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議会運営委員会会議録 

 

平成２５年１０月３０日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１０時４０分閉議（実時間 ３２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  山 本 幸 廣 君 

副委員長  鈴木田 幸 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

議  長  橋 本 幸 一 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 

 議会事務局長     田 上 高 広 君 

 総務部長       木 本 博 明 君 

                             

○記録担当書記     桑 崎 雅 介 君 

            嶋 田 和 博 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

◎議会の運営に関する事項 

○委員長（山本幸廣君） 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）の議案１３件、（ロ）請願１件につい

て説明を求めます。 

 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

長報告の（イ）議案１３件及び（ロ）請願１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。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ。 

○議会事務局長（田上高広君） お手元の平成

２５年９月定例会議事日程（第５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１３までの市長の提出案

件１３件及び請願１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。 

 次に、採決に当たりましては、日程第１、議

案第８４号及び日程第２、議案第８５号の２件

は一括して挙手採決となります。 

 日程第３、議案第８６号は、単独で起立採決

となります。 

 日程第４、議案第８７号及び日程第５、議案

第８８号の２件は、一括して挙手採決となりま

す。 

 日程第６、議案第８９号は、単独で挙手採決

となります。 

 日程第７、議案第９０号は、単独で起立採決

となります。 

 日程第８、議案第９１号は、単独で挙手採決

となります。 

 日程第９、議案第９２号は、単独で挙手採決

となります。 
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 日程第１０、議案第９３号から日程第１２、

議案第９５号までの３件は、一括して挙手採決

となります。 

 日程第１３、議案第９６号は、単独で挙手採

決となります。 

 次に、日程第１４、請願第３号は、単独で挙

手採決となります。 

 なお、お手元に委員会審査結果表を配付いた

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 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。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、次に、（２）議員提出発議案３件につい

て説明を求めます。 

 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。（２）

の議員提出発議案について御説明申し上げま

す。お手元に発議案を配付いたしております

が、３件提出される予定であります。 

 まず、「発議案第４号・森林吸収源対策及び

地球温暖化対策に関する地方の財源確保のため

の意見書案」についてでございますが、これ

は、去る１０月２３日、経済企業委員会所属の

増田一喜議員ほか７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、増田一

喜議員でございます。 

 次に、「発議案第５号・ホテル、旅館等建築

物の耐震化の促進に関する意見書案」について

でございまして、これは、去る１０月２４日、

建設環境委員会所属の成松由紀夫議員ほか７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、成松由紀夫議員でございま

す。 

 次に、「発議案第６号・地方税財源の充実確

保を求める意見書案」についてでございまし

て、これは、去る１０月２５日、総務委員会所

属の福嶋安徳議員ほか７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、福

嶋安徳議員でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。事務局長より

説明が終わりましたが、何か質疑ありません

か。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようでございま

すので、それでは、議員提出発議案３件につい

ての委員会付託について協議をいたします。 

 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（山本幸廣君） なしという声があり

ましたが、ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） お諮りいたします。 

 議員提出発議案３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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（３）議員追加提出発議案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（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。（３）

の議員追加提出発議案についてでありますが、

１件でございます。 

 「発議案第７号・青少年健全育成基本法の制

定を求める意見書案」についてですが、本会議

の請願第３号が採択された後、福嶋安徳議員ほ

か７名から意見書案が提出される予定となって

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま説明が終わ
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りましたが、何か質疑ありませんか。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようでございま

すので、それでは、議員追加提出発議案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。よろしいで

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） お諮りいたします。 

 議員追加提出発議案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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（４）市長追加提出議案（イ）決算案

件１２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（山本幸廣君） 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。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ。 

○総務部長（木本博明君） 本日、提出の決算

議案は１２件でございます。これにつきまして

は、平成２４年度一般会計並びに国民健康保険

や後期高齢者医療など１１の特別会計の決算事

務が完了し、また、監査委員の決算審査も終了

いたしましたので、認定をお願いするものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 木本総務部長より、

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（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お諮りい

たします。 

 市長追加提出の決算案件１２件については、

委員１１名から成る決算審査特別委員会を設置

し、それに付託の上、審査することにいたした

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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、決算審査特別委員会委員のつけ出しに

