
議－３ 

議会運営委員会 
    日 時    令和３年２月８日（月） 午後 時  分～ 

    場 所    全員協議会室 

 

１ 委員長・副委員長の互選について 

 

２ 常任委員会、特別委員会等構成について  

 

３ 議事について 

（１）議事日程（追加） 

    京都中部広域消防組合議会等議員の辞職について 

    京都中部広域消防組合議会議員選挙 

    国民健康保険南丹病院組合議会議員選挙 

    京都府後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

    京都地方税機構議会議員選挙 

 

（２）議事の流れ 

［議長席：副議長（議長は自席）］ 

 ≪辞職する議員は、除斥対象となり議場外で待機≫ 

 【除斥対象議員：浅田議員、木村議員、三宅議員、木曽議員、西口議員】 

① 京都中部広域消防組合議会等議員の辞職について  

※辞職許可は、各組合議会等議員を一括で簡易表決 

 

≪辞職許可後、除斥していた議員は、入場のうえ着席≫ 

② 京都中部広域消防組合議会議員選挙 

③ 国民健康保険南丹病院組合議会議員選挙 

④ 京都府後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

⑤ 京都地方税機構議会議員選挙 

※各選挙は副議長の指名推選で簡易表決 

 

≪議長席交代 副議長 → 議長≫ 

   ［議長席：議長］ 

(諸報告)委員会委員選任、正副委員長互選結果の報告 

 

 

【裏面につづく】 



議－３ 

４ 組合議会等議員の選挙について 

（１）京都中部広域消防組合議会議員 

【辞職】木村議員、浅田議員、木曽議員 …… 辞職許可 

 【選挙】三上議員、松山議員、齊藤議員、石野議員 …… 指名推選 

（２）国民健康保険南丹病院組合議会議員 

    【辞職】三宅議員、西口議員 …… 辞職許可 

    【選挙】福井議長、大塚議員、平本議員 …… 指名推選 

（３）京都府後期高齢者医療広域連合議会議員 

    【選挙】福井議長 …… 指名推選 

（４）京都地方税機構議会議員 

    【選挙】福井議長 …… 指名推選 

 

５ 審議会委員の選出について【別紙№１】 

 

６ その他 

  (1)会議等の予定 

２月１２日（金）１０:００～ 正副議長議案調整（３月議会） 

１１:００～ 議運事前調整（正副議長、正副委員長出席） 

１５日（月）＜３月議会議案送付日＞ 

  １０:００～ 議会運営委員会 

             １３:００～ 幹事会 

             １４:００～ 会派会議 

終了後  広報広聴会議 

１６日（火）１４:００～ 議員団研修 

２２日（月）１０:００～ 本会議（３月議会） 

 

 (2)本会議再開時刻 



 
 

常任委員・議会運営委員・特別委員等名簿 
 

                                令和３年２月   

常任委員会 人員 所属議員名（議席順） 

総務文教 

常任委員会 
８人 

◎木村  勲 〇浅田 晴彦  三上  泉    

山本由美子  松山  雅行  小松 康之 
齊藤 一義  石野 善司 

環境厚生 

常任委員会 
８人 

◎平本 英久 〇三宅 一宏  長澤  満  

冨谷加都子   大塚 建彦  並河 愛子   
竹田 幸生  西口 純生 

産業建設 

常任委員会 
７人 

◎赤坂マリア 〇奥野 正三  田中   豊   

小川 克己  藤本    弘  木曽 利廣  

菱田 光紀 
 

 人員 所属議員名（議席順） 

議会運営委員会 ７人 

◎木曽 利廣 〇西口 純生  三上  泉  

大塚 建彦  山本由美子  松山  雅行  

菱田 光紀 
 

特別委員会 人員 所属議員名（議席順） 

公共交通対策 

特別委員会 
７人 

◎三宅 一宏 〇奥野  正三  田中  豊  

山本由美子  赤坂マリア  齊藤 一義 
石野 善司 

桂川・支川対策 

特別委員会 
７人 

◎西口 純生 〇木村  勲  大塚 建彦  

並河 愛子  藤本   弘  竹田 幸生    

菱田 光紀 

京都スタジアム検討 

特別委員会 
１２人 

◎木曽 利廣 〇大塚 建彦  長澤  満  

三上  泉  冨谷加都子  浅田 晴彦    

平本 英久  赤坂マリア  松山  雅行  

小川 克己  奥野  正三  小松 康之  

 

協議等の場 人員 所属議員名（議席順） 

広報広聴会議 ９人 

◎平本 英久 〇三上  泉 〇赤坂マリア 

冨谷加都子  浅田 晴彦  木村  勲      

三宅 一宏  松山  雅行  奥野  正三    

 

◎委員長 ○副委員長   



別紙１

役　　　　　職　　　　　名
総 環 産

 京都中部広域消防組合議会議員  議長  4 福井 三上 松山 齊藤 石野

 国民健康保険南丹病院組合議会議員  議長  2 福井 大塚 平本

 亀岡市及び南丹市財産区組合議会議員 奥野

 京都府後期高齢者医療広域連合議会議員  議長 福井

 京都地方税機構議会議員  議長 福井

 亀岡市防災会議委員  議長 ① ① ① 福井 木村 平本 赤坂

 亀岡市交通安全対策協議会委員  議長 福井

 亀岡市都市計画審議会委員  5 小川 田中 赤坂 藤本 菱田

 亀岡市人権啓発推進協議会幹事  議長 ① 福井 木村

 京都丹波基幹交通整備協議会委員
 議長
 副議長

全員

 国道４７７号整備促進期成同盟会会員及
び国道４７７号改修促進期成同盟会会員

 議長 福井

 ［マイタウンかめおか・街づくり市民の会］ 福井 小川 西口 松山 田中 山本

 ○印　委員長あて職

 議長、副議長、
各会派１名

 東本梅町又は最寄りの出身
議員

亀岡市議会審議会等選出表（R３．２．８）

委員
 　選　　出　　区　　分　(人)

福井　小川　赤坂　奥野　田中　藤本　木曽　菱田



別紙１

役　　　　　職　　　　　名
総 環 産

 京都中部広域消防組合議会議員  議長  4 福井 三上 松山 齊藤 石野

 国民健康保険南丹病院組合議会議員  議長  2 福井 大塚 平本

 亀岡市及び南丹市財産区組合議会議員 奥野

 京都府後期高齢者医療広域連合議会議員  議長 福井

 京都地方税機構議会議員  議長 福井

 亀岡市防災会議委員  議長 ① ① ① 福井 木村 平本 赤坂

 亀岡市交通安全対策協議会委員  議長 福井

 亀岡市都市計画審議会委員  5 小川 田中 赤坂 藤本 菱田

 亀岡市人権啓発推進協議会幹事  議長 ① 福井 木村

 京都丹波基幹交通整備協議会委員
 議長
 副議長

全員

 国道４７７号整備促進期成同盟会会員及
び国道４７７号改修促進期成同盟会会員

 議長 福井

 ［マイタウンかめおか・街づくり市民の会］ 福井 小川 西口 松山 田中 山本

 ○印　委員長あて職

 議長、副議長、
各会派１名

 東本梅町又は最寄りの出身
議員

亀岡市議会審議会等選出表（R３．２．８）

委員
 　選　　出　　区　　分　(人)

福井　小川　赤坂　奥野　田中　藤本　木曽　菱田


