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議会運営委員会会議録 

 

平成２６年１２月３日 水曜日 

  午後２時４１分開議 

  午後３時０７分閉議（実時間 ２４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 

 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 

 

（午後２時４１分 開会） 

◎議会の運営に関する事項 

○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に付議案件についてを議題とし、

（１）委員会付託の（イ）議案２８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。一般質

問の後、お疲れでございますがよろしくお願い

いたします。それでは、済みませんが、座って

説明させていただきます。失礼いたします。 

 それでは１、付議案件について、（１）委員

会付託（イ）の議案２８件の御説明申し上げま

す。 

 お手元の委員会付託表（議案）をごらんいた

だきたいと思います。今回、委員会への付託予

定案件は、予算議案２件、事件議案１３件、条

例議案１３件の計２８件でございます。 

 まず、経済企業委員会でございます。議案第

１０２号・平成２６年度八代市一般会計補正予

算・第７号（関係分）についての予算議案１

件、議案第１０４号・（平成２６年度八代市簡

易水道事業特別会計補正予算・第１号）に係る

専決処分の報告及びその承認について、議案第

１０８号・（やつしろハーモニーホール）に係

る指定管理者の指定について、議案第１０９号

・（八代市働く婦人の家）に係る指定管理者の

指定について、議案第１１０号・（八代市広域

交流地域振興施設ほか１施設）に係る指定管理

者の指定について、議案第１１１号・（八代市

日奈久観光交流施設）に係る指定管理者の指定

について、議案第１１２号・（八代市産地形成

促進施設東陽交流センター「せせらぎ」ほか１

施設）に係る指定管理者の指定について、議案

第１１３号・（五家荘平家の里ほか７施設）に

係る指定管理者の指定についての事件議案７

件、議案第１１７号・八代市水産物荷さばき施

設条例の制定について、議案第１２７号・八代
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市生活館条例の一部改正について、議案第１２

８号・八代市定住センター及び農産物加工施設

条例の一部改正についての条例議案３件、合わ

せて１１件となります。 

 次に、建設環境委員会では、議案第１０２号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第７

号（関係分）についての予算議案１件、議案第

１１４号・財産の取得についての事件議案１

件、議案第１１８号・八代市道路占用料に関す

る条例の一部改正について、議案第１１９号・

八代市下水道事業の設置等に関する条例の制定

について、議案第１２０号・八代市下水道条例

の一部改正について、議案第１２１号・八代市

浄化槽条例の一部改正について、議案第１２２

号・八代市農業集落排水処理施設条例の一部改

正についての条例議案、合わせて７件となりま

す。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第１０２号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第７

号（関係分）、議案第１０３号・平成２６年度

八代市介護保険特別会計補正予算・第２号につ

いての予算議案２件、議案第１０６号・（八代

市坂本地域福祉センターほか８施設）に係る指

定管理者の指定について、議案第１０７号・

（八代市立図書館）に係る指定管理者の指定に

ついて、議案第１１５号・財産の無償譲渡につ

いての事件議案３件、議案第１２３号・八代市

地域包括支援センターの包括的支援事業の実施

に係る基準を定める条例の制定について、議案

第１２４号・八代市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例の制定について、議案第

１２５号・八代市指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部改正について、議案第１２６号・

八代市立保育園の設置及び管理に関する条例の

一部改正についての条例議案４件、合わせて９

件となります。 

 続きまして、総務委員会では、議案第１０２

号・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第

７号（関係分）についての予算議案１件、議案

第１０５号・（八代市振興センターいずみ）に

係る指定管理者の指定について、１つ飛びまし

て、議案第１２９号・（平成２６年度八代市一

般会計補正予算・第６号）に係る専決処分の報

告及びその承認についての事件議案２件、議案

第１１６号・八代市消防団員等公務災害補償条

例の一部改正についての条例議案、合わせて４

件であります。 

 なお、議案第１０２号・平成２６年度八代市

一般会計補正予算・第７号につきましては、次

のページにそれぞれ歳入の文言事項及び歳出の

款項別の詳細な付託表を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。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま丁寧に説明

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、お手元の

付託のとおり、その審査は各常任委員会に付託

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）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）陳情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） はい。続きま

して、（ロ）の陳情１件について御説明申し上

げます。お手元の請願・陳情付託先審査用（議

会運営委員会用資料）をごらんいただきたいと
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思います。横書きの資料になります。 

