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議会運営委員会会議録 

 

平成２６年１２月１７日 水曜日 

  午前９時００分開議 

  午前９時１９分閉議（実時間 １６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．議会運営委員会の閉会中継続調査の申し出

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００分 開会） 

◎本日の議事日程について 

○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） 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたしま

す。 

 まず、本日の議事日程についてを議題とし、

委員長報告の議案４１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、１、本日の議事日程についての

（１）委員長報告、（イ）議案４１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（桑崎雅介君） お手元の平成

２６年１２月定例会議事日程（第７号）をごら

んいただきたいと思います。 

 まず、日程第１から日程第４１までの市長提

出案件４１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及び議会運営委員

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の委員

長報告、報告に対する質疑、その後、討論とな

り、現時点で幸村議員から議案第１１０号に関

して、野﨑議員、笹本議員から議案第１３８号

から議案第１４０号までの３件について反対討

論、また古嶋議員から同じく議案第１３８号か

ら同第１４０号までの３件について賛成討論の

通告があっております。 

 次に、採決に当たりましては、日程第１・議

案第１０２号は単独で起立採決となります。日

程第２・議案第１０３号は単独で挙手採決、日
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程第３・議案第１０４号は単独で挙手採決、日

程第４・議案第１０５号から日程第５・議案第

１０６号までの２件は一括して挙手採決、日程

第６・議案第１０７号は単独で挙手採決、日程

第７・議案第１０８号から日程第８・議案第１

０９号までの２件は一括して挙手採決、日程第

９・議案第１１０号・八代市広域交流地域振興

施設、八代市松中信彦スポーツミュージアムに

係る指定管理者の指定についてでございます

が、委員長報告は否決でございますので、本会

議での採決の際は、原案について賛成か否かを

諮ることになり、ついては単独で起立採決とな

ります。日程第１０・議案第１１１号から日程

第１２・議案第１１３号までの３件は一括して

挙手採決、日程第１３・議案第１１４号は単独

で挙手採決、日程第１４・議案第１１５号は単

独で挙手採決、日程第１５・議案第１１６号は

単独で挙手採決、日程第１６・議案第１１７号

は単独で挙手採決、日程第１７・議案第１１８

号から日程第１８・議案第１１９号までの２件

は一括して挙手採決、日程第１９・議案第１２

０号は単独で挙手採決、日程第２０・議案第１

２１号から日程第２１・議案第１２２号までの

２件は一括して挙手採決、日程第２２・議案第

１２３号から日程第２４・議案第１２５号まで

の３件は一括して挙手採決。（｢１２５」と呼

ぶ者あり）あ、議案第１２５号までの３件は一

括して──、（｢１２５」「もう一回前に」と

呼ぶ者あり）あ、済みません。日程第２２・議

案第１２３号から日程第２４・議案第１２５号

までの──、（｢１２５」と呼ぶ者あり）１２

５号までの３件は一括して挙手採決。失礼しま

した。（｢３件一括」と呼ぶ者あり）はい。日

程第２５・議案第１２６号は単独で挙手採決、

日程第２６・議案第１２７号から日程第２７・

議案第１２８号までの２件は一括して挙手採

決、日程第２８・議案第１２９号は単独で挙手

採決、日程第２９・議案第１３０号は単独で起

立採決となります。日程第３０・議案第１３１

号から日程第３２・議案第１３３号までの３件

は一括して挙手採決、日程第３３・議案第１３

４号から日程第３５・議案第１３６号までの３

件は一括して挙手採決、日程第３６・議案第１

３７号は単独で挙手採決、日程第３７・議案第

１３８号は単独で起立採決となります。日程第

３８・議案第１３９号は単独で起立採決となり

ます。日程第３９・議案第１４０号は単独で起

立採決となります。日程第４０・議案第１４１

号は単独で挙手採決、最後に、日程４１・議案

第１４２号は単独で挙手採決となります。 

 また、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） 局長からただいま説

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）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 次に、市長追加提出

議案３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。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。 

 本日、追加提出議案といたしまして、人事議

案３件をお願いいたします。 

 封筒に入っております資料、その４をお願い

いたしたいと思います。 

 議案その４、議案第１４３号から第１４５号

までの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名が来年、平成２７年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
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て、委員候補者を法務大臣に推薦するものでご

