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南信州広域連合議会 議会運営委員会 

日 時  平成２９年５月１１日（木）   午前１０時００分～午前１０時２５分 

場 所  長野県合同庁舎 ５階５０１号 

出席者  清水議員、川上議員、本島議員、松村議員、永井議員、新井議員、森谷議員、

下平議員、板倉議員 

事務局  髙田事務局長、塚平事務局次長、加藤書記長 

 

１．開 会 

２．副委員長あいさつ 

３．協議事項 

Ｎｏ 項    目   名 資料 頁 

１ 

平成２９年南信州広域連合議会第１回臨時会について 

ア 日程及び概要について 

イ 議案について 

…資料による説明（塚平事務局次長） 

1 5 

２ 

全員協議会について 

協議事項について 

…資料による説明（塚平事務局次長） 

2 8 

４．その他 

５．今後の日程 

  ５月１９日（金） 広域連合議会新人議員等研修会（消防本部３階大会議室） 

  ５月２６日（金） 南信州広域連合議会 第１回臨時会等 

  ８月１０日（金） 議会運営委員会 

  ８月１８日（金）～８月２２日（火） 各検討委員会 

  ８月３１日（木） 南信州広域連合議会 全員協議会 

６．閉 会 
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１．開 会                             午前１０時００分 

（髙田事務局長） 皆様、おはようございます。 

定刻にはまだ少し早いわけでありますけれど、予定をされた皆様ご出席でございます

ので始めさせていただきたいと思っておりますが、はじめに事務局のほうからこれまで

の手続き等について少しご説明をさせていただいて、正式に議会運営委員会をお願いし

たいと思います。 

はじめに、私この４月より南信州広域連合の事務局長を拝命いたしました高田と申し

ます。よろしくお願いいたします、お世話になります。 

それでは私のほうから、この２月に南信州広域連合議会第１回定例会があったわけで

ありますけれど、その後に幾つかの市町村におきまして議会の改選ですとか、それから

申し合わせによる交代等もありまして、議員さんの交代もございましたので、その件も

含めてこれまでの経過ということでご説明させていただきます。 

お手元に案の状況ですが、今現在の名簿を配らさせていただいております。まだ本会

議や全協が経ておりませんが、あくまでも案の状態ということで事務局のほうでつくっ

た名簿でございますので、そういう意味で見ていただきたいと思っておりますが。 

一番上のところに議会運営委員会の欄がございます。網掛けなところはお３人であり

ますけれども、先ほど申しました議会の交代等がありまして、７番の板倉委員、８番の

松村委員が、それから２８番の新井委員さん、２４番の永井委員さんにつきましては、

これは交代ということになりますので今度の臨時議会で初めて委員さんに指名をされる

ということになるわけでありますけれど。 

条例によりまして、議長の指名でもってその本会議が開かれるまでの間に議会運営委

員会の委員として指名をするという規定がございまして、そういうことで今日ご出席い

ただいておるわけでありますが、たまたま飯田市の議会の改選もございましたので議長

も不在という状況でありますので、副議長であります豊丘の下平議長さんのお名前で今

の４方にこの議会運営委員会の委員として指名をさせていただいているという、そうい

う状況で今日ご出席をいただいております。 

ですので、そういうことでご理解をいただいて、これから議会運営委員会をお願いを

したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

また、今まで議会運営委員会の委員長でありました方が、これも飯田市議会の改選に

よりましていま欠員となっておりますので、本日の議会運営委員会は副委員長でありま

す、高森の本島副委員長さんに進行をお願いするということで、これから開会をさせて
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いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（本島副委員長） 皆さん、おはようございます。 