 定例会開会日翌日の１１月２６日午後５時ま

でに受理いたしましたのは、陳情１件でござい

ます。 

 陳情第８号・八代地域人権オンブズパーソン

制度の早期再開についてでございますが、これ

は八代市古麓町９７９－１、八代地域人権オン

ブズパーソンの名誉回復と早期再開を求める住

民の会代表、塩崎重則さんから提出されたもの

で、担当課は市民協働部の人権政策課となって

おります。 

 また、委員会への参考送付といたしまして、

前回７件を報告いたしました以降に新たにレジ

ュメ記載の２件のお願いがあっておりますの

で、合わせまして９件を関係委員会に参考送付

することに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（山本幸廣君） ただいま陳情につい

て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）質疑ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、委員会へ

の付託はどのようにいたしましょうか。（｢総

務委員会」と呼ぶ者あり）御協議お願いしたい

と思います。 

○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） 総務委員会でよろし

いんではないでしょうか。 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お手元の

別紙に基づき、決定したいと思います。 

 陳情第８号については、委員会条例では市民

協働部人権政策課の所管は、成松委員の今の発

言のとおり総務委員会となっております。付託

表は総務委員会になろうかと思いますが、この

取り扱いでよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、ただいま

御協議いただきましたとおり、本陳情１件につ

いては総務委員会に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（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、（２）市長追加提出議案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（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

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

お疲れのところ、よろしくお願いします。座っ

て説明させていただきます。 

 一般質問最終日の１２月５日金曜日に追加予

定の議案といたしましては、お手元に資料をお

配りしてございますが、Ａ４の１枚もの縦長で

ございます。平成２６年１２月定例会提出予定

議案でございまして、予算議案が７件、条例議

案６件をお願いいたしたいと思います。 

 まず、予算議案につきましては、議案第１３

０号から１３６号までは平成２６年度人事院勧

告を受けての職員給与改定等に伴う人件費関係

補正予算で、一般会計のほかに関連の特別会計

の補正予算を合わせて７件でございます。な

お、議案第１３０号の一般会計補正予算・第８

号には人件費のほかに個人事業主への報酬料金

支払いに係る所得税の源泉徴収漏れに伴う不納

付加算税及び延滞税約３９万円もあわせて計上

を予定いたしております。 

 次に、条例議案６件は、議案第１３７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１３８号から１

４１号までの４件は、人事院勧告を受けての職

員給与改定等に伴う八代市議会議員の議員報酬

等に関する条例の一部改正についてなど、議

員、市長、副市長、教育長、常勤監査員の期末
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手当の額の改定及び一般職員の給与に関する条

例の一部改正についての４件と健康保険法施行

令の改正に伴いますところの国民健康保険条例

の一部改正についての議案第１４２号でござい

ます。 

 以上が、予算議案７件と条例議案６件の追加

議案についてでございます。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） ないようであります

ので、木本総務部長、退席を求めます。 

○総務部長（木本博明君） はい。では、よろ

しくお願いします。 

（執行部 退席） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、市長追加

提出議案１３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。（｢委員会付託で」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） はい。委員会付託と

いう委員の声がありましたので、お諮りいたし

ます。市長追加提出議案１３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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 委員会付託表を配付させます。 

 書記の方々、配付してください。 

（書記、資料配付） 

○委員長（山本幸廣君） 傍聴の方、付託…

…、ありましたですね。 

 付託表漏れありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、委員会の

付託表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。（２）

市長追加提出議案１３件の委員会の付託先につ

いて御説明申し上げます。今、お配りいたしま

したお手元の委員会付託表（追加議案）をごら

んいただきたいと思います。 

 まず、経済企業委員会では、議案第１３０号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第８

号（関係分）についての予算議案１件となりま

す。 

 次に、建設環境委員会では、議案第１３０号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第８

号（関係分）、議案第１３３号・平成２６年度

八代市公共下水道事業特別会計補正予算・第１

号、議案第１３４号・平成２６年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計補正予算・第１

号、議案第１３５号・平成２６年度八代市浄化

槽市町村整備推進事業特別会計補正予算・第１

号についての予算議案４件となります。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第１３０号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第８

