掲げる選挙は、地方自治法第１１８条第２項に基づく指名推選に

よる。 

(1) 一部事務組合議会の議員 

(2) 選挙管理委員会の委員及び同補充員 
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(7) 議事日程案について 

  以下のとおりとした。 
 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘  要 

10 28 月 

9 時 15 分 全議員 ・常任委員、議会運営委員等の確認 

9 時 30 分 全協 ・議運決定事項報告（臨時会全般） 

10 時 本会議 

 
・ 請願２件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・常任委員(一般会計を含む)の選任 

・議会運営委員の選任 

本会議 

休憩中 
委員会 

・総務文教常任委員会 

（正副委員長互選） 

・民生福祉常任委員会 

（正副委員長互選） 

・産業建設常任委員会 

（正副委員長互選） 

・一般会計予算決算常任委員会 

（正副委員長互選） 

・議会運営委員会 

（正副委員長互選） 

委員会 

終了後 
本会議 

・同意１件を上程、提案理由の説明、 

質疑、討論及び採決  

・議案１件を上程、提案理由の説明、 

質疑及び委員会付託 

本会議 

終了後 

委員会 

協議会 

・総務文教常任委員会協議会 

（各種委員等の選出） 

・民生福祉常任委員会協議会 

（各種委員等の選出） 

・産業建設常任委員会協議会 

（各種委員等の選出） 

協議会 

終了後 
委員会 

・総務文教常任委員会 

（議案の審査） 

10 29 火  休 会  
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10 30 水 

9 時 30 分 全議員 

・宇部・山陽小野田消防組合議会議員 

及び都市計画審議会委員の確認 
 

・議席の変更について 

10 時 本会議 

・議席の変更について 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・宇部・山陽小野田消防組合議会議員 

の選挙について 

 

５ その他 

全員協議会の開催日時について 

令和元年１０月２８日（月） 午前９時３０分 

・議運決定事項について 



 

令和元年第３回（１０月）臨時会議案名 
 

市長提出案件（議案２件） 

 

○総務文教常任委員会所管（１件） 

(1) 議案第８４号 市役所本庁舎整備事業（建築主体工事・機械設備工事）

請負契約の締結について                  （総務） 

 

○人事案件（１件） 

 (1) 同意第４号 山陽小野田市監査委員の選任について     （人事） 

資料１ 


