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議会運営委員会会議録 

 

平成２８年６月２１日 火曜日 

  午前９時００分開議 

  午前９時２４分閉議（実時間 ２４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（人事案件） 

 （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 

                              

○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       水 本 和 博 君 

 部局外 

 議会事務局長     東 坂   宰 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午前９時００分 開会） 

◎本日の議事日程について 

○委員長（野﨑伸也君） 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、

（１）委員長報告の（イ）議案２０件及び

（ロ）請願・陳情１２件について説明を求めま

す。 

 東坂議会事務局長。 

○議会事務局長（東坂 宰君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）本日もよろしくお願いいたします。それで

は、着座にて説明させていただきます。 

 それでは、１、本日の議事日程の（１）委員

長報告、（イ）議案２０件及び（ロ）請願・陳

情１２件について御説明申し上げます。 

 お手元の平成２８年６月定例会議事日程（第

２号）をごらんいただきたいと思います。 

 日程第１から日程第３２までの市長提出案件

２０件、及び請願１件、陳情１１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

委員会及び新庁舎建設に関する特別委員会から

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委員長報告が

あります。その後、少数意見の報告、質疑、討

論を経て採決となります。 

 次に、採決に当たりましては、日程第１、議

案第６７号は単独で起立採決となります。 

 日程第２、議案第６８号から日程第５、議案
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第７１号までの４件は一括して挙手採決となり

ます。 

 日程第６、議案第７２号から日程第７、議案

第７３号の２件は一括して挙手採決となりま

す。 

 日程第８、議案第７４号から日程第１０、議

案第７６号までの３件は一括して挙手採決とな

ります。 

 日程第１１、議案第７７号は単独で起立採決

となります。 

 日程第１２、議案第７８号から日程第１５、

議案第８１号までの４件は一括して挙手採決と

なります。 

 日程第１６、議案第８２号から日程第１８、

議案第８４号までの３件はそれぞれ単独で挙手

採決となります。 

 日程第１９、議案第８５号から日程第２０、

議案第８６号の２件は一括して挙手採決となり

ます。 

 日程第２１、請願第２号から日程第２２、陳

情第３号まではそれぞれ単独で挙手採決となり

ます。 

 日程第２３、陳情第５号は単独で起立採決と

なります。 

 日程第２４、陳情第６号から日程第２６号、

陳情第８号まではそれぞれ単独で挙手採決とな

ります。 

 日程第２７、陳情第９号から日程第３２、陳

情第１４号までは一括で起立採決となります。 

 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（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、人事案件１件につい

て説明を求めます。 

 水本総務部長。 

○総務部長（水本和博君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

総務部の水本でございます。それでは、着座に

て説明を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１件をお願いい

たします。 

 今回は、人権擁護委員候補者の推薦について

でございます。 

 現在、本市には２１名の人権擁護委員が委嘱

されておりますが、そのうち、坂本地区の１名

の委員が本年９月３０日をもって３年の任期を

終えられますことから、その後任の候補者を法

務大臣に推薦するため、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御意見をお聞

きするものでございます。 

 今回の委員は坂本町にお住まいの方で、再任

をお願いするものでございます。候補者は萼珠

美様で６１歳。現在、八代市社会福祉協議会ふ

れあい委員のボランティアとして、ひとり暮ら

し世帯や高齢夫婦の見守り活動や、これらの世

帯との交流を続けておられます方で、人権擁護

委員は平成２５年１０月から御就任いただいて

おりまして、現在が１期目でございます。今

回、２期目の再任をお願いするものでございま

す。萼様は人権擁護委員の職にふさわしい見識

を有する方であり、適任であると考え、再任の

御提案をいたすものでございます。 

 以上が人事案件の１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（野﨑伸也君） ただいま説明が終わ

りましたけれども、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、水本部

長、退席お願いいたします。（総務部長水本和

博君「はい」と呼ぶ）ありがとうございまし
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た。 

（総務部長水本和博君 退席） 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま説明があり

ました市長追加提出議案の人事案件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。（｢なし」

と呼ぶ者あり） 

 それではお諮りいたします。 

 市長追加提出議案の人事案件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（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６件について説