号（関係分）、議案第１３１号・平成２６年度

八代市国民健康保険特別会計補正予算・第２

号、議案第１３２号・平成２６年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第３号についての予算

議案３件、議案第１４０号・八代市教育委員会

の教育長の給与等に関する条例の一部改正につ

いて、議案第１４２号・八代市国民健康保険条

例の一部改正についての条例議案２件、合わせ

て５件となります。 

 次に、総務委員会では、議案第１３０号・平

成２６年度八代市一般会計補正予算・第８号

（関係分）、議案第１３６号・平成２６年度八

代市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算・第

１号についての予算議案２件、議案第１３７号

・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、議案第１３９号・八代市

長等の給与に関する条例の一部改正について、
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議案第１４１号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例の一部改正についての条例議案、合

わせて５件になります。 

 最後に、議会運営委員会でございますが、議

案第１３８号・八代市議会議員の議員報酬等に

関する条例の一部改正についての条例議案１件

でございます。 

 なお、議案第１３０号・平成２６年度八代市

一般会計補正予算・第８号につきましては、次

のページにそれぞれ歳入の文言事項及び歳出の

款項別の詳細な付託表を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。 

 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） 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 恐らく、委員長の後、

この後あっとでしょうが、議運の日程はいつに

なってるんですか。予定ですが。 

○委員長（山本幸廣君） 小会します。 

（午後２時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５９分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 質疑ありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（古嶋津義君） はい。一つだけ。は

い。桑崎局長に、採決のときですが、条例議案

の第１３８号から第１４１号まで１本ずつ採決

をお願いをしたいと思います。反対しますの

で。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ほかにありま

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） それでは、その審査

付託表のとおり、各常任委員会及び議会運営委

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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、議案第１３８号・八代市議会議員

の議員報酬に関する条例の一部改正について

は、議会運営委員会に付託と御決定いただきま

したが、その開催日を御協議いたします。御協

議願います。（委員中村和美君「委員長案。委

員長、何かありますか」と呼ぶ者あり）ありが

とうございます。中村委員から、委員長案とい

う声が出ましたので、それではお諮りいたしま

す。 

 議会運営委員会を１２月１２日金曜日（｢１

２月１２日」と呼ぶ者あり）１２日金曜日午前

１０時開催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）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。 

 あ、広報。広報やね。（｢広報はその後すっ

たい」「小会」「小会せぬば」と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午後３時０１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０２分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 次に、（３）その他について、何かありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

                              

◎その他 

○委員長（山本幸廣君） 次に、２のその他の

（１）委員の派遣承認要求についてお諮りしま

す。 

 小会いたします。 

（午後３時０３分 小会） 



 

－6－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０４分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 本委員会の管外行政視察につきましては、さ

きの委員会で日程を来年の１月２０日火曜日の

週とお決めいただいたところでございますが、

調整の結果、視察先、日程については、１月２

０日火曜日から２２日木曜日の２泊３日の３日

間とし、１月２０日火曜日に香川県丸亀市、１

月２１日水曜日に愛媛県西条市及び新居浜市と

し、議長宛てに本委員会の所管事務調査３件を

もって派遣承認の手続を行いたいと思います

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（山本幸廣君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 ほかに何かありませんか。 

○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。済みま

せん。その他についてということで、熊本県後

期高齢者医療広域連合議会議員選挙の件でござ

います。 

 本件につきましては、来年の平成２７年２月

１４日から平成２９年２月１３日までの２年間

の任期を有する熊本県後期高齢者医療広域連合

議会議員の熊本県市議会議長会枠、いわゆる団

体枠といたしまして、本市議会に対し１名の推

薦依頼がございましたことから、この取り扱い

について、１０月１７日の各派代表者会で協議

がなされまして、本市議会では橋本議長をもっ

て推薦することとされ、ついては熊本県市議会

議長会会長市である熊本市に１０月２０日付で

通知をいたしたところでございます。 

 その結果、先週、１１月２６日付で橋本議長

に対しまして当選告知書及び当選証書が第５回

熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙選

挙長から交付されましたこととあわせまして、

今お配りいたしておりますとおり、当選者の名

簿が送付されてまいりましたので、ここで御報

告をいたしておきます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 橋本議長は御出席で

ありますが、当選おめでとうございます。御活

躍を心からお祈りし、ほかに何かありません

か。（｢なし」「この場に橋本議長がおられま

すので」と呼ぶ者あり）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） ほかになければ、以

上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後３時０７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１２月３日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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