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議会運営委員会会議録 

 

平成２７年９月９日 水曜日 

  午後３時１１分開議 

  午後３時３２分閉議（実時間 ２１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  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 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

 議会事務局長     桑 崎 雅 介 君 
 
  議会事務局次長補佐 
            梅 野 展 文 君 
  兼総務係長 
 

                              

○記録担当書記     國 岡 雄 幸 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午後３時１１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１３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。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 一般質問の後、お疲れのところではございま

すが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１、付議案件の（１）委員会付

託、（イ）議案１３件について御説明申し上げ

ます。済みませんが、座って説明申し上げま

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、決算議案

２件、予算議案５件、事件議案１件、条例議案

５件の計１３件でございます。 

 まず、経済企業委員会では、議案第７６号・

平成２６年度八代市水道事業会計利益の処分及

び決算の認定について、議案第７７号・平成２

６年度八代市病院事業会計決算の認定について

の決算議案２件、及び議案第７８号・平成２７

年度八代市一般会計補正予算・第５号（関係

分）の予算議案１件、合わせて３件でありま

す。 

 次に、建設環境委員会では、議案第７８号・

平成２７年度八代市一般会計補正予算・第５号

（関係分）、議案第８２号・平成２７年度八代

市下水道事業会計補正予算・第１号の予算議案

２件、及び議案第８３号・南川橋梁上部工建設

工事（２７－１）に係る契約の締結についての

事件議案１件、合わせて３件であります。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第７８号・



 

－2－

平成２７年度八代市一般会計補正予算・第５号

（関係分）、議案第７９号・平成２７年度八代

市国民健康保険特別会計補正予算・第１号、議

案第８０号・平成２７年度八代市後期高齢者医

療特別会計補正予算・第１号、議案第８１号・

平成２７年度八代市介護保険特別会計補正予算

・第２号の予算議案４件であります。 

 次に、総務委員会では、議案第７８号・平成

２７年度八代市一般会計補正予算・第５号（関

係分）の予算議案１件、及び議案第８４号・八

代市有線テレビジョン放送施設等条例の一部改

正について、議案第８５号・八代市職員の再任

用に関する条例及び八代市職員退職手当支給条

例の一部改正について、議案第８６号・八代市

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の制定について、議案第８７号・八代市

個人情報保護条例の一部改正について、議案第

８８号・八代市手数料条例の一部改正について

の条例議案５件、合わせて６件であります。 

 なお、次のページに、議案第７８号・平成２

７年度八代市一般会計補正予算・第５号につき

まして、それぞれ歳入の文言事項及び歳出の款

項別の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） 事務局長より、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）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、お手元の付託表のとおり、そ

の審査を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） 

○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）請願２件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。（ロ）

の請願２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思いま

す。横書きの資料となっております。 

 定例会開会日翌日の９月１日の午後５時まで

に受理いたしましたのは、請願２件でありま

す。 

 まず、請願第３号・スーパー元気券販売につ

いての情報開示と再発行を求めることについて

でございますが、これは八代市清水町３－３、

伊藤敦子さん外３人から提出されたもので、担

当課は経済文化交流部スーパー元気券事業推進

室となっております。 

 なお、紹介議員は亀田英雄議員、大倉裕一議

員、幸村香代子議員でございます。 

 次に、請願第４号・集団的自衛権行使を具体

化する安全保障関連法案に反対する意見書の提

出方についてでございますが、これは、八代市

平山新町５６２４、くまもと九条の会八代、代

表松本みどりさんから提出されたもので、担当

課はございません。 

 なお、紹介議員は野﨑伸也議員、矢本善彦議

員、亀田英雄議員、島田一已議員、大倉裕一議

員、村上光則議員、庄野末藏議員、幸村香代子

議員、笹本サエ子議員でございます。 

 また、委員会への参考送付分といたしまし

て、前回４件を報告いたしました以降に、新た

にレジュメ記載の１件の郵送によるお願いがあ

っておりますので、さきの分と合わせまして５

件を、関係委員会に参考送付することとさせて

いただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま請願につい

て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。 



 

－3－

（｢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、委員会への付託はどのように

いたしましょうか。（｢委員長一任」と呼ぶ者

あり）はい、それでは、お手元の別紙に基づ

き、一つずつ決定したいと思います。 

 請願第３号については、委員会条例では、経

済文化交流部の所管は経済企業委員会となって

おります。付託先は経済企業委員会になろうか

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） ありがとうございま

す。 

 請願第４号については、委員会条例では、他

の委員会の所管に属しない場合、総務委員会と

なっております。付託先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、各常任委員会に

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）市長追加提出予算議案３件につ

いて説明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） はい、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。こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政部、