明を求めます。 

 東坂議会事務局長。 

○議会事務局長（東坂 宰君） （３）の議員

提出発議案についてでございますけれども、６

件でございます。 

 お手元に発議案を配付いたしておりますとお

り、発議案第１号・合併特例債の適用期間の再

延長を求める意見書案についてですが、これは

去る６月１３日、亀田英雄議員外１６名から提

出されたもので、趣旨弁明者は亀田議員でござ

います。 

 次に、発議案第２号・社会教育施設及び社会

体育施設の災害復旧についての国庫補助制度の

創設を求める意見書案についてですが、これは

６月１３日、古嶋津義議員外１３名から提出さ

れたもので、趣旨弁明者は古嶋議員でございま

す。 

 次に、発議案第３号・被災者生活再建支援法

の改正を求める意見書案についてですが、これ

は６月１５日、友枝和明議員外７名の文教福祉

委員会メンバーから提出されたもので、趣旨弁

明者は友枝議員でございます。 

 次に、発議案第４号・平成２８年熊本地震か

らの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める

意見書案、及び発議案第５号・行政庁舎等再建

についての国庫補助制度の創設を求める意見書

案についてですが、これは６月１５日、いずれ

も堀口晃議員外７名の総務委員会メンバーから

提出されたもので、趣旨弁明者は、いずれも堀

口議員でございます。 

 次に、発議案第６号・八代市議会委員会条例

の一部を改正する条例案についてですが、これ

は、さきの委員会において最終日の発議を確認

いただいておりましたが、趣旨弁明者が決定し

ておりませんでしたので、後ほど御決定をよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま議員提出発

議案６件について説明が終わりました。 

 まず、発議案第６号・八代市議会委員会条例

の一部を改正する条例案についてであります

が、定例会初日の議会運営委員会において、既

に説明を受けました。けれども、改めて確認を

させていただきます。本条例案は、議会運営委

員会のメンバーで議員発議する必要があると思

いますので、そのように決することに御異議ご

ざいませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、本条例案についての趣旨弁明者は

どなたにいたしますか。（｢委員長で」「野﨑

委員長、御苦労ですが」と呼ぶ者あり） 

 それでは、委員長ということで声が出ました

ので、そのように決めさせていただきます。 

 次に、委員会メンバー以外の会派などからの

議員発議案については、発議者代表から説明す

ることとされておりますが、この際、説明があ

ればお願いをしたいと思います。 

 まずは発議案第１号について、亀田代表、お

願いいたします。 
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○委員（亀田英雄君） 今回ですね、合併特例

