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議会運営委員会会議録 

 

平成２７年６月８日 月曜日 

  午前１０時０４分開議 

  午前１０時４９分閉議（実時間 ３５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．６月定例会の運営について 

 （１）付議案件 

 （２）市長追加提出予定案件 

 （３）会期の決定 

 （４）その他 

１．その他 

 （１）新庁舎建設に伴う調査の進め方につい

て 

 （２）政府要望について 

 （３）中学生議会の実施について 

                              

○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  田 中   安 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  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       坂 本 正 治 君 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

 議会事務局長     桑 崎 雅 介 君 
 
  議会事務局 
            國 岡 雄 幸 君 
  首席審議員兼次長 
 

                              

○記録担当書記     國 岡 雄 幸 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午前１０時０４分 開会） 

◎６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）ただいまから議会運営委員会を開会いた

します。 

 それではまず、６月定例会の運営についてを

議題とし、（１）付議案件の（イ）市長提出案

件１７件について説明を求めます。 

○総務部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） はい。それでは、

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）４月より総務部

に参りました坂本でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。それでは、座って説明を

させていただきたいと思います。 

 まず、今回の６月定例会に提出予定の議案に

つきましては、委員長から今、御案内がありま

したとおり、１７件でございます。その内訳で

ございますけども、お手元にお配りをしてあり

ます平成２７年６月定例会提出予定議案の一覧

をごらんいただきたいと思いますが、予算議案

が２件、それから事件議案が１０件、条例議案

が５件、合計１７件でございます。 

 まず、それぞれの議案につきまして説明をさ

せていただきたいと思いますが、まず、予算議

案２件につきましては、岩本財務部長から御説

明をさせていただきたいと思います。 
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○財務部長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 岩本財務部長。 

○財務部長（岩本博文君） 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）財政部の岩本でございます。予算議案２

件についての説明をさせていただきます。座っ

て説明させていただきます。 

 それでは、予算議案の２件でございますが、

平成２７年度の一般会計補正予算（第１号）と

介護保険特別会計補正予算（第１号）の２件で

ございます。 

 まず、一般会計補正予算の補正額は５億８４

３０万円でございます。その主なものは、低コ

スト耐候性ハウスの導入に対して補助を行う農

業生産総合対策事業や、農業者に対し、農業用

機械や施設等を導入する際の融資残について補

助する経営体育成支援事業など、農林水産業関

係で約２億１０００万円、また私立保育所にお

いて、東陽町の太陽保育園の園舎の移転改築に

対する補助、約１億円、また国の子ども・子育

て支援新制度と放課後子ども総合プランに基づ

く放課後児童クラブへの新しい支援経費として

約４０００万円、そのほか市内一円道路改良事

業で、土木工事標準積算基準書の改訂及び労務

単価等が上昇したことに伴う工事費用不足分と

して５０００万円や、携帯電話が通じない地域

の解消を図るため、坂本町の袈裟堂地区に設置

する携帯電話基地局及び伝送路の整備を行う約

３０００万円などを予定しております。 

 次に、介護保険特別会計補正予算の補正額は

４１３万５０００円でございます。その主な内

容は、介護保険制度に伴う既存のシステム改修

経費などでございます。 

 以上が６月定例会の開会日に提出予定の予算

議案２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） ただいま岩本財政部

長より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

ので終了し、次に（ロ）先議案件はありません

か。 

○総務部長（坂本正治君） その前にようござ

いますか。済みません。 

○委員長（山本幸廣君） はい、坂本総務部

長。 

○総務部長（坂本正治君） その前に、事件議

案、それから条例議案１５件につきまして御説

明をさせていただきたいと思います。 

 まず、事件議案でございますけども、冒頭申

し上げましたように、１０件を予定をいたして

おります。議案第５５号から５７号までの３件

につきましては、平成２６年度の一般会計補正

予算などでございまして、専決処分の報告及び

その承認についてでございます。 

 それから、議案第５８号と５９号の２件につ

きましては、契約の締結についてでございま

す。 

 また、議案第６０号につきましては、財産の

減額貸付けに関する議案でございまして、議案

第６１号と６２号につきましては、公有水面埋

め立てに伴います新たな土地の確認と町区域の

変更に関する議案２件でございます。 

 さらに、議案第６３号と６４号につきまして

は、市道路線の廃止と認定に関する議案２件で

ございまして、合わせて１０件の事件議案でご

ざいます。 

 次に、条例議案でございますが、５件を予定

をいたしております。 

 一部改正議案４件、さらに新規制定議案１件

を予定をいたしております。 

 一部改正につきましては、介護保険条例、さ

らに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例、さらには教育長の職務に専
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念する義務の特例に関する条例、そして八代市

