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議会運営委員会会議録 

 

平成２６年１１月１８日 火曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午前１０時４２分閉議（実時間 ３６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．１２月定例会の運営について 

１．持ち帰り協議事項について 

 （１）海外行政視察について 

１.その他 

 （１）管外行政視察 

 （２）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 
 
  議会事務局理事兼 
           國 岡 雄 幸 君 
  次長 

                              

○記録担当書記    國 岡 雄 幸 君 

小 山 貴 晴 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

◎１２月定例会の運営について 

○委員長（山本幸廣君） 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、議会運営委員会を開会いたしま

す。 

 まず１に、１２月定例会の運営についてを議

題とし、（１）付議案件の（イ）委員長報告１

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。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、（イ）委員長報告１２件につきま

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。（｢どうぞ」と呼ぶ者あり） 

 失礼いたします。 

 平成２５年度八代市一般会計及び特別会計歳

入歳出決算１２件についてでございます。 

 本件につきましては、さきの９月定例会で設

置されました決算審査特別委員会に付託審査さ

れておりましたが、去る１０月９日決算議案１

２件の審査が終了した旨、同特別委員会委員長

から審査報告書がまいっておりますので、この

審査の経過並び結果について開会日に、田方芳

信委員長より委員長報告がございます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 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）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
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ので、次に（ロ）市長提出案件２７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。 

 １２月定例会に、当初提出予定の議案は２７

件でございます。 

 内訳は、お手元に配布してございます平成２

６年１２月定例会提出議案にありますように、

予算議案が２件、事件議案が１２件、条例議案

が１３件の合計２７件でございます。 

 まず、予算議案の２件でございますが、平成

２６年度の一般会計補正予算（第６号）と介護

保険特別会計補正予算（第２号）の２件でござ

います。 

 その一般会計補正予算額は、７９７７万１０

００円、約８０００万円を予定いたしておりま

す。 

 その主なものは、耐震改修促進法の改正によ

りまして、市内の民間建築物２件の耐震診断費

用の一部を補助する要緊急安全確認大規模建築

物耐震診断事業に約１０５０万円、それから、

安定的に運航させるため鉄道基盤整備等の維持

管理に係る経費について、肥薩おれんじ鉄道株

式会社へ補助する並行在来線経営分離対策事業

に約１０１０万円、県の緑の産業再生プロジェ

クト促進事業補助金を活用した大型の高性能林

業機械購入に対する助成経費約７６０万円な

ど、国・県の補助金等を活用した補助事業関係

で約５２２０万円。それからまた、勤労青少年

ホーム、勤労福祉会館解体事業での不足補填の

経費約１２４０万円や、坂本町西鎌瀬地区の防

火水槽設置及び県道中津道八代線の道路拡幅に

係る坂本町大門地区消防格納庫の撤去移設経費

約７１０万円など、単独事業関係で約２６７０

万円、合わせまして７９７７万１０００円、約

８０００万円の補正をお願いするものでござい

ます。 

 次に、事件議案の１２件につきましては、平

成２６年度の簡易水道事業特別会計補正予算第

１号に伴う専決処分の報告及びその承認につい

ての議案第１０４号、それからまた、議案第１

０５号から１１３号までは、市内の各福祉セン

ターや市立図書館など２６施設の管理運営を委

託するための指定管理者の指定についての９

件、それから、議案第１１４号は、環境センタ

ー建設用地購入に伴う財産の取得について、議

案第１１５号は、鏡町にあります北新地保育園

の民営化に伴い、園舎を譲渡するための財産の

無償譲渡についてで、合わせて１２件の事件議

案でございます。 

 次に、条例議案は１３件でございまして、議

案第１１６号の消防団等公務災害補償条例の一

部改正、議案第１１７号・水産物荷さばき施設

条例の制定など、議案第１２８号まで、所要の

処置のための関係条例の制定と一部改正の合計

１３件でございます。 

 以上が、１２月定例会の開会日に提出予定の

議案２７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） 総務部長の説明が終

わりましたが、何か質疑等ありませんか（｢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） ないようであります

ので、次に（ハ）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（山本幸廣君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい、今回はござ

いません。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何か質疑等ありませんか。（｢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） 
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○委員長（山本幸廣君） 次に、（ニ）請願・