今お話がありましたように、運営委員長の木下さん不在ということでありますので、

本日は私、本島が進行をさせていただきます。よろしくお願いします。 

また後ほど自己紹介の時間もございますので、そこで紹介したいと思います。よろし

くお願いします。 

ただ今から南信州広域連合議会運営委員会を開会いたします。 

飯田市及び天龍村議会議員の任期満了並びに泰阜村の申し合わせ任期満了に伴いまし

て、現在、委員長を含め４名が欠員となっております。 

本日は飯田市選出の委員２名及び南部ブロック選出の議員２名が副議長により指名さ

れた仮の議会運営委員となっておりますので、この場におきましては委員長選出は行わ

ず、議会本会議において正式に指名された後に委員長の選出を行いたいと思います。 

よって、議会運営委員長が選任されるまでの間、南信州広域連合議会委員会条例第１

０条第１項の規程により、副委員長が委員長の職務を行いますのでよろしくお願いしま

す。 

現在の出席議員は７名であります。１２番・高坂和男委員が欠席の旨の届け出があり

ましたのでご報告をいたします。 

それでは、今回代わられた委員さんがおられますので、皆さんの自己紹介をお願いい

たします。 

それでは最初に私のほうからお願いしたいと思いますけれども、高森町議会の議長を

しております本島 昭と申します。引き続いて任期の間、この席をしてまいりたいとこ

ういうふうに思っております。よろしくお願いします。 

（松村委員） 売木村の議会の議長を務めております松村尚重と申します。よろしくお願いい

たします。 

（永井委員） 飯田市議会の永井と申します。４月に選挙がございまして信任を受けたところ

でございます。また原点に立ち返りまして一所懸命させていただきます。よろしくお願

いします。 

（新井委員） 皆様方こんにちは、飯田市議会の新井信一郎でございます。永井さんとは同じ

１７年組の同期ということで何か運命を感じます。そして、またご一緒できることを非

常にうれしく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

（板倉委員） ４月の選挙におきまして、また議員として活動することになり、また５月１日
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の臨時議会で議長に就任することになりましたので、また２年間よろしくお願いします。 

（川上委員） 平谷村議会議長の川上と申します。また今後とも皆さんとともに頑張っていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

（森谷委員） おはようございます。松川町議会の森谷岩夫と申します。また引き続いてお願

いしたいと思います。 

（下平委員） 豊丘村で議長をさせて、広域連合の関係で副議長を仰せつかっておる下平です。

どうぞよろしくお願いします。 

（髙田事務局長） それでは事務局側でございますが、私先ほど申し上げましたが事務局長を

仰せつかりました高田と申します。 

私、平成２３年度、２４年度、２年間、飯田市から派遣という形で広域連合でお世話

になっておりました。で、その後、飯田市に戻りましたが退職をして、このたび広域連

合の職員ということで改めてお世話になります。 

その間に随分と広域連合の業務の課題も増えてまいりましたので、またしっかりとや

ってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

（塚平事務局次長） お疲れ様でございます。南信州広域連合事務局次長を仰せつかっており

ます塚平といいます。また引き続きお世話になりますけれどもご指導のほどよろしくお

願いいたします。 

（加藤書記長） おはようございます。この４月より南信州広域連合事務局の庶務係長を拝命

しました加藤と申します。広域連合議会におきましては、書記長という立場でまたお世

話になりますのでよろしくお願いいたします。 

（本島副委員長） はい、ありがとうございました。 

それでは会議次第により進めてまいりたいと思います。 

 

２．副委員長あいさつ 

（本島副委員長） ２番、副委員長あいさつでございますけれども、先ほどいたしましたので

省きたいと思いますけれども、何しろ私も未熟でありますので、どうか皆様方のご協力

をいただいて、広域連合としましても非常にこれから５年１０年大事な問題を抱えてお

りますので、皆様方の絶大な協力をお願いしまして進めてまいりたいとかように思って

おります。よろしくお願いします。 
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３．協議事項 

（本島副委員長） それでは、３の協議事項へ入りたいと思います。 

 