簡易水道事業給水条例の一部改正でございま

す。 

 また、新規に設置をいたします条例といたし

ましては、八代市いじめ問題対策連絡協議会条

例でございます。 

 以上が、６月定例会の開会日に提出予定の事

件議案と条例議案の１５件でございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 坂本総務部長の説明

が終わりましたが、何か質疑はありませんか。

（｢なし」「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、先ほど先議の案件につきまして委員長よ

りお願いをいたしました。 

 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） それでは、先議に

つきましてお願いをいたします。今回は２件を

お願いしたいと思っております。いずれも契約

承認の案件でございまして、第六中学校体育館

の改築工事、さらには千丁小学校校舎耐震改修

工事の２件でございます。 

 まず、六中体育館につきましては、２６年度

の国の第１次補正予算を活用した２７年度の継

続事業でありますので、年度中の完了が必要で

あるというふうに見込みまして、早期に着工を

お願いするものでございます。 

 また、千丁小の校舎につきましては、夏休み

期間中など、できるだけ子どもたちに影響が出

ない時期に集中して工事を行うために、早期に

契約を締結する必要があることから先議をお願

いするものでございます。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま説明があり

ましたが、先議案件２件、すなわち本事件案件

については、先議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） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 それでは、本２件についての委員会付託につ

いて御協議お願いをいたします。 

 付託しますか。それともどうしますか。御意

見ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今まで全て委員会付託

してきたというふうに思っております。委員会

付託でお願いしたいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） 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） 付託ということでよ

ろしゅうございますか。（｢はい」と呼ぶ者あ

り）よろしいですか。（｢はい」と呼ぶ者あ

り） 

 お諮りいたします。本２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。（｢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、

そのように委員会付託することに決しました。 

 本件については、事件案件、すなわち契約の

締結の２件でございますので、この際、委員会

の付託先について協議したいと思います。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。 

 それでは、付託先について説明を求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ
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り） 

○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） 失礼しまし

た。おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 先議案件の委員会の付託先について御説明申

し上げます。済みませんが、座りまして説明さ

せていただきます。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） ただいま先議

案件とすることに御決定をいただきました議案

第５８号、議案第５９号の事件議案２件につき

ましては、いずれも契約の締結に関する案件で

ございますので、建設環境委員会に付託するも

のでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 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。 

 はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） いや、私も、教育施

設だから文教かなと。（｢契約だから」と呼ぶ

者あり）契約だから、建設でよろしいんです

ね。確認です。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員から

質疑ありましたが、そのとおりにいたしたいと

思います。 

 それでは、本２件については、その審査を建

設環境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。 

 次に、（ハ）請願・陳情について説明を求め

ます。 

 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（ハ）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・陳情はご

ざいません。なお、委員会の参考送付分といた

しまして、協議事項レジュメに記載のとおり、

市外から郵送による４件を受理いたしましたの

で、お手元に内容のコピーを配付いたしており

ます。 

 つきましては、関係委員会へ参考送付させて

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） 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（ニ）市長追加提出予定案件２件に

ついて説明を求めます。 

 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） それでは、定例会

最終日の追加提案案件といたしましては、人権

擁護委員候補者の推薦につきまして、現在のと

ころ、２件の臨時案件を予定をいたしておりま

す。 

 ただ、現在、担当部のほうで調整中のものが

１件ございますので、この調整が早急に済みま

すと、あと１件追加をさせていただきたいと思

っております。 

 まず、現段階で予定をしております２件の人

権擁護委員の候補者の推薦でございますけど

も、泉地区の委員お二人が本年９月３０日をも

って３年間の任期満了となられますことから、

その後任の候補者につきまして、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、法務大臣に推薦をするものでござ