陳情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。それで

は（ニ）請願・陳情について御説明申し上げま

す。 

 現在までに受理いたしました請願・陳情は現

在ございません。なお、委員会の参考送付分と

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、このレジュメ、協議事項に記載の

７件を受理いたしておりますので、関係委員会

へ参考送付させていただきたいと思います。 

 この中に、新庁舎建設予定地に関する要望が

３件ございますが、八代商工会議所、八代経済

開発同友会、一般社団法人八代青年会議所か

ら、それぞれ、中心市街地内を予定地として決

定願いたいとの内容で提出されたものでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） 事務局長より説明が

終わりましたが、何か質疑等ありませんか。

（｢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） 次に（２）市長追加

提出予定案件１６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。追加提出予

定議案といたしましては、一般質問最終日に予

算議案７件、条例議案６件を、また定例会最終

日に人事議案３件を予定いたしております。 

 まず、一般質問最終日提出の予算議案７件

は、議案第１２９号から第１３５号まで、平成

２６年度の人事院勧告を受けての職員給与会計

等に伴う人件費関係補正予算で、一般会計と関

連の各特別会計補正予算合わせて７件でござい

ます。 

 また、条例議案５件は、議案第１３６号の組

織機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について、また、議案第１３７号から第

１４０号までの４件は、人事院勧告を受けての

職員給与等の改定に伴う議員、市長、副市長、

教育長、常勤監査員の期末手当の額の改定、そ

れから一般職の職員の給与に関する条例の一部

改正についてでございます。 

 それから、最後に、健康保険法施行令の改正

に伴う国民健康保険条例の一部改正についての

議案第１４１号でございます。 

 それから、また、定例会最終日の追加提出と

しまして、議案第１４２号から１４４号まで人

権擁護委員候補者の推薦についての３件でござ

います。 

 これは、人権擁護委員２１名のうち３名が平

成２７日３月３１日をもって任期満了のため、

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。 

 以上が追加予定議案でございますが、なお、

御承知のとおり衆議院の解散が今週中、そし

て、総選挙が来月の１４日決定となるような状

況でございまして、そうなりました場合には、

投票予定日までに１カ月足らずの限られた時間

内に膨大な準備作業を行いまして、万全の態勢

で臨むためには、一刻も早く予算を裏づけとし

た各種の契約、個人、団体との契約が必要でご

ざいますので、状況ではございますけれども、

選挙執行経費の補正予算の専決処分を、解散が

決定しましたら専決処分をさせていただきまし

て、一般質問最終日に事件議案として提出した

いと考えております。 

 あわせまして、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（山本幸廣君） 説明が終わりました

が、何か質疑等はありませんか。（｢１ついい

ですか」と呼ぶ者あり）はい。 
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○委員（亀田英雄君） 追加提出予定議案、１

２９号の部分で、人件費が主な話ですよね。

（総務部長木本博明君「はい」と呼ぶ） 

 で、今回１２月議会に提案される事業費は、

もう冒頭の提案８０００万円程度ということで

理解してよかですかね。（総務部長木本博明君

「はい」と呼ぶ） 

○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、そうでござ

います。 

○委員長（山本幸廣君） それでよろしいです

か。どうぞ。よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 了解しました。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。（｢なし」と呼ぶ者あり）ほかに質疑

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、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（山本幸廣君） 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、１１月２５日火曜日、午

前１０時からお願いしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） 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。（｢委員長・副委

員長一任。委員長案お願いします」と呼ぶ者あ

り） 

 委員長腹案というお声をいただきましたの

で、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（山本幸廣君） 配付漏れはありませ

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） 念のため、事務局よ

り説明をいたさせます。はい、どうぞ。 

○議会事務局理事兼次長（國岡雄幸君） 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） 

 議会事務局の國岡でございます。 

 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１２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。済みません

が、座って御説明いたします。 

 まず、１１月２５日火曜日の午前１０時が開

会ということでございます。翌日２６日水曜日

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、１

２月１日月曜日から４日木曜日までが質疑・一

般質問、翌５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。 

 翌週から委員会でございますが、８日月曜日

が経済企業委員会、９日火曜日が建設環境委員

会、１０日水曜日が文教福祉委員会、１１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、１２月１７日水曜日

