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議会運営委員会会議録 

 

平成２５年３月２１日 木曜日 

  午前９時０１分開議 

  午前９時２０分閉議（実時間１９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議会の運営に関する事項 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君     

副委員長   大 倉 裕 一 君 

委  員    亀 田 英 雄 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  友 枝 和 明 君  

委  員    藤 井 次 男 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員    前 川 祥 子 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

委  員  百 田   隆 君 

議  長  古 嶋 津 義 君 

  

※欠席委員                 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

 君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

総務部長      木 本 博 明 君 

議会事務局長    田 上 高 広 君 

議会事務局首席 

審議員兼次長 

議会事務局次長補佐 

兼総務係長 

                               

○記録担当書記    桑 崎 雅 介 君 

           嶋 田 和 博 君 

 

（午前９時０1分 開会） 

◎議会の運営に関する事項 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま 

から議会運営委員会を開会いたします。 

まず１、本日の議事日程についてを議題とし、 

（１）委員長報告の（イ） 議案５９件について

説明を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務 

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、おはよ 

うございます。（「おはようございます」と呼ぶ 

者あり）それでは、１、本日の議事日程の（１） 

委員長報告（イ）議案５９件について、御説明 

申し上げます。座りまして御説明申し上げます。

お手元の平成２５年３月定例会議事日程（第 

６号）をごらんいただきたいと思います。 

 日程第１から日程第５９までの市長提出案件

５９件でございますが、付託されておりました

それぞれの常任委員会から、審査が終了した旨

の報告がありましたので、この審査の経過並び

に結果について委員長報告があります。 

なお、採決に当たりましては、日程第１、議

案第 1号は、単独で起立採決となります。日程

第２、議案第２号から日程第３、議案第３号ま

での２件は、一括して挙手採決となります。日

程第４、議案第４号は単独で挙手採決となりま

す。日程第５、議案第５号は、単独で起立採決

となります。日程第６、議案第６号は、単独で

挙手採決となります。日程第７、議案第７号か

ら日程第８、議案第８号までの２件は、一括し

て挙手採決となります。日程第９、議案第９号

から日程第１２、議案第１２号までの４件は、

一括して挙手採決となります。日程第１３・議

案第１３号から日程第１４、議案第１４号まで

の２件は一括して挙手採決となります。日程第

１５、議案第１５号から日程第１６、議案第１

桑 崎 雅 介 君 

澤 井 光 郁 君 
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６号までの２件は、一括して挙手採決となりま

