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総務委員会会議記録 

 

 

                       総務委員会委員長  岩 渕  誠 

１ 日時 

  令和元年９月20日（金曜日） 

  午前10時開会、午前10時31分散会 

２ 場所 

  第１委員会室 

３ 出席委員 

  岩渕誠委員長、佐々木宣和副委員長、佐々木順一委員、郷右近浩委員、岩崎友一委員、 

松倉史朋委員、工藤大輔委員、中平均委員、飯澤匡委員 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 事務局職員 

  小原担当書記、佐々木担当書記、藤原（由）併任書記、橋場併任書記、浅沼併任書記、 

  長谷川併任書記、藤原（典）併任書記 

６ 一般傍聴者 

  なし 

７ 会議に付した事件 

 (１) 委員席の決定について 

 (２) 委員長の互選について 

 (３) 副委員長の互選について 

 (４) その他 

    閉会中の継続調査について 

８ 議事の内容 

○小原担当書記 私は、総務委員会担当書記の小原でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 ただいまから仮委員席を定めたいと思います。初めに、委員席の順序でございますが、

委員長席の左側の委員長席に近い席を１番とし、委員長席の右側の委員長席に近い席を９

番とさせていただきたいと思います。 

次に、仮委員席については、現在、御着席のとおりとしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小原担当書記 それではそのとおりとし、委員席に氏名標を配置させていただきます。 

   〔委員席に氏名標配置〕 
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○小原担当書記 常任委員選任後、最初の委員会でありますので、委員長が互選されるま

での間、委員会条例第７条第２項の規定により、年長委員が委員長の職務を行うことにな

っております。 

 出席委員中、佐々木順一委員が年長の委員でありますので、御紹介申し上げます。佐々

木順一委員、委員長席に御着席をお願いいたします。 

   〔佐々木順一委員、委員長席へ着席〕 

○佐々木順一年長委員 ただいま御紹介いただきました佐々木順一でございます。よろし

く御協力のほどお願い申し上げます。 

委員会を開きます前に、当総務委員会の担当書記を紹介いたしたいと思います。 

小原担当書記。 

佐々木担当書記。 

藤原併任書記。 

橋場併任書記。 

浅沼併任書記。 

長谷川併任書記。 

藤原併任書記。 

 それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

 委員各位の委員席は、ただいま御着席のとおりに決定いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木順一年長委員 御異議ないようでありますので、さよう決定いたします。 

 これより委員長の互選を行います。委員会条例第７条第２項の規定により、委員長互選

の職務を行います。 

 委員長の互選の方法は、指名推選と投票のいずれにより行いますか。 

   〔「指名推選」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木順一年長委員 お諮りいたします。指名推選の声がありますが、これに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木順一年長委員 御異議なしと認めます。よって互選の方法は、指名推薦によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、当職において指名することにいたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木順一年長委員 御異議なしと認めます。よって、当職において指名することに決

定いたしました。総務委員長に岩渕誠君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま当職において指名した岩渕誠君を総務委員長の当選人と定



 3 

めることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐々木順一年長委員 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました岩渕

誠君が総務委員長に当選されました。 

 ただいま当選されました岩渕誠君が委員会室におられますので、本席から当選の告知を

いたします。岩渕委員長、委員長席にお着きを願います。 

〔委員長岩渕誠君、委員長席に着く〕 

○岩渕誠委員長 ただいま皆様方の御推挙により総務委員長となりました岩渕誠であり

ます。皆様方の御協力によりまして委員長の職責を果たしたいと存じますので、何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 引き続いて、副委員長の互選を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○岩渕誠委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。これより副委員長の互選

を行います。 

 副委員長の互選の方法は、指名推選と投票のいずれにより行いますか。 

   〔「指名推選」と呼ぶ者あり〕 

○岩渕誠委員長 お諮りいたします。指名推選の声がありますが、これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○岩渕誠委員長 御異議なしと認めます。よって互選の方法は指名推選によることに決定

いたしました。 

 お諮りします。指名の方法については、当職において指名することにいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○岩渕誠委員長 御異議なしと認めます。よって、当職において指名することに決定いた

しました。総務副委員長に佐々木宣和君を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま当職において指名した佐々木宣和君を総務副委員長の当選人と

定めることに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○岩渕誠委員長 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました佐々木宣和