午前１０時から本会議開会ということでござい

ます。 

 議会運営委員会、全員協議会の開催について

でございますが、開会日の１１月２５日、午前

９時から議会運営委員会、９時３０分から全員

協議会となります。また、１２月３日本会議の

一般質問終了後、議会運営委員会となります。

最終日の１２月１７日でございますが、午前９

時から議会運営委員会、午前９時３０分から全

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（山本幸廣君） ただいまの腹案につ

いて何か御意見等ございませんか。（｢ありま

せん」と呼ぶ者あり）ありませんか。 
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（｢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。 

 １２月定例会の会期は、１１月２５日から１

２月１７日までの（｢１７日です」と呼ぶ者あ

り）１７日までの２３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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 総務部長、どうぞご退席、結構でございま

す。（総務部長木本博明君「はい、ありがとう

ございました。よろしくお願いします」と呼

ぶ） 

（執行部 退席） 

○委員長（山本幸廣君） 次に、（４）その他

について何かございませんか。 

 ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

                              

◎持ち帰り協議事項について 

 （１）海外行政視察について 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、委員長より、次に、持ち帰り協議事項に

ついてでありますが、さきの議運から持ち帰り

協議となっております（１）の海外行政視察に

ついてを議題といたします。 

 この件につきましては、さきの議運で政務活

動費を活用してのポートセールス及び友好都市

等に限定した凍結解除を望む意見、現状では市

民感情に配慮し、凍結解除は時期尚早との意見

等があっております。 

 前回に引き続き、各会派で御協議いただいた

結果について御報告をいただきたいと思いま

す。 

 最初に、自由民主党礎の成松代表。 

○委員（成松由紀夫君） はい。一貫してうち

の会派ではポートセールス、そして、今、い業

の状況も含めて、そしてまた、市長が今、トッ

プセールスで台湾、韓国等々にも大変ですね、

頑張っておられますので、そういった意味では

議会としても、きちんとした形でですね、今、

自費で行かれてる方も一部いらっしゃるような

こともありますが、やはり、議会全体でそうい

った現地の視察等々もしっかりやってですね、

取り組んでいくべきだというようなことでござ

います。 

○委員長（山本幸廣君） 解除の方向でよろし

いですね。 

○委員（成松由紀夫君） 凍結解除でお願いし

ます。 

○委員長（山本幸廣君） 解除のほうですね。 

 次に、改革クラブの亀田代表お願いいたしま

す。 

○委員（亀田英雄君） はい。執行部からその

ような要請があれば、それはやぶさかじゃない

と。ですが、やっぱり市民感情もあって、議会

の凍結解除というのはいかがなもんかという意

見でございます。 

○委員長（山本幸廣君） はい、それは、解除

は時期尚早ということですね。 

○委員（亀田英雄君） はい。時期尚早です。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、自由民主党の