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（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。決算審

査特別委員会委員の選任につきまして御説明申

し上げます。 

 決算審査特別委員会委員の選任につきまして

は、各派代表者会において協議がなされ、その

結果、お手元の協議事項に記載しておりますと

おり、大倉裕一議員、友枝和明議員、福嶋安徳

議員、古嶋津義議員、堀徹男議員、前垣信三議

員、前川祥子議員、増田一喜議員、村川清則議

員、百田隆議員、幸村香代子議員、以上１１人

のつけ出しがなされております。 

 なお、本会議で決算案件１２件について市長

及び総務部長からの提案理由説明の後、決算審

査特別委員会が設置され、ただいま申し上げま

した委員の選任が行われ、本会議の休憩中に決

算審査特別委員会が開催され、正副委員長の互

選が行われる予定となっております。 

 また、今度の決算審査に当たりましては、さ

きの各派代表者会で、執行部から審査の進め方

について説明を聴取したところ、これまで主要

な施策の成果に関する調書及び土地開発基金の

運用に関する調書に基づき、事業内容、予算・

決算額等の説明を行っていたが、今回はこの表

題はそのままとするものの、内容についてはお

手元の資料の事務事業評価票に基づき、事務事
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業の実施、今後の方向性等の説明を行うもので

あるとの説明があり、各派代表者会でも了解が

得られたところであります。 

 なお、今回の決算審査に伴う委員長報告は、

各派代表者会でも御説明申し上げましたとお

り、１２月定例会最終日を予定いたしておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。今、田上議会

事務局長より詳細にわたる御報告がありました

が、何か質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、同委員の

選任については、報告のとおり御理解願いたい

と思います。また、ただいまの報告の中であり

ましたが、その審査の進め方については、本来

は決算審査特別委員会でお決めいただくもので

ありますが、今回から資料及び執行部の説明方

法がこれまでと異なる方法となることから、議

会運営委員会でこれを内諾いたしたいと思いま

す。 

 それでは、お諮りいたします。 

 決算審査の進め方については、主要な施策の

成果に関する調査及び土地開発基金の運用状況

に関する調書の事務事業評価票により、事務事

業の実施、今後の方向性などについて説明を行

うことに御異議ありませんか。ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（ロ）人事案件１１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（山本幸廣君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。それでは、

説明いたしますが、今お手元に、八代市議会９

月定例会議案その３がございますと思います

が。封筒の中に。済みません。 

○委員長（山本幸廣君） 決算審査のその資料

の中に入っとるそうです。（｢こっちか」と呼

ぶ者あり）はい。ありましたか。（｢はい」｢あ

りました」「済みませんでした」と呼ぶ者あ

り） 

 資料の確認をしてください。 

○総務部長（木本博明君） それでは、人事議

案は１１件をお願いいたします。 

 人権擁護委員候補者の推薦についてが６件、

教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について２件、公平委員会委員の選任につき同

意を求めることについて１件、監査委員の選任

につき同意を求めることについて２件の合計１

１件でございます。少し時間がかかりますが、

よろしくお願いいたします。 

 まず、その３の冊子でございますが、議案第

１０９号から１１４号までの６件は、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、八代地区の委員５

名、東陽地区の委員１名、計６名が本年１２月

３１日をもちまして３年の任期を終えられます

ことから、その後任の委員候補者の６名につい

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。現在、２期目、３期目の方が

それぞれ３名ずつおられますが、今回は全て再

任をお願いしたいと考えております。 

 まず、お一人目が１ページでございます。議

案第１０９号、松崎町にお住まいの６９歳の男

性、菊川保之氏でございます。菊川氏は昭和４

２年３月に大学を卒業後、翌月の４月から教職

につかれ、鏡小学校校長や八代教育事務所指導

課長、植柳小学校校長を歴任され、平成１６年

３月に退職されております。その翌年の平成１

７年１月から人権擁護委員としてお務めいただ

き、現在３期目の方でございます。 

 次にお二人目、２ページでございます。議案
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第１１０号、日奈久塩南町にお住いの６７歳の

