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議会運営委員会会議録 

 

平成２５年５月２７日 月曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午前１０時２９分閉議（実時間 ２７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議会の運営に関する事項 
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○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  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 田 方 芳 信 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 
            桑 崎 雅 介 君 
  審議員兼次長 
 
 
  議会事務局副主幹 
            小 山 貴 晴 君 
  兼総務係長 
 

                             

○記録担当書記     桑 崎 雅 介 君 

            嶋 田 和 博 君 

 

（午前１０時０２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。 

 それでは、まず１、６月定例会の運営につい

てを議題とし、（１）付議案件の（イ）市長提

出案件１３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） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまして

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。 

 ６月定例会に当初提出予定の議案は、全部で

１３件でございます。内訳は、お手元に配付し

てございます平成２５年６月定例会提出予定議

案にありますように、予算議案が１件、事件議

案が９件、条例議案が３件の合計１３件でござ

います。 

 まず、予算議案の１件でございますが、平成

２５年度の一般会計補正予算・第２号でござい

まして、補正額は２４億８５０８万９０００円

でございます。 

 その主なものは、低コスト耐候性ハウス等の

導入に対して補助を行います強い農業づくり交

付金事業や日本製紙八代工場内に計画中の木質

バイオマス発電設備の整備費用に対して補助を

行う緑の産業再生プロジェクト促進事業など農

林水産業費関係で、関係４件で約２２億４００

０万円、それから、図書館本館の内外壁の改修

工事や四中体育館改築工事に伴います用地買収

経費など教育費関係で、関係８件で約１億４０

００万円、また、携帯電話が通じない地域の解

消を図るため、今回は坂本町の日光地区及び泉

町の水梨地区に設置する移動通信用鉄塔の施設

整備事業費９０００万円、その他、日奈久地区

にあります西湯の天井、壁等の補修費用、それ
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から、自治総合コミュニティ助成事業など、合

わせて２４億８５０８万９０００円、約２５億

円を予定いたしております。 

 次に、事件議案９件でございますが、議案第

６２号から第６４号までは、泉中の校舎耐震改

修工事、八代養護学校の校舎改築工事、四中体

育館ほかの改築工事に伴う契約の締結について

の３件でございます。議案第６５号から６７号

までの３件は、平成２４年度一般会計補正予算

など専決処分の報告及びその承認について、議

案第６８号と６９号の２件は、市道路線の廃止

についてと市道路線の認定について。議案第７

０号は、水処理センターの建設工事委託に関す

る契約の締結についての、合わせて９件でござ

います。 

 次に、条例議案は３件を予定いたしておりま

す。議案第７１号、７２号が、有線テレビジョ

ン、いわゆるケーブルテレビ放送施設や体育施

設の条例の一部改正２件と議案第７３号の八代

市子ども・子育て会議設置条例の制定につい

て、合わせて３件でございます。 

 以上が６月定例会の開会日に提出予定の議案

１３件でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長（上村哲三君） はい。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） はい。 

 それでは、次に、（ロ）先議案件はありませ

んか。 

○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） はい。先ほど申し

ました事件議案９件のうち、議案第６２号から

６４号までの３件の議案につきまして、先議を

お願いいたします。 

 これは、泉中校舎耐震改修、それから八代養

護学校校舎改築、四中体育館ほか、改築に伴う

工事の契約締結に関する３件でございまして、

これにつきましては、泉中校舎の場合が、仮校

舎を整備せずに耐震改修を行うことから、授業

に影響がある工事につきましては夏休み中に実

施できるように工事準備期間を確保するため。

それから、八代養護学校校舎改築につきまして

は、騒音や振動等に非常に敏感な子供、──児

童生徒が多数在籍していますので、時間帯等に

配慮しながら工事を行い、来年度、２６年度の

夏休みに新校舎への引っ越しが完了できるよう

工期を確保するため。それから、四中体育館の

改築に関しましては、平成２５年度の、──今

年度の卒業式を新体育館で行えるよう工期を確

保するため。それぞれそのような理由から先議

をお願いするものでございます。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま説明

のありました先議案件３件、すなわち、本事件

案件については、先議することに御異議ありま

せんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（上村哲三君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 議案第７０号のです

ね、公共下水道の水処理センターの工事に係る

これについては、モーターか何かの取りかえの

分だったと思うんですが、それとは違いますか

ね。 

○総務部長（木本博明君） 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） 済みません、そこ

はちょっと承知しておりませんが。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○総務部長（木本博明君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もしモーターの

やつの契約の締結であるならば、もう来週ぐら

いから梅雨に入るっていう状況がありますん
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で、この第７０号もあわせてですね、私は先議

