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議会運営委員会会議録 

 

平成２７年９月２５日 金曜日 

  午後１時０２分開議 

  午後１時２１分閉議（実時間 １８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）委員長報告 

 （２）議員提出発議案 

 （３）市長追加提出議案 

 （４）常任委員会等委員の選任 

 （５）閉会中の継続審査・調査申し出 

 （６）その他 

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  幸 村 香代子 君 

議  長  橋 本 幸 一 君 

 

※欠席委員 田 中   安 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 

                              

○記録担当書記     國 岡 雄 幸 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午後１時０２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、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 毎日のように、議会、議員活動で大変お疲れ

と思いますが、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１６件、請願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。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、１、本日の議事日程の（１）委員

長報告の（イ）議案１６件、（ロ）請願１件に

ついて、御説明申し上げます。済みませんが、

座って説明させていただきます。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ、ごゆっく

り。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） お手元の平成

２７年９月定例会議事日程第６号をごらんいた

だきたいと思います。 

 まず、日程第１、請願の一部訂正の件でござ

いますが、先日の２４日、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、請願人から、請願・陳情文

書表中、要旨にあります、集まった９８７名の

署名を添付し、の部分の９８７名を９７５名に

訂正したい旨の申し出がありましたことから、

本会議において、その承認を得たいとするもの

でございます。 
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 次に、日程第２から日程第１８までの市長提

出案件１６件及び請願１件につきましては、お

のおの付託されておりました関係の常任委員会

から、その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、

委員長報告がございます。 

 なお、採決に当たりましては、日程第２、議

案第７６号は単独で挙手採決。 

 日程第３、議案第７７号は単独で挙手採決。 

 日程第４、議案第７８号は単独で起立採決。 

 日程第５、議案第７９号は単独で挙手採決。 

 日程第６、議案第８０号は単独で挙手採決。 

 日程第７、議案第８１号及び日程第８、議案

第８２号の２件は一括で挙手採決。 

 日程第９、議案第８３号は単独で起立採決。 

 日程第１０、議案第８４号及び日程第１１、

議案第８５号の２件は一括で挙手採決。 

 日程第１２、議案第８６号は単独で起立採

決。 

 日程第１３、議案第８７号は単独で挙手採

決。 

 日程第１４、議案第８８号は単独で挙手採

決。 

 日程第１５、議案第８９号は単独で起立採

決。 

 日程第１６、議案第９０号及び日程第１７、

議案第９１号の２件は一括で挙手採決。 

 日程第１８、請願第３号についてでございま

すが、本請願は、委員長報告では一部採択、一

部不採択との審査結果でございますので、ま

ず、採択とされた項目についてお諮りすること

になります。すなわち、議長の次第書では、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の項目１及

び項目２の（１）（２）（３）（４）について

は、委員長の報告どおり、これを採択し、市長

に送付の上、その処理の経過及び結果の報告を

請求することに賛成の諸君の起立を求めますと

の諮り方になります。この採決が終わりました

ら、不採択とされました項目、２項の（５）に

ついてお諮りすることになります。議長の次第

書では、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

の項目２の（５）については、委員長の報告は

不採択であります。よって、請願本件について

採決します。本件を採択することに賛成の諸君

の起立を求めますとの諮り方になりますので、

御承知おき願います。 

 なお、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） 詳細に局長より説明

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、次に議員提出発議案２件について、説明

を求めます。 

○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。 

 議員提出発議案についてでございますが、お

手元に発議案を配付いたしておりますとおり、

発議案２件が提出される予定でございます。 

 まず、発議案第２号・八代市議会会議規則の

一部を改正する規則案についてでございます

が、本件につきましては、女性議員が活躍でき

る環境を整備するために、会議への欠席に関す

る規定を改正するもので、これは９月の９日、

山本幸廣議員外１０名から提出されたものでご

ざいます。なお、発議案の趣旨弁明は山本幸廣

議員でございます。 

 次に、発議案第３号・八代市議会議員の報酬

を減額する条例案につきましては、亀田英雄議

員外１５名から提出されたものでございまし
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て、発議案の趣旨弁明は亀田英雄議員でござい

ます。 

 以上の２件につきましては、一括議題とされ

まして、順次趣旨弁明が述べられることになり

ます。 

 なお、採決につきましては、おのおの起立に

よる採決となります。 

 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。本件について何か質疑があればお願

いいたします。（｢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、議員提出発議案２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） なしという御意見で

ありますので、お諮りいたします。 

 議員提出発議案２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、市長追加提出議案の決算案件１２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（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）財務部の

岩本でございます。座って説明させていただき

ます。 

 本日の提出予定の決算議案は１２件でござい

ます。これらにつきましては、平成２６年度の

一般会計並びに国民健康保険や後期高齢者医療

など１１の特別会計の決算事務が完了し、ま

た、監査委員の決算審査も終了いたしましたの

で、認定をお願いするものでございます。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、岩本財務部長、御退席をお願いします。 

（財務部長岩本博文君 退席） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お諮りい

たします。 

 市長追加提出の決算案件１２件については、

委員１１名から成る決算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査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） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 次に、決算審査特別委員会委員の選任につい

て、報告を求めます。 

 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、決算審査特別委員会委員の選任につきまし

て、説明させていただきます。 

 本特別委員会委員につきましては、さきの議

会運営委員会でも報告し、また、本日改めてお

手元に、八代市議会委員会名簿をお配りいたし

ておりますが、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人でつけ出しが

なされております。 

 本会議では、決算案件１２件につきまして、

市長及び財務部長から提案理由の説明の後、決

算審査特別委員会が設置されまして、ただいま

申し上げました委員の選任が行われます。 
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 なお、決算審査特別委員会の正副委員長の互