（１）平成２９年南信州広域連合議会第１回臨時会について 

（本島副委員長） （１）平成２９年南信州広域連合議会第１回臨時会についてを議題といた

します。 

事務局の説明を求めます。 

塚平事務局次長。 

（塚平事務局次長） それでは、私のほうから（１）番の平成２９年南信州広域連合議会第１

回臨時会について、ご説明申し上げます。 

アとイと２点ございます、続けて説明をさせていただきますのでよろしくお願いをい

たします。 

資料ナンバーの１をご覧をいただきたいと思います。 

最初にアの日程及び概要について説明申し上げます。資料ナンバー１－１をご覧くだ

さい。平成２９年南信州広域連合議会第１回臨時会の概要でございます。 

当日の付議事例でございますけれども、報告案件１件と予算案件１件を予定をしてお

ります。 

本日、議会運営委員会によりましてこの内容についてご決定をいただき、この後、告

示をさせていただく予定としております。 

次回、臨時会の日程でございますけれども、５月２６日金曜日、午前１０時から広域

消防本部を会場といたしまして開会をさせていただきたいと考えております。 

また、今回は臨時会ということでございますので一般質問の取り扱いはなしというこ

とにさせていただいております。 

また、臨時会終了後、全員協議会を開催をさせていただき、全部の終了予定を１３時

３０分としたいと考えております。 

それから、当日は午前９時３０分から町村議会の議長会が予定をされております。関

係する議長様方はそちらにもご出席をお願いしたいということになっております。 

先ほど来お話がございましたとおり、飯田市議会議員の任期満了に伴いまして、現在

議長が不在となっております。そのため年長の議員さんに臨時議長をお務めいただき日

程を消化をさせていただきたいと思っております。 

日程１番の会議成立宣言から、日程２、議員辞職許可報告、それぞれ町村から出てお
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ります。 

また、日程の３におきまして仮議席の指定ということで、新たに広域連合議会の議員

さんとしてお出でいただきます１８人の方の仮議席を指定をさせていただきます。 

そこで議長選挙を日程４にて行いたいと思っております。 

日程の５につきまして、改めて議席の指定をさせていただいた後、日程６で議会運営

委員の選任を行わさせていただきます。括弧書きにしておりますけれども選任をいただ

いた後、休憩を挟みまして書記長から報告をさせていただくということにさせていただ

いております。この中では委員長の選出等も行うこととしております。 

続きまして、会期の決定を日程の７において行います。２６日１日間で行うというこ

とで想定をしております。 

また、日程の８で議案説明者の出席要請報告をさせていただきますけれども、おめく

りをいただいて資料１－４に出席要請者の一覧を本日お付けしてございます、ご確認を

いただきたいと思います。 

日程の９につきましては、会議録署名議員の指名ということでございまして、仮の議

席番号６番の丸本清議員と仮の議席番号７番の板倉幸正議員を指名をさせていただくこ

ととしております。 

日程の１０で広域連合長あいさつをいただき、日程１１報告案件、日程の１２議案審

議という流れで考えておるところでございます。 

以上が日程でございまして、おめくりをいただいた１－２につきましては、日程表で

ございますので告示をする内容となってございます。 

それでは続きまして、資料ナンバー１－３によります議案の概要について報告をいた

します。本日のお手元には、第１回臨時会の議案をお渡しをしてございますが、今日の

ところはこの概要のほうで説明をさせていただきますのでご承知置きをいただきたいと

思います。 

先ほど申し上げましたように臨時会におきましては、報告案件１件、議案１件という

ことで予定をしてございますけれども、まず報告案件でございますが、これは平成２８

年度一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてということでございまして、３件の

繰越明許事業につきまして額が固まったということから繰越計算書の報告をさせていた

だくものでございます。 

１件目、固定資産台帳の整備事業でございまして、新規地方公会計のため広域連合が

所有する固定資産の台帳整備の委託業務でございます。６４万８千円という全額繰越を
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しておるところでございます。 

