
  

全 員 協 議 会 

 

日 時  令和２年６月１０日（水） 

午前９時３０分から 

場 所  大会議室 

 

付議事項 

 

１ 議運決定事項について 

   

２ その他 
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第２９、３０回議運決定事項 
 

令和２年５月２２日（金） 

令和２年６月 ５日（金） 
 

●第２９回議運決定事項 

 会議規則第２条（欠席の届出）第１項にある「事故」とはどういった場合を

指すのか、「理由を付け」とは病気やけがの場合に診断書の提出を求めるのかな

ど、過去の経緯を踏まえながら議会としての欠席のルールを、今後、議運で明

確にしていくこととした。 

 

●第３０回議運決定事項 

１ 令和２年第２回（６月）定例会に関する事項について 

※ 議案件名（当初分及び追加分）は資料１を参照 

(1) 追加議案について 

  執行部から、取り急ぐ案件が生じたため、追加議案を２件提出したいと

の申入れがあり、了承した。なお、当該議案は、６月１０日に配布となる

ことも併せて了承した。 

(2) 行政報告の取扱い及び質疑について 

  宇部・山陽小野田消防組合の平成３０年度決算概要及び令和２年度事業

計画概要については、一部事務組合議会の報告（宇部・山陽小野田消防組

合議会の報告）と重複するため、行政報告として行わなくてよいこととし

た。また、行われる行政報告に対する質疑は、これまでどおり行うことと

した。 

(3) 会期案について 

６月１０日（水）から６月２３日（火）までの１４日間とすることとした。 

 (4) 一部事務組合議会の報告について 

   申し合わせ事項４４により行うこととした。 

(5) 人事案件について 

   申し合わせ事項６２により、委員会付託を省略し即決するが、申し合わ

せ事項６３にある可決後の挨拶については、行わないこととした。 
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(6) 議事日程案について 

資料２のとおりとした。 

(7) 陳情・要望書の取扱いについて 

・新型コロナ対策について              （新型コロナ） 

・陳情書（深井篤農林水産課長の公務員法違反事件について）（総務文教） 

  以上のように、調査委員会を決定した。 

 

２ 緊急質問について 

  取扱いを今後検討していくこととした。 
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令和２年第２回（６月）定例会議案名（案） 
 

市長提出案件（議案２５件、報告４件） 
 

●当初分 

○総務文教常任委員会所管（３件） 

(1) 議案第６８号 山陽小野田市固定資産評価審査委員会条例及び山陽小野

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（総務／市民） 

 (2) 議案第６９号 山陽小野田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例の制定について                  （消防） 

 (3) 議案第７１号 山陽小野田市学校給食費に関する条例の制定について 

                             （学校教育） 

 

○民生福祉常任委員会所管（３件） 

(1) 議案第６６号 令和２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） 

 (2) 議案第７０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                 （生活） 

(3) 議案第７３号 山陽地区保育所整備事業（建築主体・機械設備工事）請

負契約の締結について                  （子育て） 

 

○産業建設常任委員会所管（２件） 

(1) 議案第６７号 令和２年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第１回）

について                         （水道） 

(2) 議案第７２号 山陽小野田市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定について        （水道） 

 

○一般会計予算決算常任委員会所管（１件） 

(1) 議案第６５号 令和２年度山陽小野田市一般会計補正予算（第７回）に

ついて                          （財政） 

 

○人事案件（１４件） 

 (1) 同意第７号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について （人事） 

 (2) 同意第８号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について （人事） 

 (3) 同意第９号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について （人事） 

 

資料１ 
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 (4) 同意第１０号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について（人事） 

 (5) 同意第１１号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について（人事） 

 (6) 同意第１２号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について（人事） 

 (7) 同意第１３号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について（人事） 

 (8) 同意第１４号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について（人事） 

 (9) 同意第１５号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について（人事） 

 (10) 同意第１６号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について 

（人事） 

 (11) 同意第１７号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について 

（人事） 

 (12) 同意第１８号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について 

（人事） 

 (13) 同意第１９号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について 

（人事） 

 (14) 同意第２０号 山陽小野田市農業委員会の委員の任命について 

（人事） 

 

○報告（４件） 

(1) 報告第１号 繰越明許費予算の繰越しについて       （財政） 

(2) 報告第２号 繰越明許費予算の繰越しについて       （公営） 

(3) 報告第３号 建設改良費予算の繰越しについて       （下水） 

(4) 報告第４号 水道事業会計建設改良費予算の繰越しについて （水道） 

 

○行政報告 

(1) 山陽小野田市土地開発公社の令和元年度決算概要及び令和２年度事業計

画概要について                      （土木） 

 

●追加分 

○民生福祉常任委員会所管（１件） 

 (1) 議案第７５号 山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制

定について                       （子育て） 

 

○一般会計予算決算常任委員会所管（１件） 

(1) 議案第７４号 令和２年度山陽小野田市一般会計補正予算（第８回）に

ついて                          （財政） 
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令和２年第２回（６月）定例会議事日程（案） 
 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘要 

６ １０ 水 

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） 

・一部事務組合議会の報告 

・同意１４件を一括上程、提案理由の 

説明、質疑、討論及び採決 

・報告４件を一括報告及び質疑 

・議案９件を一括上程、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 
・一般会計予算決算常任委員会 

新型コロナウイルス感染症対策分科会 

６ １１ 木 午前１０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 

６ １２ 金 午前１０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 

６ １３ 土  休 会  

６ １４ 日  休 会  

６ １５ 月  委員会 ・予備日 

６ １６ 火 

午前９時３０分 本会議 

・一般質問（４人） 

・議案２件を一括上程、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 

・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 

民生福祉委員会

・分科会終了後 
委員会 

・一般会計予算決算常任委員会 

新型コロナウイルス感染症対策分科会 

資料２ 
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６ １７ 水  休 会  

６ １８ 木  休 会  

６ １９ 金 午前１０時 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 

６ ２０ 土  休 会  

６ ２１ 日  休 会  

６ ２２ 月  休 会 ・議事整理日 

６ ２３ 火 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 

 