います。 

 なお、今回任期満了となられますお二人につ

きましては、いずれも再任をお願いするもので

ございます。 

 以上が、追加議案でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 総務部長より説明が

ありました人事案件２件についての質疑ありま

せんか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、部長から説明が

ありましたけども、もう一方の人権擁護委員の

推薦、大分、少し間が、空白があって、今、高

田の方だったですかね。その後任の調整で御苦

労されてるようなお話でありますが、高田に限

らずですね、八代市全体を見て、空白地域が結

構ありますので、そういったことも加味され

て、しっかりとした人選調整をよろしくお願い

したいと思います。どうですか、そこら辺は。 

○委員長（山本幸廣君） 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） 現在、担当部のほ

うでですね、それぞれ人選も含めて調整を行っ

ておりますので、今、御意見ありましたような

ことにつきましてはですね、十分配慮をいたし

まして人選を行いたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） はい、それでは…

…。 

 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） ということでござい

ますので、一般質問等々で意見を言わせてもら

っておりますが、なるべくですね、特定団体で

あったり、色のつかないような人選をくれぐれ

もよろしくお願いしときます。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） ここで財務部長から

発言の申し出がありますので、これを許しま

す。 

○財務部長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 岩本財務部長。 

○財務部長（岩本博文君） 災害復旧費に係り

ます補正予算の追加提案の件でございます。 

 先週の２日、３日の豪雨で発生いたしました

土砂災害の災害復旧に係る経費を、現在積算中

でございまして、現時点では議案送付するまで

の状況にございませんけれども、一般質問の最

終日までに準備ができましたら、その予算議案

を追加させていただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） 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」

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（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（坂本正治君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） はい。それでは、

招集日につきましてでございますけども、６月

１５日月曜日、午前１０時からお願いをしたい

と思います。どうぞ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、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。 

（｢委員長腹案」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 委員長腹案の御意見

が出ましたので、それでは委員長腹案を事務局

に配付いたさせます。（｢配付してあるでしょ

う」「あります」と呼ぶ者あり）はい、ありが

とうございます、気配りをいただき。 

 念のため、事務局より説明をいたします。 

 國岡議会事務局次長。 

○議会事務局首席審議員兼次長（國岡雄幸君）

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）議会事務局の國岡でござい
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ます。委員長腹案ということでございますの

で、ただいま配付してございます６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、６月１５日月曜日の午前１０時が開会

ということでございます。翌日１６日火曜日が

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、６月

２２日月曜日から２５日木曜日までが質疑・一

般質問、２６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。 

 委員会でございますが、２９日月曜日が建設

環境委員会、３０日火曜日が文教福祉委員会、

翌日７月１日水曜日が経済企業委員会、７月２

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、７月の８日水曜日、

午前１０時開会ということでございます。 

 また、議会運営委員会、全員協議会でござい

ますが、開会日の６月１５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。次に、２４日が本会議終了後、議会運営

委員会となります。最終日の７月８日でござい

ますが、午前９時から議会運営委員会、９時３

０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。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま次長のほう

から委員長の腹案を説明させましたが、御意見

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） 

○委員長（山本幸廣君） お諮りいたします。 

 ６月定例会の会期は６月１５日から７月８日

までの２４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。 

 次に（４）その他の（イ）人事異動に伴う部

課長紹介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、失礼い

たします。 

 それでは、（イ）人事異動に伴う部課長の紹

介について御説明いたします。この件につきま

しては、去る４月１日付で執行部に人事異動が

ありましたので、定例会開会前に紹介したいと

の申し出があっておりますので、開会に先立ち

まして部課長の紹介があります。 

 また、議会事務局におきましても、議会開会

初日の全員協議会におきまして、人事異動に伴

います職員の紹介をお願いしたいと思っており

ますので、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） 以上で説明が終わり

ましたが、本件については６月１５日の本会議

前に行う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。 

 次に、（ロ）全国市議会議長会永年勤続表彰

の伝達及び祝詞、贈呈者について説明を求めま

す。 

 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、全国市議会議長会永年勤続表彰の伝達及び

祝詞、贈呈者について御説明いたします。 

 本件につきましては、先ほど招集日を６月１

５日とお決めいただきましたが、開会日の翌々

日の６月１７日水曜日、東京で開かれます第９

１回全国市議会議長会定期総会におきまして、

議員表彰が行われる予定となっております。議

長がかわりに受領されることになっておりま



 