岩本でございます。座って説明をさせていただ

きます。 

 一般質問最終日、あすでございますけれど

も、追加予定の予算議案について説明をさせて

いただきます。 

 まず、一般会計補正予算・第６号といたしま

して、総額５億１２７０万円を予定いたしてお

ります。 

 その内容は、まず、地方創生に係る交付金を

活用して取り組むクルーズ船等による外国人観

光客誘致事業に約３５００万円、また、先月、

８月２３日に開催されました熊本県女性消防操

法大会におきまして、本市の女性消防隊が優勝

し、横浜市で行われる全国大会へ出場すること

になりましたので、その経費約３５０万円、台

風１５号によります道路、橋梁施設や学校施設

など、各施設の災害復旧に係る経費約４億６０

００万円を補正しますとともに、同じく台風１

５号で被災しました鏡のカキ養殖いかだの新た

な整備費として、県の交付金を活用した１２０

０万円の補助を行う予定でございます。 

 次に、簡易水道事業特別会計補正予算・第６

号で１０４万４０００円、下水道事業会計補正

予算・第２号で６３３万９０００円の補正予算

をお願いいたしておりますが、これらは台風１

５号によります災害復旧に要する経費等を補正

するものでございます。 

 いずれも、今９月定例会の当初議案提出後に

確定いたしましたもので、早期に取りかかるべ

きと判断される事業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。 

 以上、説明といたします。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） 質疑ありませんの

で、岩本財務部長の退席を許します。どうぞ。 

（岩本財務部長 退席） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、市長追加

提出予算議案３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
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付託でお願いします」と呼ぶ者あり） 

○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） お諮りいたします。 

 市長追加提出予算議案３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。 

 それでは、委員会の付託先について説明を求

めます。 

 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） しばらくお待ちくだ

さい。 

（書記、資料配付） 

○委員長（山本幸廣君） 付託表の漏れはあり

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、どうぞ、議会事務局長、説明をしてくだ

さい。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。済みま

せん、市長追加提出議案３件の委員会付託につ

いて御説明申し上げます。 

 ただいまお配りいたしました、お手元の委員

会付託表の（追加議案）をごらんいただきたい

と思います。 

 追加議案の委員会への付託予定案件は、予算

議案３件でございます。 

 議案番号順に、議案第８９号・平成２７年度

八代市一般会計補正予算・第６号につきまして

は、歳出が経済企業、建設環境、文教福祉、総

務の各委員会、歳入が総務委員会に、それぞれ

付託になるものでございます。 

 また、議案第９０号・平成２７年度八代市簡

易水道事業特別会計補正予算・第１号について

は経済企業委員会に、議案第９１号・平成２７

年度八代市下水道事業会計補正予算・第２号に

ついては建設環境委員会に付託になるものでご

ざいます。 

 なお、この議案第８９号・平成２７年度八代

市一般会計補正予算・第６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

出の款項目別の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、それでは、その審査を経済企業委員会、

建設環境委員会、文教福祉委員会並びに総務委

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、（３）その他について、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。（イ）

八代市議会会議規則の一部改正について、御説

明させていただきます。 

 本件につきましては、お手元にお配りいたし

ております資料のとおり、女性活躍担当大臣か

ら、全国市議会議長会会長に対しまして、女性

議員が活躍できる環境を整備して、議会を活性

化し、よりよい住民サービスを実現するため、

標準市議会会議規則において、出産に伴う議会

の欠席に関する規定を明確に設けていただくこ

とを検討願いたいとする要請があったことを受

けて、全国市議会議長会では、直ちに標準市議
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会会議規則を一部改正したことの通知が、５月