する必要があるような気がするんですが、その

辺は執行部のお考えをお聞かせください。 

○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） 済みません。そこ

のところちょっと承知しておりませんで、いか

がしましょうかね。 

○委員長（上村哲三君） 担当課からは何も言

ってきてないんでしょう、先議というようなこ

とは。 

○総務部長（木本博明君） はい。 

○委員長（上村哲三君） 会期内に、いわゆる

承認をすれば、間に合うということで判断して

いるということでよろしいですか。 

○総務部長（木本博明君） はい。 

○委員長（上村哲三君） 堀口委員、じゃあそ

のような理解でするしかないんじゃないかな。

先議が出てきてないちゅうことは、担当課か

ら。 

○委員（堀口 晃君） そうですね、もう梅雨

に入る前に処理する……。 

○委員長（上村哲三君） 気持ちはよくわかり

ますが。 

○委員（堀口 晃君） そう思ったもんですか

ら、その辺を聞かせていただいたところです。 

 以上です、はい。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○総務部長（木本博明君） はい。 

○委員長（上村哲三君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。それじゃ

あ、担当部署のほうには伝えておきまして、で

きるだけ支障がないように早く完了するように

伝えときたいと思います。 

○委員（堀口 晃君） では、よろしくお願い

します。 

○委員長（上村哲三君） はい。じゃあ、先議

が必要というような判断が出た場合には、開会

日にでも改めて追加するような形で考えて、そ

のようにしてください。 

○総務部長（木本博明君） はい。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） はい。じゃあ、連絡

密にして確認してください。 

○総務部長（木本博明君） はい。 

○委員長（上村哲三君） はい、お願いしま

す。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございま

す。 

○委員長（上村哲三君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本３件に

ついては、先議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。 

 それでは、本３件についての委員会付託につ

いて御協議願います。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（上村哲三君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 大型の契約ですので、

委員会付託が賢明だろうと思います。 

○委員長（上村哲三君） はい。ほかにご意見

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、本３件に

ついては委員会付託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、委員会付託することと決しました。 

 本件については、事件案件、すなわち契約の

締結の３件でございますので、この際、委員会

の付託先について協議したいと思いますが、こ
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れに御異議ございませんか。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。 

 それでは、付託先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） 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） 

 先議案件３件の委員会付託先についてご説明

申し上げます。座りまして説明申し上げます。 

 ただいま御決定いただきました先議案件の議

案第６２号から議案第６４号までの３件の事件

議案につきましては、契約の締結に関する案件

でございますので、建設環境委員会に付託する

ものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。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） はい。それでは、そ

の審査を建設環境委員会に付託することといた

したいが、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。 

 次に、（ハ）請願・陳情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） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。それで

は、（ハ）請願・陳情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。 

 配付資料の別添資料、請願・陳情をごらんい

ただきたいと思います。 

 ５月２７日までに受理いたしました請願・陳

情は、請願１件でございます。 

 請願第１号、氷川警察署の存続を要望する意

見書の提出方についてでございますが、これ

は、去る４月２５日に受理したもので、請願人

は、八代郡氷川町宮原８５６の３、宗村清さん

から提出されたものでございまして、紹介議員

は、太江田茂議員、鈴木田幸一議員、松永純一

議員、前川祥子議員、橋本幸一議員でございま

す。 

 また、委員会への参考送付分といたしまし

て、お手元にコピーを配付いたしております

が、協議事項に記載の３件を受理いたしました

ので、関係委員会へ参考送付させていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。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） はい。 

 次に、（２）市長追加提出予定人事案件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） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。定例会最終

日の提出予定といたしまして、人事案件１件を

予定いたしております。 

 人権擁護委員候補者の推薦についてでござい

まして、人権擁護委員２１名のうち、坂本地区

の委員のお一人が本年９月３０日をもちまして

３年の任期を終えますことから、その後任の委

員候補者について、議会の意見を聞いて法務大

臣に推薦するものでございます。 

 なお、一般職員給与の減額についての案件で

ございますけれども、昨年、平成２４年２月の

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する

法律の成立に伴いまして、この国家公務員の給
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与減額支給措置を踏まえ、自主的かつ適切に対

