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                  〇            

              午後３時３５分開会  

〇委員長  ただいまから議会運営委員会を開きます。  

                              

〇委員長  まず、議長より挨拶がございます。  

〇議長  先ほど議長となりました助川忠弘でございます。何よりもこの議会運営委

員会の決定を尊重し、私も公平かつ円滑な議会運営に取り組んでいきたいと思いま

す。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。  

〇委員長  続いて、副議長より挨拶がございます。  

〇副議長  副議長の円谷でございます。議場でも申し上げましたとおり、精いっぱ

い務めさせていただきます。よろしくお願いします。  

                              

〇委員長  先ほどの議会運営委員会の選任により、当議会運営委員会委員に就任し

た方を御紹介申し上げます。石井昭一さんでございます。  

〇石井  どうぞよろしくお願いします。  

                              

〇委員長  ここで副委員長と交代いたします。  

                              

〇副委員長  委員長、日暮栄治君より委員長の辞職願が提出されております。  

 この際、委員長辞職の件を議題とすることに御異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇副委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

 日暮栄治君に退席を求めます。  

〔退  席〕  

〇副委員長  事務局職員をして、その辞職願を朗読いたさせます。  

〔朗  読〕  

〇副委員長  お諮りいたします。日暮栄治君の委員長辞職を許可することに御異議

ありませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇副委員長  御異議なしと認めます。よって、日暮栄治君の委員長辞職を許可する

ことに決しました。  

 日暮栄治君の除斥を解きます。  

〔入  場〕  

〇副委員長  この際委員長を辞職されました日暮栄治君に挨拶を許します。  

〇日暮  昨年６月から今日まで議会運営委員会の委員長を務めさせていただきまし

た。皆様方の協力を得られましてスムーズな議会運営ができましたことに感謝を申

します。ありがとうございました。  

─────────────────────────────────── 
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〇副委員長  ただいま委員長が欠員となりました。  

 これより委員長の互選を行います。  

 お諮りいたします。互選の方法は、指名推選、投票のいずれの方法により行いま

すか。  

             〔「投票」と呼ぶ者あり〕  

〇副委員長  それでは、投票により委員長の互選を行います。  

 ただいまの出席委員数は 15名であります。  

 投票用紙を配付いたさせます。  

             〔配付〕  

〇副委員長  投票用紙の配付漏れはありませんか。  

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇副委員長  投票箱を改めさせます。  

             〔点検〕  

〇副委員長  異状なしと認めます。  

 念のため申し上げます。  

 投票は、単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投

票願います。  

             〔投票〕  

〇副委員長  投票漏れはありませんか。  

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇副委員長  投票漏れなしと認めます。  

 投票を終了いたします。  

 立会人は先例により２名とし、私から指名いたします。  

 立会人に田中晋君、松本寬道君を指名いたします。よって、両君の立会いを願い

ます。  

             〔開票〕  

〇副委員長  投票の結果を報告いたします。  

 投票総数 15票、これは先ほどの出席委員数に符合いたしております。  

 そのうち有効投票  12票  

     無効投票  ３票  

 有効投票中  

  日暮栄治君    11票  

  山田一一君    １票  

 以上のとおりであります。  

 よって、最多数を得ました日暮栄治君が委員長に当選されました。  

 ただいま委員長に 当選されました日暮 栄治君に就任の御挨 拶をお願いいたしま

す。  

〇日暮  ただいま多くの皆様から委員長として推挙いただきました。ありがとうご



- 3 - 

 

ざいました。今後１年間、皆様方の協力を得ながら議会運営を進めてまいりたいと

思います。よろしくお願い申し上げます。  

〇副委員長  ここで委員長と交代いたします。  

                               

〇委員長  副委員長、塚本竜太郎君より副委員長の辞職願が提出されております。  

 この際、副委員長辞職の件を議題とすることに御異議ございませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

 塚本竜太郎君に退席を求めます。  

〔退  席〕  

〇副委員長  事務局職員をして、その辞職願を朗読いたさせます。  

〔朗  読〕  

〇委員長  お諮りいたします。塚本竜太郎君の副委員長辞職を許可することに御異

議ありませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、塚本竜太郎君の副委員長辞職を許可す

ることと決しました。  

 塚本竜太郎君の除斥を解きます。  

〔入  場〕  

〇委員長  この際、副委員長を辞職されました塚本竜太郎君に挨拶を許します。  

〇塚本  皆様、こんにちは。この１年間議事運営に御協力をいただきまして、大変

にありがとうございました。心より感謝と御礼申し上げます。ありがとうございま

した。  

〇委員長  ただいま副委員長が欠員となりました。  

 これより副委員長の互選を行います。  

 お諮りいたします。互選の方法は指名推選、投票のいずれの方法により行います

か。  

             〔「投票」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、投票により副委員長の互選を行います。  

 ただいまの出席委員数は 15名であります。  

 投票用紙を配付いたさせます。  

             〔配付〕  

〇委員長  投票用紙の配付漏れはありませんか。  

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  投票箱を改めさせます。  

             〔点検〕  

〇委員長  異状なしと認めます。  

 念のため申し上げます。  
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 投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票

願います。  

             〔投票〕  

〇委員長  投票漏れはありませんか。  

             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  投票漏れなしと認めます。  

 投票を終了いたします。  

 立会人は、先例により２名とし、私から指名いたします。立会人に田中晋君、松

本寬道君を指名いたします。よって、両君の立会いを願います。  

             〔開票〕  

〇委員長  投票の結果を報告いたします。  

 投票総数 15票、これは先ほどの出席委員数に符合いたしております。  

 そのうち有効投票  12票  

     無効投票  ３票  

 有効投票中  

  塚本竜太郎君   11票  

  橋口  幸生君   １票  

 以上のとおりであります。  

 よって、最多数を得ました塚本竜太郎君が副委員長に当選されました。  

 ただいま副委員長に当選されました塚本竜太郎君に就任の御挨拶を願います。  

〇塚本  引き続きお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。  

                              

〇委員長  ここで、柏市議会新型コロナウイルス感染症対応マニュアルについて、

事務局より報告があります。  

〇庶務課長  先日の議会運営委員会で御了承いただきました柏市議会新型コロナウ

イルス感染症対応マニュアルの件で御報告があります。本日から本会議の前に体温

を測らせていただいておりますが、複数の議員さんから熱があった場合は議会に出

席できないのかという御質問をいただきました。柏市議会新型コロナウイルス感染

症対応マニュアルの第１項には、議員は、発熱や強いだるさ等、風邪の症状が見ら

れる場合は早めの受診をするとともに、議会事務局に連絡の上、自宅療養するもの

とするとの文言がございます。このマニュアルのとおりといたしますと、熱がある

場合は自宅療養ということになり、議場には出席できませんが、具体的な体温は記

載してございませんでした。一般的には 37度５分以上ということになろうかと思わ

れますが、よろしいでしょうか。事務局で調べましたところ、マニュアルを作成し

ている市議会で具体的な体温を表記しているところは、いずれも 37度５分以上とな

ってございます。  

 以上でございます。  

〇委員長  では、 37.5度以上の場合は自宅療養とすることでよろしいですか。  
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             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、 37.5度以上の熱があった場合は議場へ出席しないということ

といたします。  

                              

〇委員長  次回は、９月 17日、質疑並びに一般質問最終日、本会議終了後に開く予

定であります。  

                              

〇委員長  以上で議会運営委員会を閉会いたします。  

              午後  ３時５２分閉会  