債の適用期間の再延長を求める意見書というの

を提案いたします。 

 熊本地震におきまして、八代市も多大な被害

を受けました。その復旧・復興におきましては

国の財政支援が必ず必要不可欠であると思って

います。今回、合併特例債について、その再延

長を求めるものなんですが、前回の東北震災の

ときも期間の延長という財政措置が行われまし

た。さまざまな財政措置を求める中でですね、

今回、無理のないところではないかなというこ

とで、このような取り組みをさせていただいた

次第です。 

 皆様のですね、満場一致の御支持をいただき

ますようお願いを申し上げます。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

 次に、発議案第２号について、古嶋代表、お

願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） 今回の熊本地震により

まして被害を受けましたところの本市の社会教

育施設、特に公民館とか図書館とかあります

が、そういう施設、それと社会体育施設の復旧

並びに災害拠点としての機能充実、この中には

トイレの洋式化等も国に要望をするということ

にいたしておりまして、国に対しての国庫補助

制度の創設を強く求めるということでありま

す。特に、社会教育施設につきましては、原形

復旧相当分の補助が今のところありますが、社

会体育施設については、これは国土交通省の所

管ということで、大変補助制度が厳しいちゅう

ことでありますので、この辺のところをぜひと

も国のほうで補助制度の創設をしていただきた

いと要望するものであります。 

 どうか趣旨に御理解をいただきまして、満場

一致御決定をいただきますようお願いをいたし

ておきます。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 以上、説明、お二方

にですね、いただきましたけれども、何か皆さ

んからございませんでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なしということです

ので、ただいま協議いたしました発議案を含む

６件については、委員会の付託についていかが

いたしましょうか。（｢なし」と呼ぶ者あり）

付託なしでよろしいですか。（｢付託なしで

す」と呼ぶ者あり） 

 それではお諮りいたします。 

 議員提出発議案６件については、委員会付託

を省略すること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） 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。 

 東坂議会事務局長。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは、

（４）閉会中の継続審査・調査の申し出につい

て御説明申し上げます。 

 （イ）の請願・陳情、（ロ）の調査につきま

しては、添付いたしております資料をごらんい

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。 

 新庁舎建設に関する特別委員会では陳情１

件、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１件、経済企業委員会で

は請願１件、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、この後、

御決定いただくことを予定いたしましておりま

す、ごらんの３件を記載しているところでござ

います。 
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 以上、閉会中の継続審査・調査案件は１４件

となる予定であります。以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま報告が終わ

りましたけれども、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） なしということで、

次に、（５）その他について、何かありません

か。何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 東坂議会事務局長。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 申しわけあり

ませんけども、本日の議決関連でですね、少し

御説明をさせていただきたいというふうに思い

ます。採決方法についてです。皆さんに協議し

ていただきたいということでございます。 

 まず、起立あるいは挙手採決に当たりまし

て、議長を除く出席議員が偶数の場合は、起立

者あるいは起立をしない者が同数となる可能性

がございます。この場合、起立しない者には反

対意見者のほか、態度保留者も含まれるという

おそれがあることから、議長は直ちに可否同数

を認定することができないとされております。

このように賛否の多少が認定しがたいとき、会

議規則におきましては、記名または無記名投票

により表決をとることが規定されております。 

 しかしながら、この原則にのっとりますと、

そのような場面のたびに、会議を休憩して議会

運営委員会を開催し、投票方法を協議したり、

立会人の決定をしなければなりません。という

ことで、議事が滞ることが予測されます。 

 つきましては、起立者と起立しない者が同数

の場合は、再度採決を行い、その際、起立しな

い者は反対とする、いわゆるみなし採決を行

い、さらに可否同数の場合は議長裁決とするこ

とでよいか、御協議を願いたいと思います。 

 なお、委員会審査においては、既にみなし採

決を行っております。 

 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

りましたけれども、何か質疑等ございません

か。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先例はどうなっている

んですか。先例ってあっとですか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 私ども過去に

さかのぼってですね、八代市議会の本会議の部

分をずっと見てみましたが、３件ほどございま

した。その中ではですね、みなし採決をされた

場合、可否同数となった場合なんですけども、

今言いましたように、みなし採決をされた場

合、あるいは、例えば１５対１５で同数の場合

ですね、同じ場合には、過半数を超えていない

ということで否決された場合、いろいろ状況、

状況でございました。 

 ただ、私たちもですね、このみなし採決につ

きましては、全国市議会議長会のほうに連絡を

とりまして、表決ですね、投票によるものが委

員会にも規則で定めてありますけれども、それ

がみなし採決であってでも違法ではないという

形でですね、報告は受けたところでございま

す。 

○委員（亀田英雄君） 今の最後、違法ではな

いという部分と、委員会ではみなし採決で、最

終的には委員長がしますよね。そのやり方を先

例としてはないという話ですか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） そこも含めま

してですね、やっていきたい。今回の場合は特

に、お一人の議員さんから欠席届けがあってお

りまして、議長を除く表決権を有する方が偶数

でございますので、そういうことも考えられる

のかなということでですね、ちょっと私も心配

しながら、その辺のところを出したところでご

ざいます。念には念を入れてということでです

ね。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに質問等ござい
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ませんか。御理解はいただけましたでしょう