す。日程第１７、議案第１７号から日程第１８、

議案第１８号までの２件は一括して挙手採決と

なります。次に、日程第１９、議案第１９号は

単独で挙手採決となります。日程第２０、議案

第２０号は、単独で挙手採決となります。日程

第２１、議案第２１号から日程第２２、議案第

２２号までの２件は、一括して挙手採決となり

ます。次に、日程第２３、議案第２３号は、単

独で挙手採決となります。日程第２４、議案第

２４号から日程第２７、議案第２７号までの４

件は、一括して挙手採決となります。日程第２

８、議案第２８号から日程第３２、議案第３２

号までの５件は、一括して挙手採決となります。

日程第３３、議案第３３号から日程第３５、議

案第３５号までの３件は、一括して挙手採決と

なります。日程第３６、議案第３６号から日程

第３７、議案第３７号までの２件は、一括して

挙手採決となります。日程第３８、議案第３８

号から日程第３９、議案第３９号までの２件は、

一括して挙手採決となります。日程第４０、議

案第４０号は、単独で挙手採決となります。日

程第４１、議案第４１号は、単独で挙手採決と

なります。日程第４２、議案第４２号は、単独

で挙手採決となります。日程第４３、議案第４

３号から日程第４５、議案第４５号までの３件

は、一括して挙手採決となります。日程第４６、

議案第４６号から日程第４８、議案第４８号ま

での３件は、一括して挙手採決となります。日

程第４９、議案第４９号は、単独で挙手採決と

なります。日程第５０、議案第５０号は、単独

で挙手採決となります。日程第５１、議案第５

１号から日程第５２、議案第５２号までの２件

は、一括して挙手採決となります。日程第５３、

議案第５３号から日程第５４、議案第５４号ま

での２件は、一括して挙手採決となります。 

日程第５５、議案第５５号は、単独で挙手採決

となります。次に、日程第５６、議案第５６号

は、単独で起立採決となります。日程第５７、

議案第５７号は、単独で挙手採決となります。 

日程第５８、議案第５８号は、単独で起立採決

となります。次に、日程第５９、議案第５９号

は、単独で挙手採決となります。 

以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明が終わ 

りましたが、何か質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 次に、（２）市長追

加提出議案１件について説明を求めます。 

○総務部長（木本博明君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） はい、木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） おはようございま

す。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）座

って説明させていただきます。 

本日追加提出議案は、人事議案で人権擁護委

員候補者の推薦についての１件でございます。

人権擁護委員２１名のうち、八代地区の丁畑正

敏氏が６月３０日をもちまして、３年の任期を

終えられますことから、人権擁護委員法第６条

第３項の規定によりまして議会の意見を聞いて

委員候補者を法務大臣に推薦するものでござい

ますが、今回は再任をお願いするものでござい

ます。丁畑正敏氏は、田中西町にお住まいの６

６歳の男性で、平成１９年３月に八代高校の教

諭を退職され、平成２０年１１月から保護司、

平成２２年７月から人権擁護委員を引き受けら

れ、それぞれ現在に至っておられる方でござい

ます。 

以上、人事議案の説明でございます。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは市長追加提

出議案の人事案件１件についての委員会付託に

ついて協議いたします。 付託はいかがいたし
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ましょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それではお諮りをい

たします。 

市長追加提出議案の人事案件１件については、

委員会付託を省略することに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

次に、（３）議員提出発議案１件について説明

を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、（３）

の議員提出発議案について御説明申し上げます。

座りまして御説明を申し上げます。お手元に発

議案を配付いたしておりますが、１件提出され

る予定でございます。 

発議案第１号・拙速な TPP参加に反対する意

見書案でございまして、これは去る３月１５日、

松浦輝幸議員ほか１３名から提出されたもので

あります。なお、発議案の趣旨弁明者は、松浦

輝幸議員でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明が終わ

りました。先例によりますと会派提出の発議案

は当該会派代表者から説明することとされてお

りますが、この際、会派から説明があれば願い

ます。松浦代表、お願いします。 

○委員（松浦輝幸君） 皆さんも御承知のよう

に今のところ交渉参加ということでございます

が、いろいろですね、まだまだ農林水産の間の

みならずですね、やっぱり国益、守るべき国益

というのもまだまだいっぱい存在している中で、

そしてましてやそれらの将来像とかいろいろの 

ことも描かれていないというような、そうした

感じがしてなりません。そこでですね、拙速な

ＴＰＰ参加に慎重に、そしてしてもらいたいと

いうのが我々の思いでありまして、拙速なとい

うところに御理解をお願いしたいと思います。

全然反対ということでございませんが、まだま

だいろいろな問題がいっぱいあるというのが現

時点ではないかと思っております。 

以上です。 

○委員長（上村哲三君） 本件について質疑が

あれば願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、議員提出

発議案１件についての委員会付託について…… 

○委員（亀田英雄君） よかですか。 

○委員長（上村哲三君） 亀田委員どうぞ。 

○委員（亀田英雄君） 今、松浦代表の話を聞

いて拙速なということであればですたい、全会

一致で決めたほうがよかっじゃなかろうかと、

呼びかけていただければ（委員松浦輝幸君「願

えばわたしはそれで」と呼ぶ）というふうにと

いうふうに思ったもんですけん、その辺はです

たい、呼びかけていただければよかったかなと

いうふうに思ったもんですけん。ま、いかがな

ものかと思ってからですたい。(委員松浦輝樹君

「じゃ、よか」と呼ぶ) 

