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第２９回議運決定事項 
 

令和４年１１月２８日（月） 
 

１ 令和４年第４回（１２月）定例会に関する事項について 

(1) 会期案について 

１２月１日（木）から２０日（火）までの２０日間とすることとした。 

議案件名は資料１を参照 

(2) 常任委員会及び特別委員会の所管事務調査報告 

総務文教常任委員会及びデジタル化推進特別委員会（委員会視察分）の

所管事務調査報告を本会議初日の１２月１日に行うこととした。 

(3) 議事日程案について 

資料２のとおりとした。 

(4) 陳情・要望書等の取扱いについて 

・令和５年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い 

(総務文教) 

・正常な議会運営に関する陳情             （議会運営） 

・要望書（入札制度の改正等を要望）          （総務文教） 

・地域建設産業の再生に関する要請書          （産業建設） 

  ・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） 

  ・学校教材（備品）の計画的な整備推進についてのお願い （総務文教） 

  ・令和５年度税制改正に関する提言について       （総務文教） 

  ・議会活動の正常化を求める陳情            （議会運営） 

以上のとおり、調査委員会を決定した。 

 

２ 市議会モニターとの意見交換会で聴取した意見について・・・資料３ 

 (1) 「傍聴席へのお茶の持ち込み」については、以前開催した議会運営委員

会で、傍聴者は自由に退席でき、その際に飲水できるため、不許可と決定

したため、その運用どおりとすることとした。 

 (2) 「一般質問の資料を地域交流センターで配布すること」については、現

在の実態を広聴特別委員会で調査してもらい、その後、運用を考えること

とした。 

 (3) 「市議会アドバイザーからの提言に関する検証」については、内容を広

聴特別委員会で調査してもらい、その後、対応を考えることとした。 

 (4) 「会議の公開について」については、第２８回議会運営委員会において、

政治倫理審査会のユーチューブ配信は、個人情報などのセンシティブな情

報がそのまま配信される懸念があるため行わないことと決定したことを回

答とすることとした。 
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令和４年第４回（１２月）定例会議案件名 
 

● 市長提出議案：議案３０件（うち報告２件） 
 

○総務文教常任委員会所管（１３件） 

(1) 議案第７７号 山陽小野田市個人情報保護法施行条例の制定について                     

（総務） 

(2) 議案第７８号 山陽小野田市職員の定年等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について                   （人事） 

(3) 議案第７９号 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例の制定について                  （人事） 

(4) 議案第８０号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について            （人事） 

(5) 議案第８１号 山陽小野田市職員給与条例等の一部を改正する条例の制

定について                        （人事） 

(6) 議案第８２号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市

病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（人事） 

(7) 議案第８３号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当支給条例の一部を改正する条例の制定について       （人事） 

(8) 議案第８４号 山陽小野田市組織条例の一部を改正する条例の制定につ

いて                           （人事） 

(9) 議案第８８号 市役所本庁舎環境改善事業（建築主体・機械設備工事）

請負契約の締結について                  （総務） 

(10) 議案第８９号 物品の購入に係る契約の変更について   （総務） 

(11) 議案第９２号 市有財産の出資について         （大学） 

(12) 議案第９３号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款の

変更について                       （大学） 

(13) 議案第９４号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期目

標（第２期）の変更について                （大学） 

 

資料１ 
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○民生福祉常任委員会所管（８件） 

(1) 議案第７０号 令和４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７１号 令和４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７２号 令和４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８５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                        （市民） 

(5) 議案第８６号 山陽小野田市児童館条例の一部を改正する条例の制定に

ついて                         （子育て） 

 (6) 議案第８７号 山陽小野田市急患診療所条例を廃止する条例の制定につ

いて                           （健康） 

(7) 議案第９０号 山陽小野田市立サッカー交流公園の指定管理者の指定に

ついて                         （文スポ） 

(8) 議案第９１号 山陽小野田市の児童館の指定管理者の指定の一部変更に

ついて                         （子育て） 

 

○産業建設常任委員会所管（５件） 

(1) 議案第６９号 令和４年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算

（第１回）について                    （都計） 

(2) 議案第７３号 令和４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） 

(3) 議案第７４号 令和 ４ 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） 

(4) 議案第７５号 令和４年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算

（第１回）について                    （水道） 

(5) 議案第７６号 令和４年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算

（第２回）について                    （下水） 
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○一般会計予算決算常任委員会所管（２件） 

(1) 議案第６８号 令和４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） 

(2) 承認第６号 令和４年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）に関

する専決処分について                   （財政） 

 

○報告（２件） 

 (1) 報告第６号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の令和３年

度における業務の実績に関する評価結果の報告について    （大学） 

 (2) 報告第７号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の第１期中期目

標の期間における業務の実績に関する評価結果の報告について （大学） 
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令和４年第４回（１２月）定例会議事日程（案） 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘 要 

１２ １ 木 

午前１０時 本会議 

・会期の決定 

・諸般の報告（事務報告） 

・常任委員会及び特別委員会の所管事務 

調査報告  

・報告２件を一括報告及び質疑  
・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 

本会議終了後 委員会 
・総務文教常任委員会 

・民生福祉常任委員会 

１２ ２ 金 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 ３ 土  休 会  

１２ ４ 日  休 会  

１２ ５ 月 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 

１２ ６ 火  委員会 ・委員会予備日 

１２ ７ 水 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ ８ 木 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ ９ 金 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（４人） 

１２ １０ 土  休 会  

１２ １１ 日  休 会  

１２ １２ 月 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（２人） 

資料２ 



2 
 

１２ １３ 火  休 会 ・議事整理日 

１２ １４ 水  休 会 ・議事整理日 

１２ １５ 木 午前１０時 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会（全体会） 

１２ １６ 金  休 会 ・議事整理日 

１２ １７ 土  休 会  

１２ １８ 日  休 会  

１２ １９ 月  休 会 ・議事整理日 

１２ ２０ 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 

 



令和４年９月２９、３０日開催の意見交換会で聴取した意見 

 

モニターからの意見 担当委員会 

 

・傍聴席へのお茶の持ち込み 

・若者の興味を引くユーチューブにしていくこと 

・１８歳の若い人を対象とした企画 

・一般質問の資料を地域交流センターで配布すること 

・厚陽地域交流センターのテレビの改善 

・議会のＤＸ化が必要 

・市長発言を増やす努力が必要 

・議会もユニバーサルデザインの考え方を持つべき 

・市議会アドバイザーからの提言に関する検証 

・部や課を越えた施策の推進を議会として提言 

・市民の中にもっと入って、現場の実態を知る取組 

 

 

議会運営委員会 

広聴特別委員会 

広聴特別委員会 

議会運営委員会 

広聴特別委員会 

デジタル化推進特別委員会 

議会運営委員会 

広聴特別委員会 

議会運営委員会 

議会運営委員会 

広聴特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 



令和４年８月３０日付 市議会モニター：樋口晋也 

 

モニターからの意見 担当委員会 

 

   会議の公開について 

 

本日開催されました議会運営委員会において政治倫理審査会については放送しない旨が決定されました。 

これまで私の記憶では、山田伸幸議員の民間企業に対する「ブラック企業」発言ともう１件あったと思い

ますが、急に何故非公開となったのでしょうか。 

そのように決するにしても、では何故これまで公開してきたのか、またどういう位置付けで公開に至った

のか明確な議論もない中での決定は、とても開かれた議会とは言えないと考えます。 

正当な議論を持って丁寧な議会運営を行うことが求められており、今一度議会運営委員会において協議さ

れるようお願いいたします。 

 

 

議会運営委員会 

 

 