絆の鈴木田代表代理お願いいたします。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。これは以前か

ら要求しておりましたけれども、やはり、公務

で行く海外視察というのは非常に勉強になる部

分があるかなというふうに感じております。だ

から、凍結解除の方向でいっていただきたいと

思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。次に、自由民

主党和の古嶋代表お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） はい。今、鈴木田委員

から意見が出ましたが、特に、台湾等について

ちょっとポートセールス的なものもありますの

で、できれば解除で願いたいということでござ
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います。 

○委員長（山本幸廣君） 次に、新生会の百田

代表、お願いいたします。 

○委員（百田 隆君） はい。この前、委員長

から帰ってから皆さんの意見を聞いて、それを

報告するようにというようなお話でございまし

たし、それに加えて、前垣議員と一昨日話をし

ました。 

 皆さんの意見は大方２つに分かれるわけです

が、反対というわけじゃないんですけれども、

公費で行く以上、実績を示してくれないかとい

う意見がありました。 

 そして、もう一つはですね、賛成の人は、

今、企業その他についてもグローバル化してい

るから、見聞を広めるということは、それは公

費で行ったっていいんじゃないかという意見で

ございましたので、私たちの会派としまして

は、この委員会の皆さん方の意向に従っていこ

うというふうに決めました。 

○委員長（山本幸廣君） 最後に、連合市民ク

ラブの野﨑代表お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） はい。時期尚早という

ことで。 

○委員長（山本幸廣君） ほかの委員の方御意

見等ありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 私も前の議運の会議の

時言いましたけども、一般市民の方々が自分た

ちが海外行って調査をするのは本当に大変なん

だ、そういう立場を持っておられる方が行って

見聞を広めて、市に対して意見を申し述べてい

くのが当然じゃないかというのが、私の近くの

市民の皆さんの意見でございますので、当然、

私たち調査を目的としても、凍結解除でやって

いくべきだろうというふうに考えます。 

○委員長（山本幸廣君） ほかの委員の方、何

か御意見がありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今あの、福嶋委員か

らございましたが、確かに市民感情云々という

のも、全体的なことでですね、配慮しながらと

いうような気持ちはわからんでもないんです

が、今、福嶋委員、い業議連会長の立場で多分

おっしゃられたと思いますけれども、い業、

今、生産者等々の中でですね、逆に、イ業振興

議連であったり、議員さん、議員の皆さん方、

ちょっと中国に行ってちゃんと見てきてくれん

かというような話が、もうこれは五、六年前か

らずっとあっておりまして。 

 で、例えば、寧波に行ってしっかり現地を見

ると、偽装の「ひのみどり」をシーソーと呼ん

でこづんであったり、やっぱりそういったこと

をきちんとこう目にするわけですね。 

 で、目にして、生産者とかいろいろとイグサ

関係の方々、現地に行って見てるのを、議員、

とにかく見てくださいという、そういう市民か

らの要請もあって、現地に行って、そして、そ

れを確認して、そして、そういったことが、ま

た、金子代議士等々頑張っておられます景品表

示法の公正競争規約であったり、当時の坂田市

長が国に要望していったりというようなこと

で、今の流れに来ているようなこともございま

す。 

 今度、寧波が少し都市化になって少なくなっ

てきた。そうなると、今度は市民の方々の中

で、イグサ関係の方ですが、今度は四川のほう

を見てくれというような要請もあります。そう

いったことをですね、一部その議員で行って云

々というよりも、やはり八代市議会のい業議連

全体で見に行くであったり、議連じゃない方で

も現地を見ると、ああこういうことになってい

るんだなということをですね、それは一例とし

てそういう場合もあるということなんですね。 
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 ですので、イグサということだけではなく

て、台湾のことであったり、古嶋団長がおっし

ゃられた、今度また市長が韓国の方にも行かれ

たりということもありますし、今度はクルーズ

船もコスタ・アトランティカのような大きなや

つも来ましたが、今後はもっともっと可能性と

して大きなクルーズ船が来るようなところを、

中村市長がトップセールスをされてるわけなん

ですよね。 

 やはりそういうことを考えると、市民感情は

無視はしちゃいけませぬが、配慮をしていきな

がら、やはり、議会も議会としての、そういっ

たセールスといいますか、そういったことはき

ちんとやりながら、そして、また、現地の調

査、現況というものを、しっかり把握しておく

べきだというふうに考えておりますので、市民

感情は無視するということではなくて、市民感

情には配慮しつつ、やはり、政務調査費等で、

今、会派で行っている部分を今度は、中国であ

ったり韓国であったり台湾であったりというこ

との調査をしっかりするようなことが、やる必

要がある時期じゃないかなというふうに考えて

おりますので、よろしく御配慮のほどをお願い

したいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

せんか。 

○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） はい。簡単にいきま

す。八代港重点課題として、行政としてもやっ

ておられると思います。八代港を世界に広め

る、また、世界から八代港を利用する、そし

て、九州の拠点として八代港を発展させるため

には、やっぱり、海外を、情勢を知らなくては

いけない。 

 海外に行って、セールスもしなくちゃいけな

いというときは、トップだけ行くんじゃなく

て、やっぱり議会としてもですね、市民の代表

として、反対に言えば、行くということも責任

であろうというふうに私は思いますので、ぜひ

解除していただいて、まあ、それでも行かなけ

れば幾らかは個人負担でも結構じゃないかとは

思いますが、そのぐらいの気力がないと八代は

発展しないと思いますので、どうぞ御理解をお

願いしたいと私はこのように思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 他市の状況を調査した

らどうですか。 

○委員長（山本幸廣君） しばらく小会いたし

ます。 

（午前１０時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

○議会事務局理事兼次長（國岡雄幸君） は

い。海外行政視察に関して、県下の状況でござ

います。 

 熊本市につきましてはですね、海外行政視察

に関する何らかの取り決めというのはございま

せん。ただ、別途事業化いたしましてですね、

公費、いわゆる、おそらく議会費で組んである

のかどうか、ちょっとそこまで調べておりませ

おりませぬけれども、公費で実施をされている

経緯がございます。 

 人吉市につきましてはですね、海外行政視察

に関する取り決めがございます。これは、凍結

するという取り決めでございます。人吉市につ

きましては。 

 それと、荒尾市につきましては、何も海外行

政視察に関する取り決め等はありませんで、今

まで海外行政視察に行かれた実績もないという

ことでございます。 

 それと、水俣市に関しましては、海外行政視
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察に関する取り決め、いわゆる凍結の取り決め

