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議会運営委員会  

 

日 時   平成２９年６月１３日（火） 午後  時  分～ 

  場 所   第３委員会室 

 

１ 追加議案について 

 

２ ６月１５日本会議の議事について 

（１）議事日程 

  第１ 一般質問 

（諸報告） 

  第２ 報告第１号から報告第４号及び第１号議案から第７号議案 

（質疑、付託） 

  第３ 第８号議案（提案理由説明、質疑、付託） 

（２）諸報告：法人経営状況説明書類７件 

（３）質 疑：日程第２に係る質疑順序 ①     ②     

（４）付託先：別紙付託表のとおり 

◎付託表は１５日議場へ持参 

 

３ 陳情・要望について 

（１）「地球と人間を守れる社会体制創り」の為の地球社会建設決議陳情書 

≪議長供覧≫ 

（２）非核・平和施策に関する要望書 ≪総務文教常任委員会≫ 

（３）京都スタジアム（仮称）建設予定地の二重買収の責任を明確にすると

ともに、交通問題、財政負担、土地購入価格、環境保全問題などについ

て徹底した調査審議等に関する要望書【別紙№１】 

≪京都スタジアム（仮称）検討特別委員会≫ 

 

【裏面に続く】 
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４ 農業委員会委員の任命議案等について 

（１）表決について【別紙№２】 

    ○表決方法  「起立表決」もしくは「簡易表決」 

    ○幹事会説明 「あり」もしくは「なし」 

（２）認定農業者等が過半数を占める事を要しない場合の同意議案について

【別紙№３】 

   ①提案日：閉会日（６／２６）提案⇒表決 

※農業委員同意議案（１９件）と同日程 

   ②表 決：「同意」を求めるもの 

○付託省略の確認 

 

５ その他 

（１）議会だよりの原稿（議運視察）【別紙№４】 

（２）当面の会議予定 

 ６月16日（金）10:00～ 京都スタジアム（仮称）検討特別委員会 

   19日（月）10:00～ 総務文教常任委員会 

   20日（火）10:00～ 環境厚生常任委員会 

   21日（水）10:00～ 産業建設常任委員会 

22日（木）（委員会予備日） 

23日（金）14:00～ 幹事会、議会運営委員会 （会派会議） 

               ※議運事前調整は23日（金）13:30～ 

   26日（月）10:00～ [閉会日] 

各委員会（委員長報告の確認） 

（終了後） 

議会運営委員会、幹事会 （会派会議） 

本会議（採決等） 

（閉会後）広報広聴会議 















農業委員選任議案の表決について 

 

１ 根拠法令 

 
 
 
 
 
 
２ 亀岡市議会の運用スケジュール（平成２９年６月定例会） 
日程（６月） 会議 内容 
２３日（金） ①１０：００～市長議長議案調整 

②１４：００～幹事会 
       議会運営委員会 

・市長から正副議長へ議案説明 
・幹事会で説明、質疑 
 ↑幹事会説明「あり」とした場合 

２６日（月） ③午 前   議会運営委員会 
④午 後   本会議 

・採決方法の確認（一括、分割） 
・本会議で市長から提案、表決 

※起立表決とする場合、採決を「一括」とするかどうかを確認する場は上記③となる。 
 
３ 同意を求める人事議案 

人事議案名 表決方法 幹事会説明 根拠法令 
副市長 起立表決 あり 地方自治法 162 

監査委員  〃  〃 地方自治法 196 

教育長、教育委員  〃  〃 地方教育行政の組織及び運

営に関する法律 4 
名誉市民  〃  〃 市名誉市民条例 2 

公平委員会委員 簡易表決 
「異議なし」 

なし 地方公務員法 9 の 2 

固定資産評価審査委員会委員  〃  〃 地方税法 423 

固定資産評価員  〃  〃 地方税法 404 

財産区管理会委員  〃  〃 市財産区管理会条例 3 

曽我部山林管理委員会委員  〃  〃 市山林の管理等特別条例 4 

 

◆協議事項◆ 

農業委員会委員 表決方法 

⇒ 

幹事会説明 

⇒ 
農業委員会等に関する法律

8 

 

◎農業委員会等に関する法律 
（委員の任命）  
第八条  委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その

他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちか

ら、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 



参考 

京都府下の状況 

  議案等 
 
 
議会名 

人事議案の表決 認定農業者等過半数要件の同意議案 

表決方法 表決年月 表決方法 表決年月 付託 

京都市会 簡易 H28.3 議案なし 

福知山市議会 起立 H29.6 起立 H29.6 省略 

舞鶴市議会 押ボタン H29.6 押ボタン H29.6 省略 

綾部市議会 起立 H29.6 起立 H29.6 省略 

宇治市議会 簡易 H29.6 議案なし 

宮津市議会 起立 H29.6 起立 H29.6 省略 

城陽市議会 挙手 H29.6    

長岡京市議会 起立 H29.6 起立 H28.12 所管委員会へ付託 

向日市議会 起立 H29.6 議案なし 

八幡市議会 起立 H29.6 議案なし 

京田辺市議会 簡易 H29.6 簡易 H29.6 省略 

京丹後市議会 起立 H28.6    

南丹市議会 提案未定 ― ― ― ― 

木津川市議会 起立 H28.9 議案なし 

 



参考 

 

◎京都府下の状況 

京都市会   簡易（2803） 

福知山市議会 起立（2906）※予定 

舞鶴市議会  押しボタン（2906）※予定 

綾部市議会  ― 

宇治市議会  簡易（2906）※予定 

宮津市議会  起立（2906）※予定 

城陽市議会  挙手（2906）※予定 

長岡京市議会 起立（2906）※予定 

向日市議会  起立（2906）※予定 

八幡市議会  起立（2906）※予定 

京田辺市議会 簡易（2906）※予定 

京丹後市議会 起立（2806） 

南丹市議会  提案はまだ先となる見込み 

木津川市議会 起立（2809） 



認定農業者等が農業委員の過半数を占めることを要しない要件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要件とは・・ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
（Ａによることとしても委員の任命に著しい困難を生じる場合） 

↓ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

原則 

認定農業者が委員の過半数を占めること。 

例外 

区域内の認定農業者が、委員の定数の８倍を下回る場合には、下記Ａ～Ｂ等

の通りでよい。 

例外の要件Ａ 
委員の過半数を認定農業者及び次に掲げる者（準ずる者）とすることについ

て、市町村議会の同意を得ること。 
（準ずる者：認定農業者ＯＢ、認定農業者の農業に従事･経営参画する親族、

認定新規就農者、集落営農組織の役員、国・地方の計画に位置付けられた農

業者、指導農業士、基本構想水準到達者） 

例外の要件Ｂ 
委員の少なくとも４分の１を認定農業者及び準ずる者とすることについて、

市町村議会の同意を得ること。 

 

＊１９人の内７人が認定農業者等（準ずる者） ⇒ ４分の１以上を満たす 

 

認定農業者等が委員の過半数を占めることを 

要しないことに関する「同意議案」が提出される 

 

☞亀岡市の場合、８倍を下回っている 

農業委員の定数１９人×８＝ １５２人 ＞ 市内認定農業者数 １０５人 

 

☞亀岡市の場合、過半数を占めない 

農業委員の定数１９人 ＞ 農業委員候補者の内、市内認定農業者数 ６人 

 

☞亀岡市の場合、過半数を占めない 

委員の定数１９人 ＞ 市内認定農業者等数（準ずる者） ７人 