君が総務副委員長に当選されました。 

 ただいま当選されました佐々木宣和君が委員会室におられますので、本席から当選の告

知をいたします。佐々木副委員長、御挨拶を願います。 

○佐々木宣和副委員長 岩渕委員長をしっかりと補佐し、円滑、公平な委員会運営を目指

し頑張りたいと思いますので、委員各位の御協力をお願い申し上げます。 

○岩渕誠委員長 本日は、議員改選後の最初の委員会でありますので、執行部の方々を御
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紹介いたします。 

 初めに、高橋勝重秘書広報室長を御紹介いたします。 

○高橋秘書広報室長 高橋です。よろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 続きまして、上和野里美理事兼秘書広報室副室長兼首席調査監を御紹介

いたします。 

○上和野理事兼秘書広報室副室長兼首席調査監 上和野です。よろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 この際、高橋秘書広報室長から、秘書広報室の方々を御紹介願います。 

○高橋秘書広報室長 秘書広報室の職員を紹介いたします。 

 中里裕美参事兼広聴広報課総括課長です。 

小國大作総括調査監です。 

 照井富也総括調査監です。 

 加藤勝章調査監です。 

安藤知行秘書課総括課長です。 

 平野信二広聴広報課報道監です。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、八重樫幸治総務部長を御紹介いたします。 

○八重樫総務部長 総務部長の八重樫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 この際、八重樫総務部長から、総務部の方々を御紹介願います。 

○八重樫総務部長 総務部の職員を紹介いたします。 

 千葉幸也副部長兼総務室長です。秘書広報室首席調査監を兼任しております。 

 山﨑隆参事兼管財課総括課長です。 

 佐々木隆総合防災室長です。 

 千葉実総務室法務・情報公開課長です。 

 佐藤法之人事課総括課長です。 

 村上聡人事課職員育成監です。 

 小原重幸財政課総括課長です。 

 松村達行政経営推進課総括課長です。 

 奥寺敦哉税務課総括課長です。 

 西島敦総合防災室防災危機管理監です。 

 栗澤孝信総合防災室防災消防課長です。 

佐藤益子総務事務センター所長です。 

 以上でございます。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、白水伸英政策地域部長を御紹介いたします。 

○白水政策地域部長 政策地域部長の白水伸英と申します。どうぞよろしくお願いいたし
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ます。 

○岩渕誠委員長 この際、白水政策地域部長から、政策地域部の方々を御紹介願います。 

○白水政策地域部長 それでは、政策地域部の職員を御紹介いたします。 

 小野博副部長兼政策推進室長兼首席ふるさと振興監でございます。秘書広報室首席調査

監を兼任しております。 

 小原由香参事兼市町村課総括課長でございます。政策推進室ふるさと振興監を兼任して

おります。 

 千葉達也参事兼調査統計課総括課長でございます。 

 小笠原隆行地域振興室長でございます。 

 佐々木真一国際室長でございます。 

 箱石知義交通政策室長でございます。国際室国際監を兼任しております。 

 古舘慶之科学・情報政策室長でございます。 

 小野寺宏和三陸防災復興プロジェクト 2019推進室長でございます。 

 村上宏治政策推進室政策監兼ふるさと振興監でございます。 

 北島太郎政策推進室評価課長でございます。 

 鈴木俊昭政策推進室調整監兼ふるさと振興監でございます。ＩＬＣ推進局企画総務課総

括課長を兼任しております。 

 和田秀樹政策推進室ふるさと振興監でございます。 

 工藤直樹学事振興課総括課長でございます。 

 畠山剛地域振興室地域振興監でございます。政策推進室ふるさと振興監を兼任しており

ます。 

 大釜範之地域振興室県北沿岸振興課長でございます。政策推進室ふるさと振興監を兼任

しております。 

 高橋則仁地域振興室地域連携推進監でございます。政策推進室ふるさと振興監を兼任し

ております。 

 澤田彰弘国際室国際監でございます。 

 渡辺謙一交通政策室特命参事兼地域交通課長でございます。 

 小笠原徳交通政策室空港振興課長でございます。 

 高橋利明交通政策室特命参事でございます。 

 阿部博科学・情報政策室科学技術課長でございます。 

 酒井淳三陸防災復興プロジェクト 2019推進室総括プロジェクト推進監でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、大槻英毅復興局長を御紹介いたします。 

