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１．委員長の互選について

弘田局長

土森議長

弘田局長

中内年長委員

まず議長から御挨拶がある。

皆さん大変お忙しいところお集まりいただいた。初めての委員会であるので、私の

ほうから招集させていただいた。

御承知のように、高知県は尾﨑県政のもとで経済浮揚など、随分と全ての指標がよ

くなってきた。このような時期であるので、議会の役割も非常に重要な時期になって

きたと思っている。ちょうど第３期産業振興計画が折り返し地点になっており、そう

いうことも含めて議事運営がうまくいくようにと、そういう立場の議会運営委員会で

ある。

どうか議事運営について正副議長を助けていただき、うまく議会運営ができるよ

う、御協力を賜る次第である。まだ、議長も副議長も就任したばかりであるので、ど

うかひとつよろしくお願いしたい。

本日は初めての委員会であるので、委員長が互選されるまでの間、委員会条例第７

条第２項の規定に基づき、その職務を年長の中内桂郎委員にお願いする。

それでは、年長である故をもって、私が暫時の間、議事をさせていただく。よろし

くお願いする。

ただいまから、議会運営委員会を開く。

お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願う。

中内年長委員

中内年長委員

中内年長委員

加藤委員

中内年長委員

中内年長委員

直ちに委員長の互選を行う。

互選の方法はいかがしようか。

（「指名」との発言あり）

「指名にせよ」という発言があるので、委員長の互選の方法は指名推選によること

としたいが、これに御異議ないか。

（異議なし）

御異議ないものと認める。

よって、さよう決する。

どなたか推薦があれば、お願いする。

梶原委員をお願いする。

梶原大介君に委員長をということだが、これに御異議ないか。

（異議なし）

御異議ないものと認める。

よって、ただいま指名された梶原大介君が委員長に当選された。

ただいま委員長に当選された梶原大介君に、本席から告知をする。
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２．副委員長の互選について

３．委員席の指定について

梶原委員長

中内年長委員

ここで、委員長の就任の御挨拶がある。

皆様の御推挙により委員長となった梶原大介である。当委員会においては本会議の

運営はもとより、議会改革そして議会の権能強化や県議会としての大規模災害への備

え、また広報周知など多岐にわたるものであり、その職責の重さを考えれば大変身の

引き締まる思いがする。議会改革を初めとする当委員会の取り組みが県政発展につな

がるようにできる限りの努力をしてまいる所存である。先輩の各委員の皆様、執行部

の皆様、報道関係の皆様を初め、議会事務局、関係各位の多くの皆様の御協力と御指

導を何とぞよろしくお願いし、就任の挨拶とさせていただく。どうかよろしくお願い

する。

以上で、私の役目である委員長の互選は終わった。御協力ありがとうございまし

た。

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

黒岩副委員長

これより、副委員長の互選を行う。

互選の方法はいかがしようか。

（「指名」との発言あり）

「指名にせよ」という発言があるので互選の方法は、指名推選によることとする。

お諮りする。指名の方法については、委員長である私が指名することにしたいが、

御異議ないか。

（異議なし）

御異議ないものと認める。よって、私が指名することとする。

副委員長に黒岩正好君を指名する。

お諮りする。ただいま指名した黒岩正好君を副委員長の当選人と定めることに御異

議ないか。

（異議なし）

御異議ないものと認める。

よって、ただいま指名した黒岩正好君が副委員長に当選された。

ただいま副委員長に当選された黒岩正好君に、本席から告知をする。

ここで、副委員長の就任の御挨拶がある。

ただいま指名により副委員長になった黒岩正好である。梶原委員長のもと、しっか

りと公正な議事運営を図っていくので御協力をよろしくお願いする。

梶原委員長 次に、委員席を決定したいと思う。

ただいま御着席されている席を順に前に詰めていただき、そのお詰めいただいた席

を委員席に指定したいが、御異議ないか。
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４．届出会派の異動について