応するように、また、国に準じて必要な措置を

講ずるようにと各市町村長、それから、各市町

村議会議長宛てに送られた総務副大臣や総務大

臣からの通知など、国からの要請に伴いまし

て、八代市としましては、その趣旨に沿ったと

ころの、本年７月１日から来年、平成２６年３

月３１日までの９カ月間を対象といたしまし

て、一般職員の給与及び期末勤勉手当の減額支

給案を組合とただいま交渉中でございまして、

合意が得られ、調整ができましたら、日程次第

ではございますが、一般質問最終日、あるいは

定例会の最終日に八代市一般職の職員の給与の

特例に関する条例を、それから、それとあわせ

まして、市長、副市長などの八代市長等の給与

の特例に関する条例、それからまた、八代市教

育委員会の教育長の給与の特例に関する条例、

この条例議案３件を提案させていただきたいと

考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま説明

のありました件について、質疑ありませんか。

ないでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。 

 それでは、次に、（３）会期の決定について

協議いたします。 

 まず、招集日について報告を求めます。 

○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） はい。招集日につ

いてでございますが、６月３日月曜日午前１０

時からお願いし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。 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、会

期についてお諮りいたします。 

 会期日程につきましては、いかがいたしまし

ょうか。いかがしましょうか、会期日程。 

○委員（亀田英雄君） 委員長の腹案はありま

せんか。（｢腹案でよかっじゃない」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（上村哲三君） よろしいでしょう

か。委員長腹案ということが出てます。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、委

員長腹案を事務局に配付いたさせます。 

（書記、資料配付） 

○委員長（上村哲三君） それでは、念のため

事務局より説明いたさせます。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 はい。 

○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）

 はい、失礼いたします。 

 ただいま委員長腹案ということでございます

ので、ただいま配付の６月定例会日程（委員長

案）について御説明をさせていただきます。済

いませんが、座って説明させていただきます。 

 ６月３日月曜日の午前１０時が開会というこ

とでございます。翌日４日火曜日が質疑・一般

質問の締め切り日となります。締め切り時間は

午前１０時となります。また、翌週の６月１０

日月曜日から１３日木曜日までが質疑・一般質

問、１４日金曜日が質疑・一般質問の予備日と

いうことになります。 

 委員会でございますが、１７日月曜日が経済

企業委員会、１８日火曜日が建設環境委員会、

１９日水曜日が文教福祉委員会、２０日木曜日

が総務委員会ということになります。 

 最終日につきましては、６月２６日水曜日午

前１０時開会ということでございます。 

 また、議会運営委員会、全員協議会でござい

ますが、開会日の６月３日午前９時から議会運

営委員会、９時半から全員協議会となります。

次に、１２日が本会議終了後、議会運営委員会
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となります。最終日の６月２６日でございます

が、午前９時から議会運営委員会、９時半から

全員協議会となります。 

 以上が委員長腹案でございます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

の説明について御意見等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） お諮りいたします。 

 ６月定例会の会期は、６月３日から６月２６

日までの２４日間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） 

○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。 

 ここで、議長より発言の申し出がありますの

で、これを許します。 

○議長（古嶋津義君） 委員長。 

○委員長（上村哲三君） はい、古嶋議長。 

○議長（古嶋津義君） はい。ただいま会期日

程の決定、また、開会日は先議案件の委員会付

託をお決めいただいたところであります。 

 当日の流れは、開会後、市長の提案理由の説

明、先議案件審査のため休憩をし、この間、建

設環境委員会が開催されることになりますが、

建設環境委員会が終了し、本会議が再開される

までの間を利用いたしまして、全員協議会を開

かせていただきたいと思います。 

 内容につきましては、選挙管理委員会から、

先般公職選挙法が改正されたことに伴い、イン

ターネットによる選挙運動が解禁となりました

ことなどから、この機会に議員各位に御説明し

たい旨の申し出がありましたことから、全員協

議会を招集させていただくことといたしました

ので、御理解をお願いをいたします。 

 なお、本会議は、委員長報告が作成され次第

再開することといたします。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま議長

から、開会日の６月３日の本会議休憩中の建設

環境委員会終了後に全協を招集するとのことで

すので、御承知おき願います。 

 次に、（４）その他の（イ）人事異動に伴う

部課長紹介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。（イ）

人事異動に伴う部課長の紹介について御説明申

し上げます。座りまして御説明申し上げます。 

 この件につきましては、去る４月１日付で執

行部に人事異動がありましたので、定例会の開

会前に紹介したいとの申し出があっております

ので、開会に先立ちまして部課長の紹介があり

ます。よろしくお願いいたします。 

 また、議会事務局におきましても、開会日の

全員協議会におきまして、人事異動に伴います

職員の紹介をお願いしたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。以上で説明が

終わりましたが、本件については、６月３日の

本会議前に行うことといたしたいが、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） はい。御異議なしと

認め、そのように決しました。 

 次に、（ロ）全国市議会議長会永年勤続表彰

の伝達及び祝詞、贈呈者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。（ロ）

全国市議会議長会永年勤続表彰について御説明
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申し上げます。座りまして御説明申し上げま

