
 

 

 

 

平 成 27 年 度 

 

八代市議会議会運営委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件 

 

１．本日の議事日程について ……………………………………………… １ 

１．議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について …………… ６ 

１．その他 …………………………………………………………………… ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 7 年 1 2 月 1 6 日（水曜日） 



 

－1－

議会運営委員会会議録 

 

平成２７年１２月１６日 水曜日 

  午前９時０１分開議 

  午前９時２０分閉議（実時間 １７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）市長追加提出議案 

 （３）議員提出発議案 

 （４）閉会中の継続審査・調査申し出 

 （５）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 

 （１）委員の派遣承認要求について 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  鈴木田 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 

 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 

 

（午前９時０１分 開会） 

◎本日の議事日程について 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、ただいま

から議会運営委員会、開会いたします。 

 まず、議題の１、本日の議事日程についてを

議題とし、（１）委員長報告の（イ）議案２１

件及び（ロ）陳情２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。 

○委員長（野﨑伸也君） 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） 

 お手元の平成２７年１２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。

済みませんが、座らせていただいて御説明申し

上げます。失礼いたします。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） この説明に入

ります前に、日程第１について御説明をさせて

いただきます。氷川町及び八代市中学校組合議

会議員の補欠選挙につきましては、さきの議会

運営委員会で説明いたしておりましたが、日程

第１として、同組合議会議員に友枝和明議員を

指名推選によりお諮りするものでございます。 

 それでは、改めまして１、本日の議事日程に

ついての（１）委員長報告、（イ）議案２１件

及び（ロ）陳情２件について御説明申し上げま

す。 

 日程第２から日程第２４までの市長提出案件
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２１件及び陳情２件についてでございますが、

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の委

員長報告、報告に対する質疑、討論、採決とな

ります。 

 次に、採決に当たりましては、日程第２、議

案第１０７号は単独で起立採決となります。 

 日程第３、議案第１０８号は単独で挙手採

決。 

 日程第４、議案第１０９号は単独で挙手採

決。 

 日程第５、議案第１１０号から日程第７、議

案第１１２号までの３件は一括で挙手採決。 

 日程第８、議案第１１３号は単独で挙手採

決。 

 日程第９、議案第１１４号は単独で挙手採

決。 

 日程第１０、議案第１１５号は単独で起立採

決となります。 

 日程第１１、議案第１１６号は単独で起立採

決となります。 

 日程第１２、議案第１１７号から日程第１

３、議案第１１８号までの２件は一括で挙手採

決。 

 日程第１４、議案第１１９号から日程第１

６、議案第１２１号までの３件は一括で挙手採

決。 

 日程第１７、議案第１２２号は単独で挙手採

決。 

 日程第１８、議案第１２３号は単独で挙手採

決。 

 日程第１９、議案第１２４号は単独で挙手採

決。 

 日程第２０、議案第１２５号から日程第２

１、議案第１２６号までの２件は一括で挙手採

決。 

 日程第２２、議案第１２７号につきましては

単独で挙手採決。 

 日程第２３、陳情第３号につきましては単独

で挙手採決。 

 最後に、日程第２４、陳情第６号につきまし

ては単独で起立採決となります。 

 なお、お手元のほう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（野﨑伸也君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次に

（２）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（坂本正治君） はい、委員長。 

○委員長（野﨑伸也君） 坂本総務部長。 

○総務部長（坂本正治君） はい。それでは、

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、本日追加を予定いたしております

人事案件３件について御説明させていただきま

す。座って説明させていただきます。 

 今回、人事案件として人権擁護委員の候補者

の推薦に関する議案をお願いをいたしておりま

すけども、その内訳につきましては、再任が１

名、新任が２名でございまして、いずれも来年

の４月１日からの任期ということになります。 

 まず、議案第１２８号でございますけども、

伊藤公明様でございますが、千丁町のお寺の御

住職で、保護司を初め八代市の青少年指導員と

しても御活躍で、人権擁護委員は平成２５年４

月から就任をいただいており、２期目の再任を

お願いするものでございます。 

 次に、議案第１２９号の若水俊男様でござい

ますが、植柳上町にお住まいの方で、市内の社

会福祉法人ひので保育園の理事として、長年に

わたり児童福祉の分野で御活躍をされた方でご
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ざいます。前任者が年齢要件――これ、７５歳

