
 

 

 

 

平 成 26 年 度 

 

八代市議会議会運営委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件 

 

１．本日の議事日程について …………… １ 

１．その他 ………………………………… ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 6 年 9 月 2 5 日（木曜日） 



 

－1－

議会運営委員会会議録 

 

平成２６年９月２５日 木曜日 

  午前９時０１分開議 

  午前９時１５分閉議（実時間 １４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．本日の議事日程について 

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 

 総務部長       木 本 博 明 君 

 議会事務局長     桑 崎 雅 介 君 

                              

○記録担当書記     國 岡 雄 幸 君 

            小 山 貴 晴 君 

 

（午前９時０１分 開会） 

◎本日の議事日程について 

○委員長（山本幸廣君） 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の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１９件、

（ロ）請願・陳情３件について説明を求めま

す。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。皆さん

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、本日の議事日程についての（１）

委員長報告、（イ）議案１９件及び（ロ）請願

・陳情３件について御説明申し上げます。済み

ませんが、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（桑崎雅介君） お手元の平成

２６年９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２２までの市長提出案件

１９件及び請願２件、陳情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。 

 なお、採決に当たりましては、日程第１・議

案第７０号及び日程第２・議案第７１号の２件

は、一括して挙手採決となります。 

 日程第３・議案７２号は、単独で起立採決と

なります。 

 日程第４・議案第７３号及び日程第５・議案

７４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７５号は、単独で挙手採決

となります。 

 日程第７・議案７６号及び日程第８・議案第

７７号の２件は、一括して挙手採決となりま

す。 
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 日程第９・議案第７８号及び日程第１０・議

案第７９号の２件は、一括して挙手採決となり

ます。 

 日程第１１・議案第８０号は、単独で起立採

決となります。 

 日程第１２・議案第８１号及び日程第１３・

議案第８２号の２件は、一括して挙手採決とな

ります。 

 日程第１４・議案第８３号は、単独で挙手採

決となります。 

 日程第１５・議案第８４号は、単独で挙手採

決となります。 

 日程第１６・議案第８５号は、単独で挙手採

決となります。 

 日程第１７・議案第８６号及び日程第１８・

議案第８７号の２件は、一括して挙手採決とな

ります。 

 日程第１９・議案第８８号は、単独で起立採

決となります。 

 日程第２０・請願第４号は、単独で挙手採決

となります。 

 日程第２１・請願第６号は、単独で挙手採決

となります。 

 日程第２２・陳情第５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） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はありませんか。（｢あ

りません」と呼ぶ者あり）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 次に、（２）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（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） 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

予定であります。 

 発議案第２号・空き家問題の解消に向けた対

策に関する意見書案でございますが、これは去

る９月１６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。 

 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

りましたが、何か質疑はありませんか。（｢な

し」と呼ぶ者あり）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、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） ほかにありません

か。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 お諮りいたします。 

 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」「ありません」と呼ぶ者あり）ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議がなければ、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２件につい

て説明を求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。（３）

議員の追加提出発議案についてでありますが、

２件ございます。 

 まず１件目でございます。発議案第３号・手

話言語法の制定を求める意見書案についてです

が、本会議で請願第６号が採択された後、その
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所管委員会であります文教福祉委員会所属の中

村和美議員ほか７名から意見書案が提出される

予定となっております。 

 次に、２件目でございます。発議案第４号・

農協改革に関する意見書案についてですが、本

会議で請願第４号が採択された後、その所管委

員会であります経済企業委員会所属の増田一喜

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） ただいま詳細にわた

る説明がありましたが、本件について何か質疑

あればお願いいたします。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２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（山本幸廣君） お諮りいたします。 

 議員追加提出発議案２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） 異議がないようであ

りますので、そのように決しました。 

 次に、（４）市長追加提出発議案の（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。 

○委員長（山本幸廣君） 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。 

 本日提出予定の決算議案は１２件でございま

す。これにつきましては、議案第８９号・平成

２５年度の一般会計並びに議案第９０号・国民

健康保険や議案第９１号・後期高齢者医療な

ど、１１件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。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） 部長の説明が終わり

ましたが、何か質疑はありませんか。ありませ

んか。（｢ありません」と呼ぶ者あり）質疑あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、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

をし、これに付託の上、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。（｢な

し」と呼ぶ者あり）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（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。それで

は、決算審査特別委員会委員のつけ出しにつき

まして、御報告申し上げます。 

 決算審査特別委員会委員のつけ出しにつきま

しては、さきの各派代表者会において、この取

扱いが協議されまして、その結果、お手元の協

議事項及び平成２６年決算審査特別委員会割当

表（案）資料に記載いたしておりますとおり、

鈴木田幸一議員、田方芳信議員、中村和美議

員、中山諭扶哉議員、成松由紀夫議員、野﨑伸

也議員、福嶋安徳議員、堀徹男議員、増田一喜

議員、松永純一議員、百田隆議員、以上１１人

のつけ出しがなされております。 

 なお、決算審査特別委員会設置及び選任につ

きましては、本会議で決算案件１２件に関しま

して、市長及び総務部長から提案理由説明の
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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まし

て、正副委員長の互選が行われる予定となって

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 事務局長より説明が

終わりましたが、何か質疑はありませんか。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 質疑がないようであ

りますので、次に、（ロ）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（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、

お手元の薄緑の封筒に入ってる資料をお願いい

たします。 

 議案その３でございまして、１ページをお願

いいたします。議案第１０１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をお

願いいたします。 

 これは、教育委員５名のうち、澤村勝士氏が

本年９月３０日をもって任期満了となられるこ

とから、その後任をお願いするものでございま

す。その後任の委員として、泉町にお住まいで

６４歳の男性、松永松喜氏をお願いしたいと考

えております。 

 松永氏は、昭和５５年４月に、旧泉村役場で

採用され、平成１７年８月の市町村合併に伴い

現在の八代市採用となりまして、平成２３年３

月に企画振興部次長を最後に定年退職、その

後、翌年の平成２４年４月から八代市体育協会

会長に就任、また、本年４月には、泉まちづく

り協議会会長にも就任されておられまして、現

在に至っておられる方でございます。 

 以上、人事案件でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はありませんか。ありま

せんか。（｢ありません」と呼ぶ者あり）質疑

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、それでは人事案件１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） お諮りいたします。 

 本人事案件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（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）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。 

 木本総務部長、退席をどうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。（５）

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２６年９月定例会議事日程（第６

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

案件を記載いたしておりますが、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、総務委員会では請願２件、陳情３

件、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きましては、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。 
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 また、決算審査特別委員会におきましては、

平成２５年度一般会計歳入歳出決算及び特別会

計歳入歳出決算の１２件につきましては、これ

から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２８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、何か質疑はありませんか。（｢あ

りません」と呼ぶ者あり）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 質疑がないようであ

りますので、次に、（６）その他について、何

かありませんか。（｢ありません」と呼ぶ者あ

り）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議会運営委員会の閉会中継続審査の申し出に

ついて 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、次に、２の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、３のその他に

ついて、何かありませんか。（｢ありません」

と呼ぶ者あり）その他、何かありませんか。 

（｢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、以上で本日の議会運営委員会を閉会いた

します。 

（午前９時１５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２６年９月２５日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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