（１）議席および議席番号

（２）常任委員会の構成

梶原委員長

（異議なし）

それでは、さよう決する。

（事務局、名札を置く）

梶原委員長

横田議事課長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

次に、届け出会派の異動についてである。

まほろばの会が、３月31日付で解散し、金岡佳時議員が４月１日付で自由民主党に

加入する旨の届け出があっているので、これらのことに伴う事務手続等について御協

議願う。

初めに、１ページの資料１、議席及び議席番号についてである。

届け出会派の異動に伴い、現在の議席を変更する必要がある。議席の変更を行う

場合は、本会議で決定することとなるので、あらかじめ変更案を御協議願う。

このことについて、変更案をお手元に示しているので、事務局から説明させる。

それでは、１ページの資料１、議席の一部変更案と書かれた資料をごらん願う。

上が現行の配席、下が変更案である。

まず、議席であるが、太枠で囲まれている席が移動の必要な方である。

議席は各議員が会派別に固まって位置するように決定するとの先例に従い、自民

党会派に加入する金岡議員は、１列目の右端から１列目の左端へ移動していただき、

下村議員から橋本議員まで順に右隣の席へ移動していただくものである。

次に、議席番号であるが、金岡議員を１番とし、現在１番の下村議員から32番の

中内議員まで順に繰り下げるものである。

なお、変更案で氏名の入っていない34番から37番については議席、議席番号とも

に変更はない。

説明は以上である。

それでは、御意見はないか。

（な し）

それでは、議席及び議席番号については、案のとおりとすることでいかがか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

なお、議席の変更については、６月定例会開会日の本会議で諮ることとし、議事

手続については、６月定例会の招集告示後の議運で改めてお諮りすることとする。

梶原委員長 次に、２ページの資料２、常任委員会の構成についてである。

平成30年度の常任委員会の構成は、資料２のとおりとなっているが、常任委員会に
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（３）議会運営委員会の構成

（４）議員控室及び応接室

５．本会議の運営等に関する申し合わせ事項について

（１）本会議での会派別・会期別発言者数等

梶原委員長

ついては先例では、所属会派を変更しても、当該議員の所属委員会は変更しないとい

うことである。

このため、先例のとおり現行どおりとすることでいかがか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

梶原委員長 次に、３ページの資料３、議会運営委員会の構成についてである。

会派構成に変更が生じたが、議会運営委員会の構成については各会派への配分数に

影響がないので、現行どおりということで御了承願う。

（了 承）

梶原委員長

梅森総務課長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

次に、４ページの資料４、議員控室及び応接室についてである。

このことについて、事務局から説明をさせる。

それでは、資料４をごらん願う。

各会派の控室の面積と議員１人当たりの面積を記載している。まほろばの会の金

岡議員が自由民主党に加入されたことにより、議員１人当たりの面積は自民党が19.

29平方メートルから18.42平方メートルとなり、各会派15.29平方メートルから19.1

7平方メートルと多少のばらつきはあるが、ほぼ均衡のとれた面積となる。

なお、旧まほろばの会の議員控室については、104応接室としてはどうかと考えて

いる。

説明は以上である。

それでは、御意見はないか。

（な し）

それでは、このことについては、旧まほろばの会の控室は104応接室とすることで

御異議ないか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

梶原委員長 次に、本会議の運営等に関する申し合わせ事項についてである。

まず、本会議での会派別・会期別発言者数等についてである。

このことについては、４月１日付の会派異動があったため、見直しを行う必要があ

る。初めに、６ページの資料５、一括質問の会派別・会期別発言者数について、たた
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（２）その他