２８日付でありました。 

 そこで、本市議会においても、最終日に議員

発議により、会議規則の一部改正をお願いした

いとするものでございます。 

 改正の内容につきましては、梅野次長補佐か

ら説明いたさせます。 

○議会事務局次長補佐兼総務係長（梅野展文

君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 梅野次長補佐兼総務

係長。 

○議会事務局次長補佐兼総務係長（梅野展文

君） はい。それでは、八代市議会会議規則の

一部改正案につきまして御説明申し上げます。 

 着座にて御説明させていただきます。 

 この改正の趣旨につきましては、先ほどの局

長の説明とも重複いたしますが、本年５月、有

村治子女性活躍担当大臣から、全国市議会議長

会に対しまして、出産に伴う議会の欠席に関す

る規定を明確に設けていただくことを検討して

ほしい旨の要請があったことを受けまして、全

国市議会議長会におきましても、その改正がな

されましたことから、本市の市議会会議規則の

一部を改正しようとするものでございます。 

 お手元に資料、八代市議会会議規則の一部を

改正する規則案と、八代議会会議規則新旧対照

表等をお配りしておりますが、そちらの２枚目

にございます新旧対照表をもとに御説明させて

いただきたいと思いますので、そちらをごらん

いただいてよろしいでしょうか。 

 表の左側、改正案のところにアンダーライン

が引いてある部分がございますが、まず、八代

市議会会議規則の第２条、これは本会議の際の

欠席の届けについての規定でございますが、そ

ちらに第２項といたしまして、議員は、出産の

ため出席できないときは、日数を定めて、あら

かじめ議長に欠席届を提出することができるを

追加し、また、その下の同第９１条、こちらは

委員会の際の欠席の届け出についての規定でご

ざいますが、こちらにつきましても、第２項と

いたしまして、委員は、出産のため出席できな

いときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に

欠席届を提出することができるを追加しようと

するものでございます。 

 以上で説明を終わります。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、それでは、お諮りいたします。 

 ただいまの説明のとおり、八代市議会会議規

則の一部を改正する規則案については、本定例

会最終日に本委員会のメンバーで議員発議をし

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。 

 それでは、本規則案についての趣旨弁明はど

なたにいたしましょうか。 

（｢委員長」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 委員長というお声が

ありましたので、それでは、私、山本幸廣委員

長のことでございますので、そのように決しま

した。 

 ほかに何かありませんか。（｢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、２の常任委員会等委員の選任につ

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。常任委
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員会等委員の選任について、御報告でございま

す。 

 本件につきましては、常任委員会等委員が、

本定例会会期中に任期を迎えることとなります

ことから、その選任については、閉会日に行う

ことで、さきに御決定をいただいているところ

でございます。 

 この委員の選任の取り扱いにつきましては、

これまで各派代表者会、また１人会派、２人会

派の会議の中で、そのつけ出しの協議が行われ

まして、お手元に配付の資料のとおりの構成と

されましたので、この表に基づきまして御報告

申し上げます。 

 常任委員会でございます。 

 まず、総務委員会の委員には、亀田英雄議

員、鈴木田幸一議員、中村和美議員、成松由紀

夫議員、西濵和博議員、堀徹男議員、堀口晃議

員、前川祥子議員の以上８名でございます。 

 次に、建設環境委員会でございますが、その

委員には、中山諭扶哉議員、野﨑伸也議員、福

嶋安徳議員、古嶋津義議員、増田一喜議員、松

永純一議員、村上光則議員、百田隆議員の以上

８名でございます。 

 次に、文教福祉委員会でございますが、その

委員には、太田広則議員、島田一已議員、庄野

末藏議員、田方芳信議員、友枝和明議員、橋本

幸一議員、前垣信三議員、幸村香代子議員の以

上８名でございます。 

 次に、経済企業委員会でございますが、その

委員には、上村哲三議員、大倉裕一議員、笹本

サエ子議員、田中安議員、橋本隆一議員、村川

清則議員、山本幸廣議員、矢本善彦議員の以上

８名でございます。 

 次に、議会運営委員会でございますが、その

委員には、亀田英雄議員、中山諭扶哉議員、成

松由紀夫議員、野﨑伸也議員、古嶋津義議員、

前垣信三議員、増田一喜議員、松永純一議員、

村上光則議員、村川清則議員、山本幸廣議員の

以上１１名でございます。 

 次に、議会広報委員会ですが、その委員につ

きましては、上村哲三議員、島田一已議員、庄

野末藏議員、田方芳信議員、友枝和明議員、福

嶋安徳議員、堀徹男議員、百田隆議員の以上８

名とされました。なお、委員長につきまして

は、副議長が務めるとされております。 

 続きまして、決算審査特別委員会でございま

すが、閉会日２５日に、決算議案１２件が追加

予定とされておりますので、本件が上程されま

すと、この特別委員会設置となりますことか

ら、この取り扱いについても協議がなされまし

て、その委員には、島田一已議員、友枝和明議

員、中村和美議員、中山諭扶哉議員、福嶋安徳

議員、堀口晃議員、前垣信三議員、前川祥子議

員、村川清則議員、山本幸廣議員、矢本善彦議

員の以上１１名でございます。 

 以上、御報告とさせていただきます。 

○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） 

                              

◎その他 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、次に、その他について、何かありません

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） 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。御協力ありがとうございました。 

（午後３時３２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９月９日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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