女性、佐藤タエ氏でございます。佐藤氏は昭和

４４年３月に大学を卒業後、翌月の４月から教

職につかれ、金剛小学校を最後に平成１０年３

月に退職され、平成１２年４月から平成１５年

３月まで八代市社会教育指導員を務めておられ

ます。その後、平成１７年１月から人権擁護委

員としてお務めいただき、現在３期目の方でご

ざいます。 

 ３人目が３ページでございますが、議案第１

１１号、築添町にお住いの５６歳の女性、長廣

嘉代子氏でございます。長廣氏は昭和５２年３

月に短大を卒業後、民間企業に勤務の後、大学

に進学し、福祉関係の学部学科を平成２３年３

月に卒業、翌月の４月から熊本県立こころの医

療センターに勤務され、現在に至っておられる

方でございます。その間、平成１７年１月から

人権擁護委員としてお務めいただき、現在３期

目の方でございます。 

 ４人目が４ページでございますが、議案第１

１２号、東陽町にお住いの７１歳の女性、太江

田久子氏でございます。太江田氏は昭和３６年

３月に高等学校を卒業後、民間企業に勤務の

後、平成６年１２月から書道塾を主宰され、現

在に至っておられます。その間、合併前の旧東

陽村時代には教育委員として、また合併後は市

の社会教育委員や東陽地域の地域審議会委員な

ど勤められ、平成２０年１月から人権擁護委員

としてお務めいただき、現在２期目の方でござ

います。 

 ５人目が５ページでございまして、議案第１

１３号、高植本町にお住いの６３歳の男性、水

野潤一郎氏でございます。水野氏は昭和４６年

３月に短大を卒業後、翌月の４月から熊本鉄道

郵便局に勤務の後、八代郵便局の勤務を経て、

平成３年６月から金剛郵便局長就任、平成２３

年３月に退職されておりますが、その間ＰＴＡ

関係の役員、保護士などを歴任後、平成２０年

１月から人権擁護委員としてお務めいただき、

現在２期目の方でございます。 

 ６人目は６ページでございます。議案第１１

４号、古閑中町にお住いの５８歳の女性、寺田

公子氏でございます。寺田氏は昭和５０年３月

に短大を卒業後、その年の９月から昭和５８年

１１月まで民間企業にお勤めでございました。

その後、青少年指導員、警察協議会委員などを

歴任され、平成２０年１月から人権擁護委員と

してお務めいただき、現在２期目の方でござい

ます。 

 以上、人権擁護委員候補者６名でございま

す。 

 次に、議案第１１５号と１１６号・教育委員

会委員の任命につき同意を求めることについ

て、教育委員５名のうち、高植利邦委員及び丁

畑ひで子委員のお二人が、本年１１月１日をも

ちまして、それぞれの任期を終えられますこと

から、その後任について議会の同意を得るもの

でございます。 

 そのうちのお一人は７ページでございます

が、議案第１１５号・日奈久塩北町にお住いの

７０歳の男性、倉野敏郎氏でございます。倉野

氏は昭和３８年３月に短大を卒業後、翌月の４

月から教職につかれ、八千把小学校校長を最後

に平成１５年３月に退職され、その後、松中信

彦スポーツミュージアム館長などお務めいただ

いた方でございます。 

 もう一人の方が８ページでございますが、議

案第１１６号・古閑中町にお住いの６６歳の男

性、髙浪智之氏でございます。高浪氏は昭和４

５年３月に大学を卒業後、昭和４６年３月に旧

八代市役所に入庁され、教育委員会教育次長―

―現在の教育部長に当たりますが、を最後に平

成１９年３月に退職され、翌月の４月から平成

２２年３月まで学校給食会常務理事をお務めい

ただいた方でございます。 

 次に、議案第１１７号・公平委員会委員の選
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任につき同意を求めることについては、公平委

