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議会運営委員会会議録 

 

平成２８年８月２２日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１０時５１分閉議（実時間 ５１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．９月定例会の運営について 

 （１）付議事件 

 （２）市長追加提出予定案件 

 （３）会期の決定 

 （４）その他 

１．議長の諮問に関する事項 

 （１）議会改革の進め方について 

１．その他 

 （１）本会議の開催場所（議場）について 

 （２）北海市への議員派遣について 

 （３）政府要望について 

 （４）行政視察の自粛について 

 （５）市議会ホームページの充実について 

 （６）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  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 成 松 由紀夫 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 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

 部局外 

 議会事務局長     東 坂   宰 君 

 議会事務局次長    嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） それではですね、た

だいまから議会運営委員会、開会していきたい

と思いますけれども、会議に入ります前に、ま

ず議長から発言の申し出があってますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木田幸一君） 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）会議に入ります前に、一言、皆さんのほ

うに御連絡等をいたしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 去る８月の１７日でありましたけれども、田

中安議員のほうから辞職願のほうが提出されま

した。寝耳に水の状態でありましたので、ちょ

っと事情がわからなかったということで、会派

代表の前垣議員のほうにも連絡しておりまし

て、そして、事務局のほうには、一応、保留を

しとってくれ、私が行って、本人さんとも話を

して事情を聞いた後、その処理に当たりたいと

いうことで、当日、８月の１７日の午後４時ご

ろ本人さんのほうに会う約束をして、行ってま

いりました。 

 １時間半ほど、時間をかけまして、やめない

ようにという、そういったお願いも含めて話し

ましたけれども、とにかく体の調子が非常に悪



 

－2－

くなっているということと精神的に非常に弱く

なった状態で、これ以上、議員生活をするには

非常に難しい状態になっておるからということ

で固辞されましたので、わかりましたというこ

とで一応帰ってまいりました。その後、事務局

等とも協議いたしまして、そして許可するとい

う方向で進めてまいりました。 

 そういったことで、今回、田中安議員の辞職

願が出たということと、許可しておるという、

そういったことを皆さん方のほうに報告をさせ

ていただきます。 

 これから先、非常に市議会議員という仕事は

激務であります。そういったことで、皆さん方

にも十分に健康に留意されまして、八代市の発

展のために頑張っていただきたいということで

報告を終わります。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま議長から田

中議員の辞職の件ということで御報告をいただ

きました。各会派、帰られてですね、議員の皆

さん方に御報告のほど、よろしくお願いしたい

と思います。 

                              

◎９月定例会の運営について 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、早速、会

議に入りますが、まず本日の議題については、

９月定例会の運営とその他の２つと御案内をし

ておりましたけれども、議長の諮問に関する事

項を追加させていただいておりますので、御了

承いただきたいと思います。 

 それでは初めに、議題１、９月定例会の運営

についてを議題として、付議案件の（イ）市長

提出案件２１件について説明を求めます。 

○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、座って

説明をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 今回、９月の定例会の開会日における提出議

案は、全部で２１件を予定いたしております。

その内訳でございますが、お手元にお配りして

おります平成２８年９月定例会提出予定議案の

一覧をごらんいただきたいというふうに思いま

す。 

 決算議案が３件、予算議案が３件、事件議案

が５件、条例議案が１０件の合計２１件でござ

います。 

 それぞれの議案について御説明させていただ

きますと、まず、決算議案３件でございます

が、平成２７年度の本市公営企業会計のうち、

水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計

の決算認定についての議案でございます。 

 次に、予算議案３件につきましては、岩本財

務部長より説明をさせていただきます。 

○財務部長（岩本博文君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部、岩本でございます。座りまして説明を