がございまして、近年、当然、実績はないとい

うことでございます。 

 それと、玉名市議会につきましては、海外行

政視察に関する取り決めについてはございませ

んで、近年行かれた実績もないということでご

ざいます。 

 天草市につきしては、海外行政視察に関する

取り決めはございません。ただ、今の期の改選

前に、実績として１名行かれた実績がございま

すけれども、基本的には自粛という状態だそう

でございます。 

 それと、山鹿市につきましては、海外行政視

察に関する取り決め、解除の取り決めはござい

ませんで、近年も行かれた実績はないというこ

とでございます。 

 それと、菊池市につきましては、海外行政視

察については、凍結をするという取り決めがご

ざいます。 

 それと、宇土市につきましては、海外行政視

察に関する取り決めにつきましては、凍結をす

るという取り決めがございます。 

 それと、上天草市については、取り決め等あ

りません。ただ、昨年ですね、３名議員さん行

かれた実績で、これは韓国でですね、オルレ、

天草の方のハイキングですかね、何かあります

よね。オルレの関係で韓国に、昨年３名議員さ

んが行かれたということを聞き及んでおりま

す。 

 それと、宇城市の場合につきましては、取り

決めはございませんが、基本的には自粛をされ

ているという状況でございます。 

 それと、阿蘇市さんにつきましては、現在、

政務活動費がございません。で、当然、近年は

実績はないということでございます。 

 合志市につきましては、取り決め等ございま

せんで、行かれた実績もないということでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 亀田委員、よろしい

ですか。 

○委員（亀田英雄君） はい、わかりました。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 積極的に行っている自

治体はないというような、これは聞きようでし

ょうが、なふうに受けました。だから、どうし

ても初め委員長から発言求めるとき言いました

ように、必要とあらばですたい、完全に否定す

るものじゃなかっですけん、行政として必要と

いうことであれば、執行部のほうから要請があ

れば同行するというようなやり方が、私はよか

っちゃなかろうかと思うとですよね。 

 他市の状況を見ても、積極的に解禁して、解

除してしとるような状況はないと、市民感情に

も配慮しながらもですたい、進むというような

やり方は、そのようなやり方も考えてよかっじ

ゃなかというふうに考えますが。 

○委員長（山本幸廣君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 他市云々という話に

なると、そういうことが出てくると思うとです

けれども、八代の場合はですね、八代の場合は

重点港湾を抱えているということで、市長もあ

あやってやられているわけであって、執行部か

ら要請があってちなむというようなことではな

くて、やはり議会みずからですね、先ほど中村

委員が言われたように、ちょっとそこは議会独

自でもうちょっと機会を出してですね、進めて

いかないと、この間も政府要望行ってまいりま

したけれども、やはり政府要望関係に行きます

と、やっぱ国交省関係いろいろあります。特

に、港の関係のことはですね、いろいろと頭下

げて回ります。国交省、８０カ所あったですか

ね、国交省関係いろいろ回って、太田大臣にも
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御相談したり、いろいろなことで、またお会い