員３名のうち、宮﨑委員が本年１１月１日をも

ちまして４年の任期を終えられますことから、

その後任につきまして、９ページでございます

が、議案第１１７号、松江町にお住いの６４歳

の男性、加藤泰憲氏をお願いしたいと思いま

す。加藤氏は昭和４７年３月に大学を卒業後、

昭和４８年１０月に旧八代市役所に入庁され、

総務部総括審議員兼次長を最後に、平成２２年

３月に退職され、翌月の４月から平成２５年３

月まで学校給食会常務理事をお務めいただいた

方でございます。 

 次に、議案第１１８号、１１９号・監査委員

の選任につき同意を求めることについてでござ

いますが、識見を有します非常勤の渕川 紘監

査委員及び議会選出の橋本監査委員の後任につ

いて、議会の同意を得るものでございます。 

 まず、１０ページでございますが、議案第１

１８号、識見を有します非常勤監査委員につき

ましては、植柳新町にお住いで７１歳の男性、

藤崎智氏をお願いしたいと思います。藤崎氏は

昭和４０年３月に大学を卒業後、昭和４２年８

月に税理士事務所に勤務され、同年１２月に税

理士試験に合格、昭和４８年１２月から税理士

事務所を経営され、現在に至っておられる方で

ございます。 

 次に、１１ページ、議案第１１９号、議会選

出の監査委員は、坂本町にお住いで５８歳の男

性、上村哲三氏をお願いしたいと思います。上

村氏は昭和５２年３月に大学を卒業後、市町村

合併前の旧坂本村の村議会議員として平成９年

５月から平成１７年７月まで３期、合併後の八

代市議会議員として平成１７年９月から先月の

９月３日まで２期務められ、現在３期目をお務

めいただいている方でございます。 

 以上、人権擁護委員候補者６名、教育委員２

名、公平委員１名、監査委員２名、人事案件１

１件の説明とさせていただきます。どうぞ、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） 総務部長より、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（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、人事案件

１１件についての委員会付託について御協議願

いたいと思います。 

 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（山本幸廣君） お諮りいたします。 

 人事案件１１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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（５）八代市選挙管理委員会委員・同

補充員の選挙について、報告を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。八代市

選挙管理委員会委員・同補充員の選挙につきま

して御説明申し上げます。 

 この件につきましては、去る９月２０日付で

選挙管理委員会委員長から議長宛てに、選挙管

理委員会委員及び同補充員の任期が平成２５年

１０月２９日付をもって満了する旨の通知があ

りましたことを受けまして、１０月７日の各派

代表者会で協議された結果、１０月１５日につ

け出しが行われ、各派の御了承をいただいたと

ころでございます。なお、名簿につきまして

は、お手元に配付いたしておりますとおり、選

挙管理委員会委員として尾﨑信一さん、木田哲

次さん、中村安雄さん、西村壽美雄さんの４

名、同補充員として第１順位、木本博明さん、

第２順位、松永京子さん、第３順位、榎本節男
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さん、第４順位、石田清春さんの４名の方でご

ざいまして、選挙の方法につきましては、指名

推選により行われます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 事務局長より、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（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようでございま

すので、次に、（６）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（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。（６）

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。 

 （イ）の請願・陳情（ロ）の調査につきまし

ては、平成２５年９月定例会議事日程（第５

号）の後に添付いたしておりますので、ごらん

いただきたいと思います。 

 ここに閉会中、継続審査・調査申し出のあっ

た案件を記載しておりますが、文教福祉委員会

では陳情１件、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、建設環境委員会で

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。 

 また、決算審査特別委員会におきましても、

平成２４年度一般会計及び特別会計決算の１２

件につきましては、継続して審査が行われる予

定でございますので、閉会中の継続審査・調査

案件は２４件となる予定であります。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま報告が終わ

りましたが、何か御質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） なしという声であり

ますので……。ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 次に、（７）その他

について何かありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 一ついいですか。 

○委員長（山本幸廣君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今回、全国議長会から

ということで３件議案が委員会に上ったんです

が、ちょっと記憶が定かじゃなかもんですけ

ん、確認したいんですが。この件については、

議運のほうで委員会の振り分けはありましたか

ね。ちょっとその辺の記憶が定かじゃなかもん

ですけん、確認したいんですが。 

○委員長（山本幸廣君） 小会いたします。 

（午前１０時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３０分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会へ移します。 