させていただきます。よろしくお願いします。 

 予算議案の３件でございますが、平成２８年

度の一般会計補正予算・第５号と後期高齢者医

療特別会計補正予算・第１号と介護保険特別会

計補正予算・第１号でございます。 

 一般会計補正予算・第５号の補正額は、２６

億４４３０万円でございます。そのうち約２４

億５０００万円は、熊本地震及び６月から７月

中旬にかけての梅雨前線豪雨に係る災害復旧関

連経費でございます。熊本地震分が約２１億３

０００万円。その主な内容は、損壊家屋等の撤

去や災害廃棄物の受け入れ、処分に係る経費な

どで約１０億８０００万円、農産物の生産加工

施設等の復旧整備に係る補助で約９億２０００

万円でございます。また、梅雨前線豪雨分とし

て、被災した林道、市道、各施設の災害復旧費

が約３億３０００万円でございます。 

 そのほか災害関連経費以外として、約１億９

０００万円を予定しております。その主なもの

は、農業生産総合対策事業として低コスト耐候
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性ハウスの導入に対する補助約２７００万円、

平成２９年４月１日からのコミュニティセンタ

ー移行に備えました看板や施設整備に係る経費

約１３００万円、球磨川鮎再生事業として３０

００万円、Ｂ型肝炎ワクチンの予防接種に要す

る経費約１６００万円などでございます。 

 次に、後期高齢者医療特別会計では、昨年度

からの事業を一部見直して行います薬剤師によ

る訪問服薬指導事業分として、２８７万１００

０円、介護保険特別会計では、平成２７年度分

の交付金や負担金等の超過交付分の返還金９２

５８万９０００円を予定しております。 

 以上が９月定例会の開会日に提出予定の予算

議案３件でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、説明者を交代させていただきま

す。 

○総務部長（水本和博君） 続きまして、事件

議案及び条例議案の１５件でございますが、ま

ず事件議案としましては５件を予定しておりま

す。 

 議案第９４号から第９７号までの４つの議案

は、専決処分の報告及びその承認についてでご

ざいまして、平成２８年度八代市一般会計補正

予算・第３号及び第４号の専決処分に関するも

の、並びに熊本地震に係る市税並びに介護保険

料の減免申請の提出期限の特例に関する条例制

定の専決処分に関するものでございます。 

 また、議案第９８号は、八代市千丁地域福祉

保健センターを廃止することに伴う指定管理者

の指定機関の変更に関する専決処分に係る議案

でございます。 

 以上５件が事件議案でございます。 

 次に、条例議案でございますが、１０件を予

定しております。条例議案としては、議案第９

９号から１０８号まででございまして、新規の

条例として、八代市コミュニティセンター条例

の制定についてなど２件、条例の一部改正とし

て、八代市暴力団排除条例の一部改正について

など６件、条例の廃止に係るものとして、八代

市南部市民センター条例の廃止についてなど２

件、以上１０件が条例議案でございます。 

 以上が９月定例会の開会日に提出予定の事件

議案と条例議案の合わせて１５件でございま

す。 

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。終

わります。 

○委員長（野﨑伸也君） 今ほど説明終わりま

したけれど、何か質疑等ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと聞き逃したっ

かもしれんですが、専決の規模、予算の規模に

ついてありましたかね。ちょっと規模ぐらい教

えてもらってよかですか。 

○財務部長（岩本博文君） 失礼しました。 

 まず、八代市一般会計補正予算・第３号、７

月２１日専決分、これにつきましては２億４２

０万円でございます。内容は、梅雨前線豪雨に

伴います災害復旧経費が主なものでございま

す。一部、地震関連のものも含めてといいます

か、それに内容は含んでおります。 

 もう一個、一般会計補正予算の第４号、８月

１日専決分、補正額３３０万円でございます。

秀岳館高等学校が甲子園出場をいたします際の

応援に係る補助、応援経費、大会出場に要する

経費等についての補正ということでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） 亀田委員、よろしい

ですか。 

○委員（亀田英雄君） はい、了解です。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに質疑ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次に