２点目、産業振興の拠点整備事業に係る事務委託でございまして、既にご承知のこと

かと思いますけれども、旧飯田工業高校跡地におきます第２期工事分の８億円につきま

して未契約繰越をしたところでございます。 

第３件目でございますけれども、稲葉クリーンセンターの整備事業でございまして、

整備工事費ほかでございます。３０億６，７８４万５千円の一部繰越をさせていただい

ておるところでございます。 

以上３件につきまして、繰越計算書の報告をさせていただくこととしております。 

続きまして議案第１２号、平成２９年度南信州広域連合一般会計補正予算（第１号）

案についてでございます。予算案件でございます。 

補正につきましては、総額で２，２２０万円を歳入歳出それぞれに加えたいとするも

のでございまして、趣旨及び理由でございますけれども、広域連合で取り組んでおりま

す人材育成の振興事業への寄附金の申し出がございました。 

その活用方法といたしまして、当地域の産業振興に寄与する人材を育成するための旧

飯田工業高校跡地にこの４月に開講をいたしました信州大学航空機システム共同研究講

座のコンソーシアムに補助金としてその全額を支出をしたいということで、寄付者の意

向にも沿うため行いたいとするものでございます。 

内容でございますけれども、寄付者につきましては多摩川精機様、飯田信用金庫様、

長野銀行様、県信様ということで２，２２０万円を人材育成振興寄附金ということで計

上をさせていただき、同額の歳出でございますけれども、信州大学航空機システム共同

研究講座コンソーシアムへの補助金ということで支出をしたいと考えております。 

歳出予算の財源は、この寄附金を全部特定財源ということで充てさせていただきたい

ということで考えているところでございます。 

以上が当日予定をしております付議事例でございますので、ご確認をいただきたいと

思います。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（本島副委員長） ただ今の説明に対しまして、ご発言はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

（本島副委員長） はい、ないようでありますので、説明のとおり決定することにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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（本島副委員長） ご異議なしと認めます。 

よって、平成２９年南信州広域連合議会第１回臨時会については説明のとおり決定い

たしました。 

 

（２）全員協議会について 

（本島副委員長） 次に全員協議会についてを議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

塚平事務局次長。 

（塚平事務局次長） はい。それでは引き続き、臨時会終了後に開催を予定しております全員

協議会の内容につきまして、概要のみご説明申し上げます。 

資料ナンバーの２をご覧をいただきたいと思います。 

議会終了後ということでございますので、引き続いて開催をさせていただきますが、

当日はそれぞれまず各検討委員会の委員の指名についてということで、本日、仮の案と

いうことでございますけれども名簿をお配りしております、総務・文教・消防検討委員

会、環境・福祉・医療検討委員会、建設・産業・経済検討委員会、それぞれの委員さん

についてご指名を申し上げ、それぞれに就任をいただくというのがまず１番で予定をし

ております。 

その後につきましては、広域連合で現在当面する課題ということで実施をしておりま

す事業について、その概要を申し上げたいとするものでございます。 

まず、（２）番におきまして、リニア中央新幹線についてでございまして、これまでの

間、進捗をしておりますリニア中央新幹線の工事関係、さらには飯田市が行っておりま

す駅周辺整備基本計画の関係といったようなものをご説明申し上げるところでございま

す。 

続きまして、「産業振興と人材育成の拠点」整備につきましては、現在、第２期工事が

始まっておりますけれども、その内容、さらには今後予定するもの、さらにはコンソー

シアムで運営をしている共同研究講座の内容等につきましてもご報告を申し上げる予定

としております。 

（４）では、看護師等確保対策修学資金についてでございますけれども、今年度スタ

ートをいたしました看護師の人材確保のための奨学金制度、既に応募を受け付けており

ます。その内容についてご報告を申し上げたいと思っております。 

５番目でございますけれども、環境センターから説明を申し上げ、現在整備が進んで
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おります稲葉クリーンセンター、順調に工事が進んでおりまして、８月に火入れ式、１

２月に本稼働という予定でございますが、その内容についてご説明を申し上げたいと思

っております。 

続いて６番で、飯田広域消防の関係は、現在行っております広域消防での活動につき

ましてご報告を申し上げたいものでございます。 

７番の広域連合議会新人議員等研修会についてでございますが、この５月の１９日に

開催をする予定となっております新人議員等研修会について、その内容等について報告

をさせていただく予定としております。各議会事務局を通して新しい議員の皆様にご案

内を差し上げているところでございます。 

また、８番といたしまして、南信州地域戦略会議、これは来週５月１５日に県主催で

行われるものでございますが、その内容についてご報告を申し上げることとしておりま

す。 

また、９番では県議会の現地調査がそれぞれ今年度も開催をされるということから、

その概要についてご説明を申し上げます。 

その他の項目におきまして、その他生じました内容について報告をするという予定と

しております。 

現在、考えております全員協議会の次第は以上でございますが、今後の動きの中で当

日追加となるような状況もございます。またその際にはご報告を申し上げたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