していただくというような状況の中で、やっぱ

り、ああいったところに触れるとですね、執行

部任せではなくて、やはり議会みずからいろい

ろなところに足を運んで、執行部とやはり両輪

のごとくですね、お願いするべきことはしてい

くべきだというふうに考えますけども、この件

は常に持ち帰りで大分引きずってますんで、そ

ろそろ、目鼻顔立ちではないですが、方向性は

決めていただきたいというふうに思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。成松委員から

方向性ということで、委員長、副委員長おりま

すが、皆さんの声を反映しながらですね、最終

的には全会一致をもって委員長としては進めて

いきたいとそのように思いますので、御理解い

ただき、同時に、この問題につきましては議員

の活動、議員生活というのは皆さん方、何期も

されておられますから、その、先人先輩がつく

ってこられて足跡をですね、しっかり見据えな

がら現実に見合った海外行政視察という、この

文字をしっかり理解していただきたい。 

 同時に、公務と公費ということを考えた中で

のですね、皆さん方がその方向性を見出してい

くと、これが市民の代表として議会がいかにリ

ーダーシップをとっていくかというのがです

ね、やはり市民目線じゃありませんけど、市民

のやはり代表でありますから、そこらあたりに

ついては十二分に意見を交わし議論をしなが

ら、最終的には皆さん方が決めていただく、こ

れは私も委員長として、副委員長にもいつもお

願いしておりますけど、この問題について持ち

帰り、持ち帰り。今、市民の方々というのはメ

ディアという、インターネット、ホームページ

も含めてありますけども、しっかりと見ておら

れます。 

 そういうことを踏まえますと、いろんな意見

はですね、大事な意見が出ておりますので、そ

こらあたり踏まえながら前向きに、この議会運

営委員会で海外視察についてはですね、検討を

していきたいと、そのように委員長思っており

ますので。きょうはこの程度にして、ひとつ持

ち帰りじゃありません。この程度にして、この

件については終わらせていただきたいと、その

ように思いますので、何か御意見ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ちょうど議長もきょ

う、御出席しておられますので、委員長から議

長もお願いしたいと思いますが、ぜひともこの

件について、このような意見が持ち帰り、持ち

帰りで意見等が出ておりますので、大変な慎重

な議論審議をいたしております。 

 そういうことで、議長にも委員会としてです

ね、この件についてもひとつ、近いうちにお願

いをいたしたいと、そのように思いますので、

よろしくお願いします。議長何かあれば御返事

ください。 

○議長（橋本幸一君） 皆さんの意見を賜って

いますと、以前の海外視察から非常に何て言い

ますか、ある程度集約されたというか、そうい

う感じを、私は今、受けております。 

 何かといいますと、それは、執行部がやろう

としている事業に対して、皆さんも非常に前向

きに、亀田委員は執行部から要請があった場合

にはというような、そういうニュアンスで言わ

れましたが、やはり今、台湾、韓国、中国とい

った、そういうひとつの港という、関しての海

外視察ということにもう絞られているというこ

とは、非常に私は、以前よりか話が進んできた

かなという、そういう思いがしております。 

 その辺をですね、今度は含めて、もうちょっ

と詰めていただければ答えが出てくるんじゃな

いかなという、そこを今、議長としては期待し

ております。 

 ありがとうございました。 

○委員長（山本幸廣君） はい。それではです
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ね、この問題につきましては、先ほど委員長が

申し上げましたように、本日の協議結果という

のは、先ほど成松委員が言われましたように、

持ち帰りという言葉になりますが、どうか引き

続き会派でですね、もう一回議論をしていただ

いて、そして、最終的にですね、再度、次回の

議会運営委員会でですね、御協議いただきたい

と、そのように思います。ぜひとも皆様方の御

協力いただきたいと思います。 

                              

◎その他 

 （１）管外行政視察について 

○委員長（山本幸廣君） 次に、３のその他の

（１）の管外行政視察についてを議題とし、当

委員会の行政視察について御協議いただきたい

と思います。しばらく小会いたします。 

（午前１０時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４０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

１月２０日ごろに視察日程に基づき、詳細な内

容につきましては事務局と協議調整の上、決定

いたしたいと思いますが、本件については委員

長に御一任願いたいと思いますが、よろしゅう

ございますか。 

（｢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。 

                              

 （２）その他 

○委員長（山本幸廣君） 最後に（２）その他

について、何かございませんか。 

○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、失礼い

たします。市長への政策提言についてでござい

ます。 

 本件に関しましては、平成１８年に地方自治

法の一部改正が行われまして、議会の権能機能

が強化され、政策立案と提言機能が議会に求め

られておりますことから、これまで、平成２２

年１２月２１日、平成２３年１２月１日に市長

への提言という形で、市長に対し要望が行われ

ているところでございます。 

 このような中に、さきの各派代表者会で改め

て市長に対して政策提言を行うことが決定され

まして、現在、各派代表者会で、その提言内容

について検討が重ねられているところでござい

ます。提言内容が固まりました後は、市長の日

程を確認いたしまして提言書をお渡しすること

とされましたので、ここで御報告をいたしてお

きます。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） 事務局長よりただい

まの件につきまして、報告ということで御理解

願いたいと思います。 

 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） ないようであります

ので、議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１０時４２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１１月１８日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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