－7－

す。 

 本市議会からは、勤続年数１５年以上といた

しまして橋本幸一議員、村上議員、矢本議員が

該当者となられます。また、勤続年数１０年以

上として友枝議員、鈴木田議員が該当者となら

れます。つきましては、議会閉会日の７月の８

日にその伝達を行い、表彰をお受けの議員に対

する祝詞、並びに謝辞をお願いしたいとするも

のでございます。 

 なお、あわせまして市長のほうからは、感謝

状の贈呈、並びにお祝いの言葉が送られる予定

となっております。 

 そこで、この際の被表彰者に対して祝詞を述

べていただく方をお決めいただければと思いま

すが、先例では若任期の年少議員とされており

ますことから、昨年は中山議員でございました

ので、今回は堀議員になろうかと思われます

が、この取り扱いでよろしいか、御協議方お願

いいたします。 

 なお、表彰伝達の際の服装につきましては、

被表彰者、祝詞を述べられる議員におかれまし

ては、正装でお願いできればと思います。 

 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、質問があればお願いいたします。

（｢ありません」と呼ぶ者あり）質問ありませ

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、それでは表彰状の伝達については、７月

８日の議会開会後に行う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、祝詞については、ただいま説明が

ありましたとおり、先例では若任期の年少議員

が祝詞を述べることが慣例となっております。

説明では堀議員とのことですので、堀議員に祝

詞をお願いすることといたしたいと思います

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。 

 次に、（ハ）議場内、執行部席などの取り扱

いについて、説明を求めます。 

 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。議場

内、執行部席などの取り扱いについてでござい

ます。 

 先の組織再編に伴いまして、部の名称に変更

を生じましたので、議場内の出席職員等の席次

の表示につきましては、今定例会からお手元に

お配りいたしております資料のとおりの配置と

させていただきたいと思います。 

 また、教育委員会では、教育委員及び教育部

次長が外れましたことにより、席次に変更が生

じましたので御報告いたしておきます。 

 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

ま説明がありましたが、何か質問等ありません

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） これ、教育部次長も

外れられるということですが、大丈夫なんです

かね、答弁は。その辺の調整もしっかりできと

るちゅうことですか。 

○委員長（山本幸廣君） 成松委員の今の質問

に対して、執行部、誰か挙手を求めます。 

○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。この配

置につきましては、行政委員会である教育委員

会のほうでも十分協議がなされましてこの結果

ということでお聞きいたしております。 
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 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 成松委員、よろしい

ですか。 

○委員（成松由紀夫君） わからぬことは後で

尋ねますので。 

○委員長（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○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） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、議場内、執行部席などの取り扱いについ

ては、説明のとおりの取り扱いとすることとい

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。 

 次に、（ニ）夏季の服装について、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、夏季の服装について御説明いたします。 