ざいます。その３名は、いずれも今回は再任で

ございます。 

 まず１ページをお願いいたします。 

 １ページ、議案第１４３号の中村正義氏は、

豊原下町にお住いの７４歳の男性でございまし

て、旧天草郡や旧八代郡市の小中学校に勤務さ

れまして、平成１４年３月に教職を退職された

後、平成１５年４月から人権擁護委員をお引き

受けいただき、現在、４期目をお務めの方でご

ざいます。 

 次に、２ページ、お願いいたします。 

 ２ページ、議案第１４４号の福島ヒサ子氏

は、松江町にお住いの７３歳の女性で、わらび

保育園や中九州短期大学の非常勤講師、それか

ら熊本家庭裁判所八代支部家事調停委員などを

勤務された後、平成１８年４月から人権擁護委

員をお引き受けいただき、現在、３期目をお務

めの方でございます。 

 次に、３ページでございますが、議案第１４

５号の廣松泰子氏は、鏡町貝洲にお住いの５７

歳の女性で、現在、鏡町の貝洲加藤神社の宮司

職として、また、保護司や熊本県神社庁八代支

部の副支部長なども務められ、平成２１年４月

からは人権擁護委員を引き受けいただき、現

在、２期目をお務めの方でございます。 

 以上が追加予定議案でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま総務部長よ

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」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、ここで木本総務部長は退席をお願いいた

します。 

○総務部長（木本博明君） はい。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、すなわち人事案件３件についての委

員会付託について御協議いただきたいと思いま

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） それでは、お諮りい

たします。 

 市長追加提出議案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、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） はい。（３）

議員提出発議案１件について御説明申し上げま

す。 

 お手元に発議案１件を配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。 

 発議案第５号・熊本県及び八代市の林業を活

性化し、健全な森林の保全を求める意見書案に

ついてでございますが、去る１２月１１日、松

永純一議員外２１名から提出されたものであり

ます。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま議員提出発

議案１件について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」「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

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） それでは、お諮りい
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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」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、副議長辞職の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。（４）

副議長辞職の件について御説明申し上げます。 

 本件につきましては、さきの１２日の本委員

会で申し上げましたとおり、田中安議員から副

議長の辞職願が議長に提出され、受理されまし

たことから、本日の本会議においてお諮りする

ものでございます。 

 議事の進め方といたしましては、先ほどの説

明と重複いたしますが、開会後、各委員長から

の報告、質疑、討論、採決及び追加議案となり

ます人事議案、議員発議案などの質疑、討論、

採決が終わりました後、日程を追加し、副議長

の辞職の件を議題に供し、辞職が許可されます

と、さらに日程を追加し、選挙を行うことにな

ります。 

 なお、本日の投票の際、田中議員には場合に

よっては職員の補助者をおつけしたり、また、

投票箱を演壇の階段下までお持ちすることもあ

りますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 このようなことで本日は進めさせていただき

たいと思いますが、ここで会議規則第３１条に

より、本日の選挙の際の立会人の御決定をお願

いいたしたいと思います。これまでの例といた

しましては、３人をお決めいただいているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） この件について、質

疑等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、立会人の

選任について御協議願います。３名の立会人の

方々。 

○委員（成松由紀夫君） はい。委員長、腹案

は何かございますか。 

○委員長（山本幸廣君） 今のところ何も考え

ておりません。（笑声） 

 どういたしましょうか。 

○委員（古嶋津義君） 前回はどう──。前回

はどのようにされましたですか。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ちょっと小会

いたします。 

（午前９時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前９時１６分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 お諮りいたします。 

 立会人を古嶋議員、成松議員、幸村議員の３

名にお願いしたいと思いますが、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、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（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。わかり

ました。 

 それでは、（イ）陳情、（ロ）調査につきま

して一括して御説明申し上げます。 

 平成２６年１２月定例会議事日程第７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・調査の申し出のあ
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った案件を記載いたしておりますが、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、文教福祉委員会では所

管事務調査２件、総務委員会では陳情２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。 

 以上、閉会中の継続審査・調査案件は１３件

となる予定でございます。 

 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）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 次に、その他につい

て何かありませんか。（｢なし」「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調査の申し出に

ついて 

○委員長（山本幸廣君） 次に、議会運営委員

会の閉会中継続調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、継続調査を申し

出たいと思いますが、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） 異議がなしと認め、

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

て何かありませんか。（｢ありません」と呼ぶ

者あり） 

○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。八代市

議会からの八代市の活性化に向けての政策提言

についてでございます。 

 本件につきましては、１１月１８日の議会運

営委員会でもお話し申し上げましたところでご

ざいますが、その後、各派代表者会でその提言

内容の取りまとめが終わりまして、本日、午後

１時から各派代表者会のメンバーで市長に対し

まして提言を行う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。 

 なお、この提言内容につきましては、全協で

配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（山本幸廣君） ただいまの報告につ

いては、御承知おき願います。 

 何かありませんか。（｢なし」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） 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１９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１７日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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