（本島副委員長） ただ今の説明に対し、ご発言はありませんか。 

（発言する者なし） 

（本島副委員長） なければ説明のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

（本島副委員長） ご異議なしと認めます。 

よって、全員協議会については説明のとおり確認したことといたします。 

 

４．その他 

（本島副委員長） 次に、４のその他を議題といたします。 

その他、何かございますか。 

はい、事務局。 
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（髙田事務局長） １件だけお願いをしたいと思います。 

まず臨時議会等の日程等ご決定いただきましてありがとうございました。私のほうか

ら提案をさせていただきたいのは、クールビズ対応についてでございます。 

各市町村クールビズの対応が入っておるところでありますけれども、５月２６日の臨

時議会の通知をこれから発送させていただきますが、各議員、それから各この執行機関

側の出席者についてはクールビズ対応をすると、させていただくということで通知の中

に記入することでクールビズの開始ということでご了解いただければありがたいという

ことで、その決定いただければということでご提案をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

（本島副委員長） ただ今の説明に対しまして、ご発言はございませんか。 

（発言する者なし） 

（本島副委員長） よろしいですか。 

（賛意を表す者あり） 

（本島副委員長） それではただ今の説明に対しましては、説明のとおり確認したことといた

します。 

 

５．今後の日程について 

（本島副委員長） 次に５今後の日程につきまして、事務局の説明を求めます。 

塚平事務局次長。 

（塚平事務局次長） それでは、次第の５番をご覧をいただきたいと思います。今後の日程で

ございます。議会に関係するものについて記載をさせていただきますので説明をさせて

いただきます。 

１点、お詫びを申し上げます。８月１０日、議会運営委員会、次回の議会運営委員会

が記載をされておりますが、金曜日となっておりますが木曜日でございました。誠に申

しわけございません。ご訂正をお願いいたします。 

５月１９日金曜日、先ほど申し上げました広域連合議会新人議員等研修会ということ

で、この広域連合議会を開催をいたします消防本部の３階を会場にして行いたいと思っ

ております。 

２６日の金曜日に広域連合議会第１回臨時会、それから全員協議会を開催をさせてい

ただきます。 

８月１０日木曜日に議会運営委員会を開催します。 
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また、８月１８日～２２日の間に先ほど申し上げました３つの検討委員会をそれぞれ

これから日程調整をした上で開催をさせていただきます。この間で調整をさせていただ

きたいと考えております。またそれぞれの議員様には日程調整のお願いをすることにな

りますがご承知置きをいただきたいと思います。 

８月３１日に南信州広域連合議会の全員協議会、議案の内容につきましてあれば臨時

会という形にさせていただきますが予定をさせていただいております。 

以上でございます。 

（本島副委員長） ただ今の説明に対しまして、ご発言はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

（本島副委員長） ないようですので、今後の日程につきましては、説明のとおり確認したと

いたします。 

 

６．閉 会 

（本島副委員長） 以上で本日の議題はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、議会運営委員会を閉会といたします。 

大変ご苦労様でありました。 

 

閉  会   午前１０時２５分 

 

（髙田事務局長） 副委員長さん、お世話になりました、ありがとうございました。 

これで正式な議会運営委員会は閉会をさせていただきました。 

で、ちょっとブロック代表者会といいますか、ブロックの代表者の皆さんということ

でお集まりいただいておりますので、何点か私どものほうから確認といいますか、お願

いといいますかをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

座らせていただきます、よろしくお願いいたします。 

今日、名簿を見ていただいておりますが、あくまでも今日の段階では案ということで

ご確認をいただきたいと思っておりますが、議会運営委員会につきましては、これに南

とか西とか書いてありますが、それぞれのブロックから２名ずつを各ブロックでお選び

をいただいて、その選び方は各ブロックにお任せをいたしておりますけれども、今は南

部から７番の板倉委員さんと８番の松村委員さん、これは協議のうえ決めていただいた

というふうに聞いておりますがそういうことかと思っています。 
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西部は１１番、平谷の川上さんと１２番、阿智の高坂委員さん、それから北部が高森