 この件につきましては、お手元に資料をお配

りいたしておりますが、執行部においては、本

年も昨年と同様に５月１日から１０月３１日ま

での間にあっての夏の軽装、いわゆるクールビ

ズ等に取り組むとの通知が出されまして、その

内容といたしましては、（１）冷房時の温度管

理を２８℃とすること。（２）夏の軽装、いわ

ゆるクールビズについては、原則としてノーネ

クタイ、上着無着用とし、白など、派手になら

ないポロシャツの着用も可能とするなどの内容

となっております。 

 つきましては、お手元に配付いたしておりま

す通知文の裏面にお示しいたしておりますが、

市議会議長に対しましても同様の協力のお願い

が参っております。そこで、本市議会といたし

まして、会議中の服装の取り扱いについて御協

議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） ここで坂本総務部長

から発言の申し出がありますので、これを許し

ます。 

○総務部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） はい。それでは、

本会議中の執行部のクールビズの対応につきま

して、御報告をさせていただきたいと思いま

す。 

 現在、今、話がありましたように、市役所内

におきましては５月から１０月までの期間を、

地球温暖化対策の一環ということで、軽装を呼

びかけております。ただし、議会開催中の軽装

につきましては、議場は品格のある場所であり

まして、職員は最大の敬意を払うべきであると

いうふうな考え方から、一般の職場とは違うと

いうことで、きちんとした服装で臨もうではな

いかという話し合いを行いました。 

 そういう判断から、自発的に本会議中だけで

も上着とネクタイは着用しようというふうな申

し合わせを行いました。 

 もちろん、委員会や協議会など、本会議場以

外の場におきましては、従来どおりのクールビ

ズの軽装で臨ませていただきたいと思っており

ます。 

 以上、御報告をさせていただきます。 

○委員長（山本幸廣君） 今、夏季の服装につ

いて、総務部長より御説明がありましたが、何

か質問等ありませんか。何か質問ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今の件ですが、それは

もう部長会で十分検討されて下された話、決断

ちゅうこっですかね。 
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○総務部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 部長。 

○総務部長（坂本正治君） はい。部長会の中

でもいろいろな御意見も出ましたけども、全体

的な意見として、そもそも自分が涼しく過ごす

服装がクールビズというふうに認識をされてお

りますけども、相手に不快感を与えないという

のがそれなりの姿の大前提ではないかというこ

とで、最終的にですね、今申し上げましたよう

に、本会議中だけでも我々としては正装で臨も

うじゃないかという申し合わせに至ったところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） しばらく小会いたし

ます。 

（午前１０時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３９分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本市議会において夏季の服装については、軽

装、上着無着用、ノーネクタイに務めることと

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。 

                              

◎その他 

○委員長（山本幸廣君） 次に、（２）のその

他の（１）新庁舎建設に伴う調査の進め方につ

いて、説明を求めます。 

 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） さきに開かれ

ました各派代表者会におきまして、新庁舎建設

に伴う調査の進め方についての協議が行われま

して、その結果、他施設を含めた整備計画及び

本市の財政計画について、全議員を対象とした

全員協議会にて勉強会を開くこととされました

ので、ここに御報告申し上げておきます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） はい。ただいま報告

がございましたが、勉強会の開催日程について

は、早い時期に行っていただければと思います

が、議長、いかがでしょうか。 

○議長（橋本幸一君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 議長の発言を許しま

す。 

 橋本幸一議長。 

○議長（橋本幸一君） 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） 

 先ほど、事件案件の中で契約のほう、締結２

件について先議を御決定させていただきました

が、この中で建設環境委員会の審査が行われる

わけでございますが、この審査が行われた後、

委員長報告の作成が従来はかなり時間がかかっ

ておるわけでございますが、その間の中にこの

全協を開かせていただきまして、議員の皆さん

に先般出ました問題についての執行部からの報

告、質問等をさせていただきたいと思います

が、それでいかがですか。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま議長から、

開会日については建設環境委員会への審査が終

了し、再開までの間に全協を開催し、執行部か

らの説明を受けたいとのことであります。その

取り扱いでよろしいでしょうか。（｢はい」と

呼ぶ者あり）よろしいですか。 

 建設環境委員会の審査が終了した後ですね。

（｢はい」と呼ぶ者あり）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） ないようであります

ので、御異議なしと認め、そのように決しまし

た。 

 次に、（２）政府要望について、説明を求め

ます。 
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 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。政府要

望についてでございます。 

 毎年７月と１１月に行われております政府要

望についてでございます。今年度７月の政府要

望につきましては、お手元に配付の第３期八代

市議会議員政府要望つけ出し表のとおり、友枝

議員、増田議員、亀田議員、前垣議員の以上４

名の方が対象となられますので、よろしくお願

いいたします。 

 なお、日程につきましては、７月の９日木曜

日、７月の１０日金曜日を予定し、要望項目に

ついては、現在調整中とのことで、執行部から

後日、該当議員に要望項目等の連絡を行うとの

ことでありましたので、お知らせいたしておき

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、何か質問等ありませんか。（｢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、政府要望につきましては、関係の議員の