以下ということになっておりますけども――そ

れに該当されたために再任ができなくなりまし

たので、その後任として新たにお願いをするも

のでございます。 

 最後に、議案第１３０号の山内郁子様でござ

いますが、長田町にお住いの方でございまし

て、長年にわたり県内の小学校などで教鞭をと

られまして、ことし３月に定年退職を迎えら

れ、現在は竜北東小学校の非常勤講師をなされ

ております。特に特別支援教育の分野の経験が

豊富な方でございます。 

 なお、前任者が本年３月末で辞任をされまし

て欠員のままとなっておりましたことから、そ

の後任の委員として新たにお願いをするもので

ございます。 

 以上、どうぞよろしくお願いをいたします。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明が終わりました

けれども、何か御質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） ないということでご

ざいますので、坂本部長、御退席ください。

（総務部長坂本正治君「はい。よろしくお願い

します」と呼ぶ） 

（総務部長坂本正治君 退席） 

○委員長（野﨑伸也君） 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

員会付託について協議をいたしたいというふう

に思いますが、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（野﨑伸也君） なしということでご

ざいますので、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（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（３）議員提出発議案２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。 

○委員長（野﨑伸也君） 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２件について御説明申し上げま

す。お手元に発議案２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。 

 まず、発議案第５号・八代市議会議員の議員

報酬等に関する条例の一部を改正する条例案に

ついてでございますが、去る１２月２日、議会

運営委員会所属の議員１１名から提出されたも

のであります。なお、発議案の趣旨弁明は、野

﨑伸也議員でございます。 

 次に、発議案第６号・複数税率による軽減税

率の導入実現を求める意見書案についてでござ

いますが、去る１２月２日、太田広則議員ほか

７名から提出されたものであります。なお、発

議案の趣旨弁明は、太田広則議員でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま説明が終わ

りましたが、発議案第５号については、さきの

本委員会で質疑を行いまして、委員会付託を省

略し、本委員会のメンバーで発議する旨、御決

定をいただいております。 

 よって、発議案第６号について、質疑ありま

したらお願いいたします。何か質疑ございませ

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（野﨑伸也君） それでは、議員提出

発議案１件、すなわち発議案第６号についての

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（野﨑伸也君） 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、すなわち発議案第６号

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（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（４）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。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、桑崎議会事務

局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。（４）

閉会中の継続審査・調査の申し出の（イ）陳

情、（ロ）調査についてを一括して御説明申し

上げます。 

 平成２７年１２月定例会議事日程（第６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・調査申し出のあった

案件を記載いたしておりますが、文教福祉委員

会では所管事務調査２件、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、総務委員会では陳情１件、所管事

務調査２件となっております。なお、議会運営

委員会においては、次の協議事項２で御決定い

ただくことを予定いたしまして、ごらんの３件

を記載し、１２件とさせていただいているとこ

ろでございます。 

 なお、本日は日程第３０において、新庁舎建

設に関する特別委員会委員の選任として１３名

の委員選任の後、休憩をとりまして正副委員長

の互選が行われることになりますが、その際、

新庁舎の機能、規模、予算など、新庁舎建設に

関する諸問題の調査につきまして、閉会中の継

続調査の申し出が行われる予定となっておりま

すので、この１件が追加となる予定でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま報告終わり

ましたけれども、何か質疑等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次に

（５）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。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、桑崎議会事務

局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。報告で

ございます。 

 さきの教職員の不祥事に伴いまして、教育長

から発言の申し出があり、議長の許可がありま

したので、本会議冒頭に行うこととなりまし

た。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいまの報告につ

いて、何か質疑等ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） その件について、ちょ

っとお尋ねしたかった部分なんですが、社会的

反響も大きかったことで、皆さんにもいろいろ

お問い合わせがあったんじゃなかろうかと思う

とですよね。で、文教福祉委員会でも説明があ

ったちゅうことなんですが、以前はこういうこ

とに対しましては、代表者にはいろいろ報告が

あったと思うとですよ。で、全然情報がない中

で本会議でという話よりも、全協あたりでちょ

っと話を伺いたいというふうに思うんですが、

いかがでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま亀田委員か

らですね、全協で執行部のほうから報告を求め

ることについてということでございましたけれ

ども、この件について、いかがいたしましょう

か。 
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○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） よかつじゃなかです