横田議事課長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

横田議事課長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

き台としての案を事務局から説明させる。

それでは、資料５をごらん願う。

先ほど、委員長から説明があったように、本年４月１日付の会派異動により、自由

民主党の年間発言者数が１人ふえて20人となっている。

これを踏まえた、たたき台としての案が上段の表で、網かけをした部分が変更箇所

である。まほろばの会に割り当てられている２月定例会の発言者数を自民党の２月定

例会の発言者数に加えるものであり、右の計の欄のとおり定例会ごとの発言者総数に

変更はない。

説明は以上である。

それでは、御意見はないか。

（な し）

それでは、一括質問の会派別・会期別発言者数については、案のとおりとすること

で御異議ないか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

次に、７ページの資料６、一問一答の会派別・会期別発言時間について、たたき台

としての案を事務局から説明させる。

それでは、資料６をごらん願う。

一問一答による発言時間の割り当てについては、基本的に会派所属議員数に応じて

割り当てることとなっている。

２月定例会と９月定例会で、それぞれの会派の枠に小数点で表示している数字がそ

の案分値である。これを５分単位で丸めたものが、下段の太字で表示している数字で

ある。２月と９月ともに、自民355分、県民130分、共産65分、公明50分の計600分と

なる。

説明は以上である。

それでは、御意見はないか。

（な し）

それでは、一問一答の会派別・会期別発言時間については、案のとおりとすること

で御異議ないか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。
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６．議員派遣について

（１）派遣人数

梶原委員長 次に、８ページの資料７、本会議の運営等に関する申し合わせ事項のうち、先ほど

御協議いただいた事項以外で検討を要する事項があれば、次回以降の議運で協議する

こととするので、事務局まで申し出を願う。

（了 承）

梶原委員長

梅森総務課長

梶原委員長

梶原委員長

梶原委員長

次に、議員派遣についてである。

18ページの資料８、ブラジル日本移民110周年記念関連事業についてである。

このことについて、事務局から説明をさせる。

資料８をごらん願う。

ブラジル日本移民110周年記念行事への参加を主たる事業とするブラジルへの高知

県訪問団の派遣事業について、７月19日から29日までの10泊11日の日程で行われる。

今回の訪問は、７月21日にブラジル日本人移住110周年を記念しての行事及びブラジ

ル高知県人会創立65周年記念行事に出席するとともに、移住地の視察、会員との懇談

、交流をすることにより、本県と国外に形成された日系人社会との関係を強化するこ

とを目的としている。

訪問団は、議長のほか議員２名分の予算措置をしているので、本日の議運で派遣の

対象とするかどうかの決定をお願いしたい。御決定いただいた場合には、参加を希望

される方は、４月17日火曜日午後５時までに21ページの申込書を事務局へ提出される

よう、会派の所属議員にお伝え願う。

今回、手続を急ぐ理由は、参加される方には黄熱病の予防接種を事前に受けていた

だく必要があるが、予防接種の実施日が高知県では毎月１回しかなく、１回当たり５

人に限られているということで、派遣者を早期に決定し必要な予防接種を受けておい

ていただく必要があるためである。

説明は以上である。

それでは、この件については本日派遣の対象とするかどうかを決定したいので、御

協議願う。

（「派遣で」との発言あり）

それでは、この件につきましては派遣の対象とすることで御異議ないか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

梶原委員長 次に、派遣する人数についてであるが、先ほどの説明では議長のほか議員２名分の

予算措置がされているとのことであるので、２名を限度とすることで、いかがか。

（異議なし）
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（２）派遣の申し込み・決定

７.その他

（１）事務局の組織

（２）夏季の服装

（３）高校生フォトコンテスト

梶原委員長 それでは、さよう決する。

梶原委員長

梶原委員長

次に、派遣者の申し込み、決定についてである。

派遣希望者は、４月17日火曜日午後５時までに事務局まで届け出を願う。

希望者が２名を超える場合は、その調整を正副委員長に一任願うということで、い

かがか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

なお、派遣対象者の決定については、業務概要委員会の最終日４月19日木曜日委

員会開催前の９時30分から議会運営委員会を開催し、お諮りすることとしたいので

御了承願う。

（了 承）

梶原委員長

梶原委員長

次に、その他である。

まず、22ページの資料９、事務局の組織についてである。

４月１日付で、事務局の人事異動があったので、幹部職員及び議運等の担当職員の

紹介をさせる。

（事務局職員、自己紹介）

よろしくお願いする。

梶原委員長

梶原委員長

次に、夏季の服装についてである。

このことについて、クール・ビズの開始時期は、執行部の開始時期にあわせること

とし、なお議運で再確認するとされている。

執行部においては、23ページ資料10のとおり、５月１日から10月31日までの間、軽

装での執務を予定している。

高知県議会においても、同時期における議会活動については、執行部と議会事務局

職員を含め、開襟シャツ、ノーネクタイ、ポロシャツでも基本的には自由ということ

でいかがか。

（異議なし）

それでは、さよう決する。

梶原委員長 次に、24ページの資料11、高校生フォトコンテストについてである。
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（４）議会棟別館の外壁等の改修工事