選につきましては、本会議休憩中に四つの常任

委員会、議会運営委員会とともに、決算審査特

別委員会が開かれまして、その中で正副委員長

の互選が行われる予定となっております。 

 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、次に、人事案件２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、

議案第１０４号、１０５号につきまして、御説

明を申し上げたいと思います。座って説明いた

します。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ。 

○総務部長（坂本正治君） 今回の追加議案に

つきましては、教育委員会委員の任命、さらに

は公平委員会の委員の選任について、議会の同

意を求めるものでございます。 

 まず、教育委員でございますけども、この９

月３０日をもちまして、１期目の任期満了とな

られる小嶋ひろみ委員の再任をお願いする議案

でございます。 

 小嶋委員の略歴につきましては、別紙のとお

りでございますけども、現在５０歳で、平成２

３年から教育委員として御就任をいただいてお

りまして、今回が２期目ということになりま

す。 

 次に、公平委員でございますけども、公平委

員会は、地方自治法の規定に基づきまして、本

市が独自に設置をしている執行機関でございま

すけども、３人の委員のうち、この９月３０日

をもって任期満了となられる委員１名が、今回

で御勇退をされますので、その後任としてお願

いをするものでございます。 

 新任の委員につきましては、山本八重子様で

ございますけども、略歴につきましては、別紙

のとおりでございます。現在６６歳で、昭和４

７年から県内小中学校で教鞭をとられ、その間

県教委や市教委の指導主事も歴任をされており

ます。平成２２年に八竜小学校の校長で定年退

職された後は、中九州短期大学や秀岳館高等学

校の非常勤講師として、現在までお勤めでござ

います。また、これまで本市の学校評議員や学

校統合審議会の委員などもお務めでございま

す。 

 お二人とも広い見識を有する方でございまし

て、それぞれの委員として適任と考え、御提案

をいたすものでございますので、どうぞよろし

くお願いをいたしたいと思います。 

 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） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、それでは、人事案件２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） ないようであります

ので、お諮りいたします。 

 本人事案件２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、条例案件１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） はい。それでは、

座って説明させていただきます。 
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 次に、条例議案１件でございますけども、一

連のスーパー元気券の販売に関しまして、正副

市長の給料の減額に関する条例を御提案するも

のでございまして、１０月分の給料の１０％を

減額する内容でございます。 

 どうぞよろしくご審議をお願いしたいと思い

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、総務部長は御退席をお願いいたします。 

（総務部長坂本正治君 退席） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、条例案件

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。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（山本幸廣君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 委員会付託でお願いい

たします。 

○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）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） 

○委員長（山本幸廣君） お諮りいたします。 

 本条例案件１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） ないようであります

ので、御異議なしと認めます。そのように決し

ました。 

 しばらく小会いたします。 

（午後１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時１６分 本会） 

○委員長（山本幸廣君） では、本会に戻して

ください。 

 御異議なしと認めていただきましたので、委

員会付託表をお手元に配付を、事務局がしまし

たが、配付漏れありませんか。 

（｢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。ただい

ま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。 

 追加議案の委員会への付託予定案件は、条例

議案１件でございまして、総務委員会に付託に

な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、常任委員会等委員の選任について、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。それで

は、常任委員会等委員の選任について、説明さ

せていただきます。 

 常任委員会等の委員につきましても、さきの

議会運営委員会で、お手元に配付いたしており
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ますとおりの内容で御報告申し上げているとこ

ろでございます。 

 本日の本会議では、議会広報委員会を除き、

この内容をもって４つの常任委員会、議会運営

委員会、決算審査特別委員会に係る委員の選任

が行われます。 

 委員選任の後は、直ちに休憩とされまして、

その間に、４つの常任委員会、議会運営委員会

とともに、あわせて決算審査特別委員会をお開

き願いまして、それぞれ正副委員長の互選が行

われる予定となっております。 

 なお、この際の正副委員長互選の際の委員会

の開催順序についてでございますが、第１委員

会室で経済企業委員会、第２委員会室で建設環

境委員会をお開き願いまして、いずれかの委員

会が終了次第、文教福祉委員会、総務委員会の

順序となる予定でございます。常任委員会が終

了いたしますと、議会運営委員会、決算審査特

別委員会の順番で開催されることになりますの

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） 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、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。それで

は、閉会中継続審査・調査申し出につきまし

て、御説明申し上げます。 

 平成２７年９月定例会議事日程（第６号）の

３枚目をお開きいただきたいと思います。 

 ここに、閉会中継続審査・調査申し出のあっ

た案件といたしまして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

請願２件、所管事務調査２件となっておりまし

て、合計の請願２件、所管事務調査８件となり

ます。 

 なお、議会運営委員会におきましては、この

後御決定いただきます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。 

 また、決算審査特別委員会におきましては、

平成２６年度一般、特別会計歳入歳出決算１２

件につきまして、継続審査の予定となりますの

で、閉会中の継続審査・調査申し出は、合計２

５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） ただいま説明が終わ

りました。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、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） 

                              

◎議会運営委員会の閉会中の継続審査の申し出

について 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、次に、本委員会の閉会中の継続審査の申

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。 

（｢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。 
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◎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。（｢なし」と呼ぶ者あ

り）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、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１時２１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２５日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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