○委員長（上村哲三君） 松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） それ、私はそれをお願

いしたかったんですけども、そういうことでご

ざいますので各会派の皆さん、ひとつ御協力を

お願いをいたします。 

○委員長（上村哲三君） よろしいでしょうか。

亀田委員。（委員亀田英雄君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。

それでは議員提出発議案１件についての委員会

付託について協議いたします。付託はいかがい

たしましょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい、お諮りいたし
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ます。議員提出発議案１件については、委員会

付託を省略することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい、御異議なしと

認め、そのように決しました。 

次に、（４）閉会中の継続審査・調査の申し出

について報告を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、（４）

閉会中の継続審査・調査の申し出について御説

明申し上げます。座りまして御説明申し上げま

す。 

 今回は、請願、陳情についての継続審査の申 

し出はあっておりません。なお、（イ）の閉会中

の継続調査申し出のあった案件につきましては

委員会審査結果表に記載のとおり、建設環境委

員会では所管事務調査２件、文教福祉委員会で

は所管事務調査２件、経済企業委員会では所管

事務調査２件、総務委員会では、所管事務調査

２件となっております。 

なお、議会運営委員会においては、この後、

御決定をいただくことを予定いたしましてごら

んの３件を記載させていただいているところで

ございます。以上、閉会中の継続調査案件は、

１１件となる予定であります。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま報告が終わ

りましたが、何か質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 次に、（５）その他

について、何かありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 次に、２、議会運営 

委員会の閉会中継続調査の申し出について、お 

諮りいたします。 

本委員会は、議会の運営に関する事項、議会

の会議規則、委員会に関する条例等に関する事

項、議長の諮問に関する事項について閉会中も

引き続き調査することとし、継続調査を申し出

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） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、 

そのように決しました。 

                              

◎その他（委員会旅費の前期・後期の振り分け

について） 

○委員長（上村哲三君） 次に３．その他（１）

委員会旅費の前期・後期の振り分けについて説

明を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい、委員長。 

○委員長（上村哲三君） はい、田上議会事務

局長。 

○議会事務局長（田上高広君） ３、その他（１）

の委員会旅費の前期・後期の振り分けについて

御説明申し上げます。座りまして御説明申し上

げます。 

委員会旅費につきましては、当初予算議決後、

新年度からの執行となるところでありますが、

ことしは改選期となりますので２５年度内にお

いて新たな委員会構成となります。本来であれ

ば議決後、新年度になりまして御協議をお願い

するのが適切かと思いますが、委員会によって

は新年度早々にも行政視察を計画される委員会

もあるかと思われますので、平成２５年度予算

の旅費の取り扱いをあらかじめ御協議いただけ

ればと思います。 

以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま田上議会事

務局長より説明がありましたように本年９月で

新たな委員会構成となることから委員会旅費予

定額とされている年間予算、常任委員会では当

初予算では１５万円を計上、議会運営委員会で

１０万円が議決された後、新年度から執行予定

の前期・後期の振り分けをどうするのか御協議

いただきたいと思います。（委員亀田英雄君「は
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い」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 前期はどうしたんです

かね。前期。 

○委員長（上村哲三君） 前期の件について報

告を求めたいと思います。（議会事務局長「はい」

と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） 前期は、半分、

前期・後期に分けまして半額の取り扱いで処理

されていたと思いますけど。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） 半分なのか、半分程

度なのかというのは、はっきりしてますか。 

（議会事務局首席審議員兼次長「はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、桑崎次長。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）  