御理解、御協力をお願いをいたします。 

 それでは、次に（３）中学生議会の実施につ

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） 中学生議会に

ついて報告させていただきます。 

 本件につきましては、合併１０周年を記念し

て、市内各中学校の生徒の皆さん方により中学

生議会を開催いたそうとするものでございま

す。 

 それでは、お手元に配付いたしております資

料に基づきまして説明をさせていただきます。 

 １、目的といたしましては、子供たちの市政

に対する意見や要望、提案などを聞き、市政運

営の参考にするとともに、将来の八代市を担う

子供たちが身近な問題から、自分たちの暮らす

まちを見つめ直し、自分の夢や希望を提言する

ことで市政への関心を高め、まちづくりに進ん

で参画しようとする意欲をはぐくむ場とすると

いうことで、中学生議会を実施しようとするも

のでございます。 

 ２、主催といたしましては、八代市、市議

会、教育委員会での開催となりまして、対応窓

口といたしましては広報広聴課となります。 

 ３、開催日は８月の６日木曜日でございま

す。 

 ４、場所は、議会議場となります。 

 ５、参加者でございますが、八代支援学校中

学部、県立八代中学校を含めた市内の各中学校

長から推薦されました１７校から各校２名ずつ

の３４名を予定いたしております。 

 ６につきましては、研修会及び当日の流れ等

の日程を記載いたしております。 

 ７、運営についてでございますが、生徒の皆

さんが議長、副議長、質問者となり、中学生議

会を運営し、議会の疑似体験を行うもので、市

長、副市長、教育長、政策審議官、各部長が答

弁者として出席することになっております。 

 質問につきましては、中学校ごとに１項目と

し、質問時間は答弁を含めまして１５分以内と

いたしております。 

 ８につきましては、主催となっております学

校教育課、議会事務局、広報広聴課の役割分担

を示しております。 

 ９は、経費負担の内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） 事務局長より詳細に

御説明ありましたが、何か質問等ありません

か。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。議席は、足っと

ですか、３２しかなかで、議長がおって３３
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で、１人、１議席足らん。 

○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。発言席

を使わせていただいて、そこのところに座って

いただくように考えておりますが。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） よろしゅうございま

すか。今の答弁で。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） ということは、一般

質問みたいなやつは、質問というか、いろいろ

なあれは自席から、子供たちはやるんですか。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。登壇し

て行います。 

○委員（成松由紀夫君） 再質問も。（｢再質

問はなかろう」と呼ぶ者あり）再質問はなし。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） 再質問はあり

ません。 

○委員（成松由紀夫君） ないですね。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 委員長からです。

今、成松委員から出ましたように、内容につい

てはですね、よろしければまとめた中で御説明

を、できる範囲で。 

 坂本総務部長、どうぞ。 

○総務部長（坂本正治君） 再質問はございま

せんけどもですね、二人ずつ、各学校から２名

ずつ出席しておりますので、１名が質問をし

て、１名が感想を述べるということで、再質問

じゃありませんけども、全体的な答弁をした後

にですね、一人の方が感想を述べていただくと

いう、それも合わせて１５分ですので、５分、

５分、５分で予定をいたしております。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） せっかくいい試みで

すので、子供たちがですね、何ていうんです

か、あんまり、こう事前に、何かな、先生方入

れたり、あんまりすることなく、がちで、ちょ

っと子供たちの意見を吸い上げていただきたい

なというふうに思いますので、よろしくお願い

します。 

○委員長（山本幸廣君） はい、成松委員から

の……。 

 橋本議長。 

○議長（橋本幸一君） 今、成松委員のこと

は、担当のほうにもしっかり、まず最初のとき

に伝えときました。子供たちの意思を尊重する

ようにということで、大人の、そこで曲げない

ようにちゅうことは、伝えておきます。執行部

には。 

○委員長（山本幸廣君） はい、今の議長の御

説明よろしゅうございますか。はい。 

○委員（古嶋津義君） 関連で。 

○委員長（山本幸廣君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） その質問については、

事前に一応、うちの議会と一緒に答弁書もおや

りになっとですか、子供たちに。感想、感想

が。 

○委員長（山本幸廣君） 小会いたします。 

（午前１０時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４８分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） 本会に戻します。 

 古嶋委員、よろしくお願いします。 

 それでは、この件につきましては、その旨、

御承知おき願いたいと思います。 

 以上で、本日予定いたしました案件について

は終了いたしました。ほかに何かありません

か。（｢ありません」と呼ぶ者あり）何かあり

ませんか。（｢ありません」と呼ぶ者あり）番

外もありませんですね。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、これで本

日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１０時４９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２７年６月８日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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