○大槻復興局長 大槻でございます。よりよい復興に向けまして、復興局職員一丸となっ

て努力してまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○岩渕誠委員長 この際、大槻復興局長から復興局の方々を御紹介願います。 

○大槻復興局長 それでは、復興局職員を御紹介させていただきます。 

 森達也副局長です。 

遠藤昭人副局長です。 

 熊谷正則副局長兼震災津波伝承課総括課長です。 

 佐々木亨復興推進課総括課長です。総務部人事課職員育成監及び政策地域部政策推進室

ふるさと振興監を兼任しております。 

 山田壮史まちづくり・産業再生課総括課長です。 

 佐藤朝則生活再建課総括課長です。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、佐々木淳ＩＬＣ推進局長を御紹介いたします。 

○佐々木ＩＬＣ推進局長 佐々木でございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○岩渕誠委員長 この際、佐々木ＩＬＣ推進局長から、ＩＬＣ推進局の方々を御紹介願い

ます。 

○佐々木ＩＬＣ推進局長 それでは、ＩＬＣ推進局の職員を御紹介申し上げます。 

 高橋毅副局長兼事業推進課総括課長です。政策地域部国際室国際監を兼任しております。 

 澤田仁事業推進課計画調査課長でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、菊池満会計管理者兼出納局長を御紹介いたします。 

○菊池会計管理者兼出納局長 菊池でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 この際、菊池会計管理者兼出納局長から、出納局の方々を御紹介願いま

す。 

○菊池会計管理者兼出納局長 それでは、出納局の職員を紹介いたします。 

 永井榮一副局長兼総務課総括課長です。総務部人事課職員育成監を兼任しております。 

 今俊晴総務課入札課長でございます。 

 山梨康紀会計課総括課長兼会計指導監でございます。 

佐々木昭司会計課審査課長でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、菊池透人事委員会事務局長を御紹介いたします。 

○菊池人事委員会事務局長 菊池透でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 この際、菊池人事委員会事務局長から、人事委員会事務局の方を御紹介

願います。 
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○菊池人事委員会事務局長 中里武司職員課総括課長でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、鈴木敦監査委員事務局長を御紹介いたします。 

○鈴木監査委員事務局長 鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 この際、鈴木監査委員事務局長から、監査委員事務局の方々を御紹介願

います。 

○鈴木監査委員事務局長 紹介させていただきます。 

 安部光一参事兼監査第一課総括課長です。 

 小守健一監査第二課総括課長です。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

次に、島村英警察本部長を御紹介いたします。 

○島村警察本部長 島村です。よろしくお願いします。 

○岩渕誠委員長 この際、島村警察本部長から、警察本部の方々を御紹介願います。 

○島村警察本部長 大塚健滋警務部長。 

 吉田良夫生活安全部長。 

 中野和朗刑事部長。 

 小田島洋憲交通部長。 

 新家勝昭警備部長。 

 石川康警務部参事官兼首席監察官。 

 玉澤賢一警務部参事官兼警務課長。 

 八重樫博美警務部参事官兼人材育成課長。 

 大沼淳司警務部参事官兼県民課長。 

 千田敬喜警務部参事官兼会計課長。 

 佐々木誠警務部参事兼厚生課長。 

金田一正人監察課長。 

 菅野一也生活安全部参事官兼生活安全企画課長。 

 菊地一也生活安全部参事官兼地域課長。 

 髙橋仁刑事部参事官兼刑事企画課長。 

 佐々木雅夫交通部参事官兼交通企画課長。 

 板垣則彦交通部参事官兼運転免許課長。 

 乳井博警備部参事官兼公安課長。 

 吉田知明総務課長。 

 なお、刑事部参事官兼捜査第一課長の高橋明広は、本日、事件対応のため欠席しており

ます。 
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以上で警察本部の紹介を終わります。 

○岩渕誠委員長 御苦労さまでした。 

以上で、執行部職員の紹介を終わります。 

 次に、当委員会の閉会中の継続調査についてお諮りいたします。当委員会の閉会中の継

続調査については、お手元に配付いたしてあります案のとおり実施することとし、議長に

対し、閉会中の継続調査の申し出を行うこととしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○岩渕誠委員長 御異議がないようですので、さよう決定いたしました。なお、詳細につ

いては、当職に御一任願います。 

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これをもって散会いたし

ます。 

 