横田議事課長

梶原委員長

梶原委員長

このことについて、事務局に説明をさせる。

それでは、資料11をごらん願う。

第３回高知県議会高校生フォトコンテストの概要について説明する。

県内の高校生等に、高知のよさを再発見してもらうとともに、議会や政治への関

心を深めてもらうことを目的に始まった高校生フォトコンテストは、今年度で第３

回を数えることとなった。写真のテーマや応募方法、審査方法などの各項目は、昨

年度から変更はない。

昨年度は、12の高校の54名の生徒さんから83作品の応募をいただき、そのうち５

校が新規に応募いただいた高校であった。少しずつではあるが、このフォトコンテ

ストが高校生に周知され、議会や政治を身近に感じていただくという目的を果たし

ているものと考える。25ページに、過去２回の議長賞と副議長賞の作品を載せてい

るが、議会だよりへの掲載やマスコミ報道などを通じ、開かれた議会の取り組みに

も一定貢献することができたのではないかと考えている。

今月下旬から各高等学校等への広報を開始し、さらに多くの高校生の皆様から御

応募いただけるよう取り組みたいと考えている。

委員の皆様には、９月に予定している第２次審査の際、審査員の役割を担ってい

ただくので、御協力をよろしくお願いする。

説明は以上である。

何か質問、御意見はないか。

（な し）

それでは、事務局報告のとおりで、御了承願う。

（了 承）

梶原委員長

梅森総務課長

次に、議会棟別館の外壁等の改修工事についてである。

このことについて、事務局に説明をさせる。

議会棟の別館については、昭和46年度に竣工し、既に46年を経過している。平成22

年度に本館の耐震改修工事を施工した際には、別館は耐震性が高かったため、特に改

修工事を行っていなかったが、経年劣化により数年前からベランダの手摺りや１階の

天井部にひび割れなどがみられるようになった。

今回、別館に足場を組んで高圧洗浄を行い外壁全体を調査のうえ、外壁の浮きやク

ラック等の補修を行う予定である。工事作業が始まった場合は、議会棟の東側及び別

館の１階の駐車場の使用制限、騒音など工事に伴う支障が生じるが、工事で使えなく

なる議員駐車場分の代替駐車場を確保することなど、できるだけ執務に支障が出ない

よう配慮して工事を行うよう管財課に要請している。

３月27日に入札を行い、３月30日に契約を締結し、施工業者と工期、工法等を打ち

合わせしているところであるが、今後議員駐車場の使用制限の場所と期間及び代替駐

車場の場所など具体的な工事の作業計画が決まったら、報告をさせていただく。

説明は以上である。
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（５）その他

梶原委員長

梶原委員長

何か質問、御意見はないか。

（な し）

それでは、事務局報告のとおりで、御了承願う。

（了 承）

梶原委員長

浜田(英)委員

土森議長

弘田局長

梶原委員長

最後に、その他で何かないか。

各委員会室には絵画がかかっている。もしほかに交換する絵がなければ別である

が、皆様のお目に触れるように登場を待っている絵画があるようであれば、この十年、

二十年くらいで１回変えたような記憶があるが、少し変えてあげるとまた雰囲気も違

うのではないかと思う。ほかに交換の余地がなければ今のままになるだろうが、フォ

トコンテストの写真を飾ってもいいのではないか。ほかに飾れるようなものがあるな

らば、検討をいただきたいと思う。

委員会室の部屋に絵画を飾ることについて、以前、提案させていただき、確か県展

の入選作品を持ってきて飾ってくれている。恐らく交換しようとしたら、交換できる

と思う。ずっと同じものがある気がする。ぜひ事務局で検討していただきたい。相当

あると思う。飾ってほしいという人もいると思う。

執行部と相談し検討する。また議運の場で、報告させていただく。

状況について４月19日の議運で説明できる分は説明していただくようお願いす

る。

以上で、本日の議会運営委員会を終わる。

なお、次回の議運は委員会最終日の４月19日木曜日の9時30分から開催する。