町の本島様、松川町の森谷委員さんということで、飯田市からは２名ということで飯田

市からご選出をいただいておるわけでありますが、このそれぞれのブロックから２名で

８人、で、さらにそこに正副議長が加わって議会運営委員会を裏を見るとブロック代表

者会というような形で、広域連合の進め方ですとか、いろんな各ブロックの状況等も含

めての意見交換というようなことも含めて、このブロック代表者会というのが議会運営

委員会のときに開かれてきたということであります。 

で、この議会運営委員の８人のうちの各ブロックの２名の選出を各ブロックで、どう

いう順番かは各ブロックのお任せでありますけれど、きちんとこれからもそういう形で

選出をいただいて、このブロック代表者会も続けていきたいということで改めてご確認

をお願いしたいということが１点でございます。 

それから、もう１点は、その下に検討委員会の名簿ということがありまして、総務・

文教・消防検討委員会ほか３つの検討委員会に分かれていただいておるわけであります

が、ここのそれぞれの検討委員会の委員長は飯田市、それから各副委員長さんは西部、

南部、北部からお１人ずつというような形で今まで慣例できております。 

で、今回副委員長さんについては、どの副委員長さんも議会で交代がない状況ですの

で、副委員長さんについてはこのまま継続ということでよろしいかということが確認の

１点目であります。 

で、もう１つは、飯田市は１２人の委員さんが出られて、飯田市の議長さん以外はこ

ういう形で、それぞれの飯田市のそれぞれの所属の委員会を参考にさせていただいて振

り分けをさせていただきたいということでございまして、こういう形でお願いができれ

ばと。 

それから、町村で委員さんの交代があったところについては、前議員さんの所属され

ておったところへ当てはめさせていただくということでよろしいかどうか改めてご確認

をいただいて、これを２６日の全員協議会のときにご提案をし、議長から指名をさせて

いただくということでよろしいかどうかを少しご検討いただければありがたいというこ

とでございます。 

まず、副委員長さんは、議会の交代がないのでこのまま継続ということでよろしいか

どうか。 

（賛意を表す者あり） 

（髙田事務局長） それでは、副委員長さんはこの丸の付いた形でまた提案をさせていただき
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ます。 

で、飯田市は、それぞれ所属の委員会を参考にしてこういう形で振り分けをさせてい

ただきたいということでございます。 

で、そういうことでよろしければ全員協議会の終了した後にそれぞれの検討委員会を

開いていただいて、委員長さんを決めていただいて解散ということにさせていただけれ

ばありがたいというふうに思っております。２６日の日にですね。 

そういうことで事務局から提案をさせていただきたいと思っています。 

よろしいでしょうか。 

（賛意を表す者あり） 

（髙田事務局長） ありがとうございます。 

ちょっとくどくて申しわけありませんが、今日お配りした名簿はあくまでもこれは今

日のための案ということでございますので、議長のところも案というふうに書いてあり

ますし、この場限りということで改めて、２６日に改めて名簿を用意いたしますのでそ

ういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

以上であります。ありがとうございました。 

（不明） …（聞き取れず）…。 

（髙田事務局長） まあ、名簿を送っていただいたほうで。 

（不明） いろいろいっぱい書いてあるら。 

（髙田事務局長） いいです、いいです、いいです。皆様方限りということでお願いしたいと

思います。 

（本島副委員長） 以上でよろしいですか。 

（髙田事務局長） はい、結構でございます。 

（本島副委員長） それではすべて終わりましたので、これで終了といたします。 

大変ご苦労様でした。 

 

閉  会   午前１０時３０分 


