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議会運営委員会  

 

   日 時   令和４年２月１４日（月）午前１０時～ 

   場 所   全員協議会室  

 

１ 令和３年亀岡市議会定例会令和４年３月議会について 

（１）議案送付  ２月１４日（月） 

 （２）再  開  ２月２１日（月） 

 

２ 議案の概要説明について 

 （１）概  要 （別添） 

 

３ ３月議会日程案について【別紙№１】 

（１）一般質問通告期限 ２月２１日（月） 正午 

   ○施政方針演説等の原稿 ２月１７日（木）配付予定（各会派控室へ） 

○一般質問順序 ①新清流会 ②緑風会 ③共産党議員団 ④公明党議員団 

（２）請願書等提出期限 ２月２１日（月） 午後５時 

（３）質疑通告期限（当初提案議案分） ３月３日（木） 本会議終了時 

（４）討論通告期限（３月９日採決分：補正予算議案等） ３月８日（火）委員会終了時 

（５）意見書提出期限 ３月１８日（金） 午前１０時 

（６）討論通告期限（最終日採決分） ３月２２日（火） 午後４時 

 

４ 再開日（２月２１日）の議事について 

 （１）議事日程 

   諸報告（地方自治法第１８０条関係（１件）、理事者出席要求） 

   第１ 会議録署名議員指名（松山議員、小川議員） 

  第２ 第１号議案から第５４号議案（提案理由説明） ※施政方針演説 

 

 

【裏面に続く】 
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５ 陳情・要望について 

（１）介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める

陳情【別紙№２】 

 （２）「原則自宅療養」の撤回、必要な入院・療養が保障される医療体制を求める陳

情書【別紙№３】 

 （３）保育所等の最低基準（職員配置・面積基準）と、保育士の処遇の抜本的な改善

を求める意見書の提出を求める陳情書【別紙№４】 

 （４）母（毛嘉萍
モウカヘイ

）が中国で不法に逮捕されている件に関する要望【別紙№５】 

 

６ 一般質問について 

 （１）３月議会の一般質問時間等 

○代表質問 ３月２日（水） 答弁時間含まず１会派４０分 一括質問方式 

○個人質問 ３月３日（木）、４日（金）、７日（月） 答弁時間含み１人４５分 

※議会活性化の検討による決定事項（副議長・監査委員への質問権付与等） 

（２）一般質問の通告等 
  ○通告書は事務局へメールまたはＵＳＢで提出 
  ○会派内調整（代表質問など同内容の質問の重複について調整） 

    ○会派内質問順序は２月１８日（金）までに事務局へ連絡 
 

７ 予算審査について 

（１）審査体制 

○予算特別委員会 

・分科会方式    議長を除く全議員で全体会を構成し、各常任委員会を 

分科会として審査する。 

・委員数      ２２人 

・設置予定日    ３月７日（月） 一般質問終了後 

・正副委員長の選出 ３月７日（月） 本会議終了後 ※互選による 

（２）審査日程案【別紙№６】 

※審査資料「施策の概要」は２月１６日（水）に配付予定（各会派控室へ） 
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８ 議会運営上の新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）消毒液の設置、マスク着用等 

（２）会議中のドアの開放等 

（３）本会議・委員会への傍聴自粛呼びかけ 

（４）委員会への出席職員の抑制 

（５）市民憲章唱和の実施見合わせ 

（６）アクリル板の設置 

※議長席、一般質問席、市長席、演壇ではマスクの着用なしで発言可 

（７）会議中のＣＯ２濃度測定 

 