 次に、本委員会の閉会中の継続審査の申し出

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、継続審査を申し出

をいたしたいと思います。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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎その他 

○委員長（山本幸廣君） 次に、その他につい

てですが、さきの議運の中で陳情の取り扱いが

持ち帰り協議となっておりますが、ここで本件

に関連をして、事務局からこれまでの取り扱い
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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（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。この取

り扱いにつきましては、平成２１年に３回ほど

議会運営委員会で協議がなされておりまして、

その結果といたしまして、市外から持参された

陳情においては、過去にも同様な趣旨の陳情が

なされているものの取り扱いについては、一旦

は議会運営委員会の判断により、全議員に配付

する扱いとされたものの、陳情を要望扱いとす

ることになった場合、幾つかの課題――いわゆ

る陳情者への対応、基準設定の困難性、事務処

理上の課題等もあることから、その協議結果と

して、これまでどおり市外からの持参陳情につ

いては、事務局で受け付け、所管の委員会で審

査することに決定されております。 

 そこで本件に関連しましては、さきにお配り

いたしておりました、八代市議会先例について

はお手元に、９・請願陳情の取り扱いとする資

料をお配りいたしておりますが、１４１の２と

して修正しておく必要がありますので、全員協

議会で議員にお配りし、周知したいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） それでは、ただいま

の説明を踏まえて、陳情の取り扱いについて会

派に持ち帰っての意見があれば、お願いしま

す。はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。前回の議運で、

私、議運で協議していただいたらということで

お願いしとったわけでございますけれども、

今、説明ございましたとおり、今回につきまし

てはそのとおりとさせていただいて、次回の議

会運営委員会で、再度、市外からの陳情取り扱

い、それについてもう少し、この議会運営委員

会で協議をした上で、その取り扱いをどうする

かというのを、もうちょっと煮詰めていただい

たらと思いますので。次回、お願いしたいと。

はい。 

○委員長（山本幸廣君） 今、福嶋委員からそ

のような御意見がありましたので、委員長から

でもありますが、このような決定をいたしてお

りますので、それをどうするかということにな

ってですね、今回までこのようにいろんな議論

をしてまいりましたので、この問題については

ですね、慎重なひとつ、議会運営委員会の中で

ですね、慎重審議をしていただき、今、福嶋委

員からもありましたように、次回の議会運営委

員会で審査、そしてまた結論を出したいと、そ

のように思いますがいかがでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議なしと声があり

ましたので、それではただいま説明を踏まえま

して、陳情の取り扱いについては、これまでど

おりの取り扱いということで御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 確認をさせていただ

きました。それでは、そのように取り扱わせて

いただきます。 

 ほかにありませんか。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。もう１

件ございます。議員表決申告書の件でございま

す。 

 今回も事務局から、議案を採決ごとにくくっ

た議員表決申告書をクリアファイルに入れ、議

席に配付しておきますので、採決結果記入後は

議席にそのまま置いて御退席されますよう、議

員の皆様方の御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） それではそのように

取り扱わせていただきます。 
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 ほかに何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ほかになければ、私

のほうから１点、協議願いたい事項がありま

す。 

 管外行政視察についてでございます。まず

は、視察を実施するかしないか、御協議をして

いただきたいと思います。（｢議運のですか」

「議運のですね」と呼ぶ者あり）議運のです、

はい。 

○委員（中村和美君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） 勉強が必要だと思いま

すので、ぜひ実行のほうで計画を委員長とお願

いしたいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。それでは、実

施するという中村委員からの御意見ありました

が、ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） じゃあ、実施すると

いうことになりましたので、しばらく小会いた

します。 

（午前１０時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３８分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 ただいま、御協議いただきましたとおり、来

年２０１４年１月２０日から２４日までの視察

日程に基づき、詳細な内容については、事務局

と協議し、調整の上、決定いたしたいと思いま

すので、本件の取り扱いについては、委員長に

御一任願いたいと思います。よろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 今、野﨑委員からの

質問がありました、先ほど小会のときに。配慮

しながらひとつ、委員長に一任ということであ

りがとうございます。 

 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、ほかに何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） なければ、以上で本

日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１０時４０分 閉会） 
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