前期、平成何年ですか、２３年委員会改選のと

きには、そのときには７万５０００円となって

おります。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 常任委員会がね。 

（議会事務局首席審議員兼次長桑崎雅介君「は 

い」と呼ぶ）ということでございますが。（委 

員亀田英雄君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） はい、亀田委員、ど 

うぞ。 

○委員（亀田英雄君） そっと同じでよかっじ 

ゃなかですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ただいま亀田委員か 

ら前期・後期半額の７万５０００円でというこ 

とで意見が出ておりますがほかに御意見ござい 

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、お諮りを 

いたします。 

常任委員会旅費については前期・後期に予算 

予定額の各々半額ずつに執行することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認めそ

のように決しました。議会運営委員会の旅費の

取り扱いについてはいかがいたしましょうか。 

御意見等ございませんか。 

（委員亀田英雄君「議運ですか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 議運です。議運は予

算上程予定額は１０万でございます。（委員亀田

英雄君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 前期は確か、後期に一

括して行きゃせぬだったですかね。そっでいか

がですか。またされますか、視察を。わしゃ、

もう後期一括でよかと思いますが。 

○委員長（上村哲三君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

（「なし」「そっでよか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それではお諮りいた

します。議会運営委員会旅費については後期に

執行することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、 

そのように決しました。 

それでは、次回の協議日について、御協議願

いたいと思いますが現在、当委員会で協議を行

っております議長の諮問に関する事項の一般質

問に関するアンケートの集計もできているよう

でございますので、これを参考にしながら、次

回協議したいと考えます。そこで、次回の協議

日は、いかがいたしましょうか。これまでの予

定ではですね、大体議会のないときの第３火曜

日ということになっておりますので４月１６日

が一応の、通常の予定になっております。しか

しながら早く結論をだすのであればですね、ま

だまだ会派に持ち帰っての協議も必要という面

があればですね、定例会終了後の早い時期に一
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度開いてというようなことも考えられますが、

いかがでしょうか、意見をいただきたいと思い

ます。（委員前垣信三「４月１６日でいいんでは

ないですか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） ４月の１６日で私はい

いと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかに御意見ありま

せんか。はい、田方委員。 

○委員（田方芳信君） 持ち帰りがあった場合

がですね。１６日でもいいんですけど、その後

委員会されたら各会派に持ち帰りちゅうことが

でてきたら、またずれる可能性もありますよね。

そのあたりはどうします。 

○委員長（上村哲三君） そういうことになり

ます。（委員亀田英雄君「はい」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） アンケートができとれ

ばですたい、配付ということはできませんか。

そすとそいば見て、協議して持ち帰ってくれば

よかと思いますが。 

○委員長（上村哲三君） 少々お待ちください。

議長、ただいまの件に関していかがですか。 

事前に配付しといて４月１６日に協議をすると

いうことで亀田委員、そういう意見ですか。 

（委員亀田英雄君「そうです、そうです」と呼

ぶ） 

○議長（古嶋津義君） なるだけ６月までには、

一応結論を出していただきと６月定例会に間に

合うようにですねと思いますから、１６日であ

れば早めにアンケートをお配りをして４月の１

６日に一応方向づけ位はしていただきたいと思

いますが。 

○委員長（上村哲三君） きょう、配る準備は

できてますか。澤井次長補佐。 

○議会事務局次長補佐兼総務係長（澤井光郁

君） 大体集計はしていますのでお配りするこ

とはできるかと思います。議会が終わった後と

いうことで。 

○委員長（上村哲三君） きょうということで

すね。きょうがみんないるから。それでは、ま

とめて言っていいですか。（「どうぞ」と呼ぶ者

あり）ただいま議長と事務局のほうからですね、

事前にアンケートの集計はお配りできるという

ことでそれをもとに協議を重ねていただいて４

月１６日の定例の議会運営委員会にお諮りすれ

ばいかがということですが皆さん、その点いか

がでしょうか。それでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 配付は本日、議会が

終了後にいたすということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、次回開催

日は４月１６日、火曜日といたしたいと思いま

すがこの取り扱いでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それではそのように

決しました。それではこれで議会運営委員会を

閉会いたします。 

（午前９時２０分 閉会） 
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