か。そのようにしてください。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。ほかにありま

せんか。よろしいですか。異議ございません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） はい。それでは、こ

の後の全協でですね、執行部から本件について

報告を求めていきたいというふうに思います。 

 本委員会に議長のほうもですね、出席されて

おりますけれども、その他については、議長、

よろしいでしょうか。 

○議長（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） 議長。 

○議長（鈴木田幸一君） 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） 

 議運でただいま御決定されましたので、直ち

に執行部のほうに連絡をとりまして、この後、

全協で執行部から報告を求めたいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、ありがとうご

ざいました。それでは、よろしくお願いいたし

ます。 

 ここでですね、今ほどありました不祥事の関

係について、委員各位のほうに私、委員長のほ

うからですね、御提案をさせていただきたいと

いう件がございます。 

 今後ですね、このような不祥事が発生した場

合、今回をですね、例として全協で執行部から

報告を求めたいというふうに思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。それはもう委

員長の判断でその都度でいいんじゃないです

か。前例云々じゃなくて、その都度、議運でお

諮りしていただければと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 議運で諮っていった

らというような御意見でございますけれども。 

○委員（成松由紀夫君） その都度、委員長の

判断で。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 小会しとる。 

○委員長（野﨑伸也君） いや、よろしいです

よ。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 議会で議員であろう

が、職員であろうが、首長であろうがですよ、

やっぱ不祥事を起こしたならば、やっぱ議会に

対して、執行部は議会に対して、議会は何らか

のやっぱし代表者なり、議運なりですね、そこ

でやはりある程度きちっとしたですね、釈明を

するというのが通常、当たり前と思うんです

よ。それをどうやって申し合わせをするかしな

いかということだと思いますので、そこあたり

については委員長のほうから正式に申し出てく

ださい。諮ってください。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員（山本幸廣君） あやふやじゃいかぬと

思う。 

○委員長（野﨑伸也君） 今回の件については

ですね、非常に、亀田委員も言われましたけれ

ども、非常に市民からの反響も大きかったとい

うことで、私もですね、いろんな方から御質問

等もされて、答えられない部分が多かったとい

うのは非常に残念な部分でございました。 

 これまではですね、いろいろと執行部のほう

からですね、手を尽くしていただいて、説明等

もあっておったというふうに思いますけれど

も、これ、仮にですね、抜けるような部分もで

すね、見受けられる部分もあるかと思いますの
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で、そういうことのないようにですね、私とし

ては、委員長としてはですね、先例として、こ

ういった件についてはですよ、必ず執行部のほ

うから報告を求めていくというようなことで御

決定いただければというふうに思います。 

 成松委員、それでよろしいですか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。もうだから、

その都度、委員長がそれを判断して諮られるの

がよろしい――。 

○委員（山本幸廣君） 執行部が、みずから求

めんばいかぬたい。 

○委員（成松由紀夫君） うん。重さも出てく

るどけん、その都度。ひどかつも出てくっかも

しれぬし。 

○委員長（野﨑伸也君） それではですね、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。 

（｢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（野﨑伸也君） それでは次に、議題

の２番、議会運営委員会の閉会中継続審査の申

し出についてお諮りいたします。（｢調査」と

呼ぶ者あり）継続調査。 

 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（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎その他 

○委員長（野﨑伸也君） 次に、議題２、その

他の（１）委員の派遣承認要求についてお諮り

いたします。 

 小会いたします。 

（午前９時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前９時１９分 本会） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、本会に戻

します。 

 お諮りいたします。本委員会の管外行政視察

につきましては、先月１７日開催の本委員会で

日程を来年の２月２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、２月２日から４日の２泊３日

の３日間とし、２月２日に東京都町田市、２月

３日に東京都多摩市及び東村山市とし、議長宛

てに本委員会の所管事務調査３件をもって派遣

承認要求の手続を行いたいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） はい、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。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 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。 

（午前９時２０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１２月１６日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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