か。大丈夫ですか。（｢はい、わかりました」

と呼ぶ者あり） 

 それでは、今ほどありました、起立採決にお

いて認定しがたいというような場合があった場

合、再度採決を行い、その際には起立しない者

は反対とするみなし採決とすることに御異議ご

ざいませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 最終的には議長が判断

されるということでよかですか。 

○委員長（野﨑伸也君） そうです。今の説明

ではそうだったと思います。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。確認で

した。 

                              

◎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） 次に、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を

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も、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、その他につい

て何かありませんか。 

 東坂議会事務局長。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 私から２件お

願いいたしたいと思います。まず、１件目が政

府要望でございますけれども、第三期八代市議

会議員政府要望つけ出し表に基づきまして、本

年度前半の予定者は、上村哲三議員、前川祥子

議員、堀徹男議員、庄野末藏議員、堀口晃議

員、以上の５名であります。 

 なお、日程は７月２８日から２９日の２日間

で、詳細な行程や要望事項については調整中と

のことでございます。 

 続きまして、本日の本会議におきます発言の

場所でございますけれども、委員長報告、少数

意見の報告、討論につきましては前の演台で行

っていただきたいと思います。なお、質疑につ

きましては自席でお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま議会事務局

長より政府要望について、そして、きょうの議

会の発言の場所についてと、２件について報告

が終わりましたけれども、何か質疑ございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにありません

か。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと時間も押して

おりますが、別件で。 

 以前、議会改革への取り組みということで議

論が行われておったかというふうに記憶してお

ります。震災後、それがちょっと宙ぶらりんに

なっているような印象を持っております。それ

をどのような形かで進めたいと思うものなんで

すが、どの場で発言するものかというふうに思

っとったんですが、きょう、議運という場所で

発言させていただきましたが、委員長の所見、

皆さんの意見を求められればなということで発

言させていただきました。 

○委員長（野﨑伸也君） 議会改革についてと
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いうことでございますが、関連して何か御質問

等ございませんか。ありません。 

 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今言われる主旨はよ

く理解するものでありますが、まだ通常業務に

まだ職員さんも戻ってない、議会も今は通常な

状況とはまだまだ言える状況ではないので、し

ばらく委員長のほうで預かられてはどうかなと

思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにはございませ

んか。今ほど２件ですね、委員のほうから…

…。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 実はこの前、亀田委員

とある席で話しながらですね、御承知のとお

り、私はちょっと距離が近くなりましたもので

すから、これはちょっとやり直さんばいかぬど

なという話はしたんですよ。そういうのも議会

改革の中に多分入ってるだろうと思いますが、

今、成松委員から言ったように、少しまだ震災

の対応でまだ混乱しているようですので、少し

間を置いて、委員長のほうで預かっていただけ

ればと思いますが。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、３点ほど御意見

いただきまして、実はですね、今、議会改革に

ついては代表者会のほうでそれぞれの項目等を

まとめられてというようなところで、たしかと

まってたんじゃないかなというふうに私は記憶

しておりまして、議長ともですね、いろいろと

話をしまして、とりあえず項目が挙がってる分

についてはですね、いろいろと振り分けをして

ほしいというような話も聞いておりました。特

別委員会をつくるのか、そこで審議するのか、

この議運で審議をするのか、そういった項目を

ですね、分けていただければというような話も

ですね、議長のほうからもお話をちょっと打診

をされてましたんで、若干ですね、私のところ

で思案的に振り分け的なものをですね、やって

いる状況にあります。 

 できればですね、すぐすぐというようなこと

ではないんですが、議会運営委員会ですね、こ

ろ合いを見ながら開会をさせていただいて、そ

の中で皆さん方にまた御提示をさせていただけ

ればなというふうに思っておりますので、その

方向でよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

 それでは、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２４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２８年６月２１日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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