９ その他 

 （１）議会運営委員会、常任委員会の行政視察について 

 （２）議場内撮影許可の申請（市政記者クラブ、広報プロモーション課） 

 （３）本日（２月１４日）の会議予定 

引き続き 幹事会、会派会議、広報部会・広聴部会、広報広聴会議 

１５：００～ サイドブックス利用者講習会 

 （４）議会運営委員会等の予定 

    ３月 １日（火） １４：００～ 議運事前調整（正副議長・正副委員長） 

３日（木） 本会議終了後 議会運営委員会・幹事会 

９日（水）   未 定   議運事前調整（正副議長・正副委員長） 

       終了後   議会運営委員会・幹事会 

２２日（火） １１：００～ 議運事前調整（正副議長・正副委員長） 

１３：３０～ 幹事会・議会運営委員会 

２３日（水）   未 定   議運事前調整（正副議長・正副委員長） 

             終了後   議会運営委員会 

（５）その他の日程 

２月１８日（金） １０：００～ 総務文教常任委員会（月例） 

１３：００～ 議員団研修会（若宮正子氏） 

         １５：００～ 全員協議会（当初予算概要説明） 



Ver.0214 【議会期間３１日間】
日 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

10:00～　市長・議長議案調整 議案概要

11:00～　議運事前調整

11 金 （建国記念の日）

12 土

13 日

【議案送付】
10:00～　議会運営委員会（市長出席）・幹事会、会派会議 議案概要、2/21の議事日程等

終了後　 広報部会・広聴部会、広報広聴会議

15:00～　サイドブックス利用者講習会

15 火

16 水

17 木

10:00～　総務文教常任委員会（月例）

13:00～　議員団研修会　15:00～　全員協議会

19 土

20 日

10:00～【定例会再開】

22 火

23 水 （天皇誕生日）

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

13:00～　市長・議長議案調整（追加議案） 追加議案概要

14:00～　議運事前調整

2 水 10:00～ 【一般質問（代表）】
10:00～ 【一般質問（個人）】
終了後　議会運営委員会（市長出席）・幹事会、会派会議

4 金 10:00～ 【一般質問（個人）】
5 土

6 日

10:00～ 【一般質問（個人）】
提案理由説明、質疑、付託、
予算特別委員会の設置

終了後　予算特別委員会 予特正副委員長の互選

10:00～　３常任委員会 付託議案審査（補正予算等）

10:00～　３常任委員会 委員長報告

終了後　議運事前調整、議会運営委員会・幹事会、会派会議 討論順序、採決順序等

終了後 【補正予算等採決】
予特正副委員長名報告、
補正予算等採決

終了後　３常任委員会 付託議案審査（条例等）

（終了後　予算特別委員会事前調整）

10:00～　予算特別委員会全体会（市長出席） 市長あいさつ

10:20～　予算特別委員会分科会 分科会審査

11 金 10:00～　予算特別委員会分科会 分科会審査

追加議案概要、
3/7・3/9の議事日程等

8 火

3/1 火

3 木

7 月

令和３年亀岡市議会定例会　令和４年３月議会日程表（案）

2/10 木

14 月

21 月
諸報告、会議録署名議員指名、
施政方針・提案理由説明

18 金

9 水

10 木

＜12:00 一般質問通告期限／17:00 請願書等提出期限＞

＜本会議終了時 質疑通告期限＞

＜委員会終了時 討論通告期限＞
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Ver.0214 【議会期間３１日間】
日 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

令和３年亀岡市議会定例会　令和４年３月議会日程表（案）

12 土

13 日

14 月 10:00～　予算特別委員会分科会 分科会審査

10:00～　予算特別委員会分科会 分科会審査（市長質疑項目の確認）

10:30～　予算特別委員会全体会
市長質疑項目の報告・決定
※15:00 執行部へ送付

（9:30～　予算特別委員会） ※現地視察実施の場合

13:00～　予算特別委員会全体会（市長出席） 市長質疑項目の答弁

終了後　予算特別委員会分科会 分科会採決

11:00～　予算特別委員会分科会 分科会委員長報告の確認

終了後　予算特別委員会全体会 委員長報告の質疑等

終了後　会派会議

終了後　予算特別委員会全体会 討論～採決

18 金 （委員会予備日）

19 土

20 日

21 月 （春分の日）

10:00～　市長・議長議案調整（人事議案） 人事議案

11:00～　議運事前調整

13:30～　幹事会（市長出席）・議会運営委員会 3/23の議事日程、人事議案、

終了後　会派会議 意見書案等

10:00～　予算特別委員会全体会 委員長報告確認

終了後　３常任委員会 委員長報告確認

終了後　議運事前調整、議会運営委員会、会派会議 討論順序、採決順序等

午後（予定）【定例会休会】 委員長報告～採決等

　　　　議長記者会見、広報部会・広聴部会

15 火

16

17 木

22 火

23 水

水

＜10:00 意見書提出期限＞

＜16:00 討論通告期限＞
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日時
予定
時刻

10:00

10:20

○総務文教 ○環境市民厚生 ○産業建設

①議会事務局 ①環境先進都市推進部 ①産業観光部・農業委員会

②会計管理室
（曽山等、特別会計含む）

13:00 ③政策企画部 ②こども未来部
②産業観光部・農業委員会
（つづき）

④市長公室 ③健康福祉部

10:00 ⑤総務部・監査委員事務局 ④特別会計（各部） ③上下水道部

13:00 ⑥生涯学習部
⑤市民生活部
・市長質疑項目の整理

④まちづくり推進部
・市長質疑項目の整理

10:00
⑦教育委員会
（教育費：幼稚園費まで）

13:00
⑧教育委員会
（教育費：社会教育費から）

・市長質疑項目の整理

10:00 ・市長質疑項目の確認 ・市長質疑項目の確認 ・市長質疑項目の確認

10:30

15:00

9:30

13:00

○総務文教 ○環境市民厚生 ○産業建設

　１．委員間討議、討論、採決 　１．委員間討議、討論、採決 　１．委員間討議、討論、採決

11:00

○総務文教 ○環境市民厚生 ○産業建設

　１．委員長報告の確認 　１．委員長報告の確認 　１．委員長報告の確認

午後

※３月２３日（３月議会最終日）の全体会で委員長報告の確認

【６】
３月１７日

分科会

全体会
　１．各分科会委員長報告（質疑）
　２．委員間討議
～会派会議～
　３．討論～採決等

終了後
（16:00）

【２】
３月１１日

【３】
３月１４日

【４】
３月１５日

全体会
  １．市長質疑項目の報告・決定
　２．現地視察の検討・決定

※市長質疑項目の送付（議会事務局→総務課へ）

【５】
３月１６日

（現地視察 ※実施の場合）

全体会
　１．市長質疑（※市長等出席）

分科会

予算特別委員会　審査日程（案）

全体会／分科会等

【１】
３月１０日

全体会
　１．市長あいさつ（※市長等出席）

分科会
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