す。 

 この件につきましては、去る５月２２日、東

京で第８９回全国市議会議長会定期総会におき

まして議員表彰があり、本市議会から、中村和

美議員が議員として勤続年数２５年表彰の該当

者として、太江田茂議員、福嶋安徳議員が議員

として勤続年数１０年表彰の該当者となられま

したことにより、議長が永年勤続表彰状をかわ

りに受領してこられました。 

 つきましては、議会開会初日に表彰状の伝達

を行い、議員さんに対する祝詞並びに謝辞をお

願いしたいとするものでございます。 

 また、市長のほうからは、感謝状の贈呈並び

にお祝いの言葉が贈られる予定となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま説明

が終わりましたが、質問があれば願います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、表

彰状の伝達については、６月３日の本会議開会

後に行うことといたしたいが、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） はい。御異議なしと

認め、そのように決しました。 

 それでは、被表彰者に対しての祝詞について

ですが、先例では、若任期の年少議員が祝詞を

述べることが慣例となっております。今期にお

いては、２２年度が野﨑議員、２３年度が西濵

議員、昨年度は前川議員、ことしは、先例に基

づきますと、松永議員となりますので、松永議

員に祝詞をお願いすることにしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（｢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。 

                              

◎その他 

○委員長（上村哲三君） それでは、次に、

２、その他の（１）夏季の服装について説明を

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。（１）

夏季の服装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。 

 この件につきましては、お手元に資料をお配

りしておりますが、地球温暖化対策推進本部本

部長の市長から、本年も昨年と同様に、５月１

日から１０月３１日までの間、夏の軽装──ク

ールビズ等への協力依頼が参っております。 

 具体的には、１つ目が、冷房時の温度管理、

いわゆる執務室、会議室等の設定温度を２８度

で管理すること。２つ目が、夏の軽装、いわゆ

るノーネクタイ、上着無着用とし、派手になら

ないポロシャツの着用も可能とするなどの内容

でございます。 

 つきましては、本市議会といたしまして、会

議中の軽装の取り扱いについて御協議いただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま説明

が終わりましたが、何か質問等はございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、お諮りい

たします。 

 本市議会において、１０月３１日までの間、

夏季の服装については、軽装、上着無着用、ノ

ーネクタイに努めることといたしたいが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○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。 

 その他について、何かありませんか。 

○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。済みま

せん、間違えました。 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、次

に、（２）今期最終議会の写真撮影について説

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。それで

は、今期最終議会の写真撮影について御説明申

し上げます。座りまして御説明申し上げます。 

 この件につきましては、任期満了の際の取り

扱いの慣例としまして、最終議会の最終日に、

議場においての写真撮影が実施されておりま

す。今後、臨時会の動向も見えませんが、今任

期最終の６月定例会の最終日、２４日の本会議

終了後に、議長席の後方から（委員長上村哲三

君「２６日やろう」と呼ぶ）、２６日、失礼し

ました。２６日の本会議終了後に、議長席の後

方から議席全景の写真撮影を行うかどうかお決

めいただきたいと思います。 

 なお、服装につきましてでございますが、エ

コスタイルとするか正装とするか、御協議をお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま説明

が終わりましたが、質問があれば願います。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（上村哲三君） はい、亀田委員、ど

うぞ。 

○委員（亀田英雄君） 前回どんな格好で撮っ

とっとですかね。 

○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。前回

は、議長席後方から全体の写真を撮っていただ

いておりますし、あと、服装につきましては、

エコスタイルの形で撮られております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 亀田委員、よろしい

でしょうか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、写真撮影

についての取り扱いについてはいかがいたしま

すか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（上村哲三君） はい、亀田委員、ど

うぞ。 

○委員（亀田英雄君） 前回同様でいかがでし

ょうか。 

○委員長（上村哲三君） 撮影をするというこ

とですね。 

○委員（亀田英雄君） するということで。は

い。 

○委員長（上村哲三君） はい。ほかにござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、最

終議会の写真撮影については、撮影を実施する

ということで、また、服装はエコスタイルでと

いうことでよろしいでしょうか。御異議ござい

ませんでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○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、政務活動費の精算とその取り扱いにつ

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。それで

は、政務活動費の精算とその取り扱いにつきま

して御説明申し上げます。座りまして御説明申

し上げます。 

 平成２５年度につきましては、４月２５日に

既に前期６カ月分が各会派に交付されておりま

すが、この精算事務につきましては、９月２０

日までに収支報告書を添えて御提出をいただき

ますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。ただいま説明

が終わりましたが、質問があれば願います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。それでは、政

務活動費の精算については、９月２０日金曜日

までに事務局に御提出をお願いいたします。 

 以上で本日予定いたしました案件については

終了いたしました。 

 ほかに何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） はい。なければ、本

日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１０時２９分 閉会） 
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