（ロ）先議案件についてですが、先議案件あり

ますか。 
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○総務部長（水本和博君） 今回は、先議案件

はございません。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは次に、

（ハ）請願・陳情について説明を求めます。 

○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８月２２日現在で受理しております請

願・陳情につきましては、八代市武道館建設に

ついての請願１件でございます。 

 なお、委員会への参考送付といたしまして、

ニッポン一億総活躍プランを実践するシルバー

人材センターへの支援の要望の１件がございま

す。つきましては、関係委員会へ参考送付とさ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明が終わりました

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） それでは次に、市長

追加提出予定案件１５件について、説明を求め

ます。 

○総務部長（水本和博君） それでは、御説明

申し上げます。 

 定例会の一般質問最終日の追加提出予定案件

としましては、予算議案１件、事件議案２件を

予定しております。 

 予算議案としましては、第１０９号・平成２

８年度八代市一般会計補正予算の第６号、事件

議案としましては、第１１０号及び１１１号

で、いずれも契約の締結についての案件でござ

います。 

 予算議案につきましては、岩本部長のほうよ

り説明申し上げます。 

○財務部長（岩本博文君） それでは、追加予

定の予算議案１件でございますが、内容は国の

地方創生推進交付金を活用した事業につきまし

て、定例会の一般質問の最終日に、一般会計補

正予算として追加させていただきたいと考えて

おります。 

 なお、そのほかにも、現在、４事業ほど調整

を進めているものがございます。調整が済みま

したら、あわせまして提案させていただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○総務部長（水本和博君） 次に、定例会最終

日の追加提出予定案件としましては、決算議案

１１件並びに人事議案１件の合わせて１２件を

予定しております。 

 まず、決算議案につきましては、議案第１１

２号・平成２７年度八代市一般会計歳入歳出決

算及び議案第１１３号から第１２２号までの国

民健康保険特別会計などの特別会計決算１０

件、これを合わせまして１１件の決算議案とな

ります。 

 次に、議案第１２３号の公平委員会委員の選

任につき同意を求めることについて、この人事

案件１件を予定しております。この１件の人事

案件でございますが、公平委員３名のうち１名

の方がこの９月３０日をもって任期満了となら

れますことから、その後任の委員を御承認いた

だく提案でございます。 

 以上が追加予定議案でございます。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（野﨑伸也君） 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（水本和博君） 招集日についてで

ございますが、８月２９日月曜日午前１０時か

らお願いしたいと思います。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（野﨑伸也君） それでは、会期につ

いてお諮りをいたします。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（野﨑伸也君） 今ほど委員長腹案と

いうことでお声をいただきましたので、委員長

腹案のほうを事務局に配付をいたさせます。 

（書記、資料配付） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、念のため

ですね、事務局より説明をいたさせます。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） それでは、

９月定例会の日程・委員長案を説明させていた

だきます。 

 今、水本部長よりありましたとおり、８月２

９日月曜日の１０時に開会となります。 

 翌日３０日火曜日、１０時に質疑・一般質問

の通告の締め切りとなっております。 

 翌週５日月曜日、１０時から質疑・一般質

問。８日までの４日間とし、９日の金曜日は予

備日としております。 

 １２日月曜日１０時に新庁舎建設に関する特

別委員会、１３日火曜日、文教福祉委員会、１

４日水曜日、経済企業委員会、１５日木曜日、

建設環境委員会、１６日金曜日、総務委員会と

なります。 

 その後、休会を挟みまして、２３日の金曜日

１０時から討論・採決となっております。 

 この期間中の議会運営委員会及び全員協議会

については、下に書いておりますとおり、初日

９時から議会運営委員会、９時半から全員協議

会、一般質問中日の７日水曜日、本会議終了

後、議会運営委員会、そして最終日、２３日金

曜日、９時から議会運営委員会、９時半から全

員協議会となります。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいまの案につい

て何か御意見等ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 前回は議長の配慮とい

いますか、ということで執行部の受け入れ体制

ということでですね、あのような会期日程だっ

たと思っております。で、今回、もう通常の会

期日程案なんですが、執行部の受け入れ体制っ

ていうのは、もうよかっですかね。 

○委員長（野﨑伸也君） 執行部の受け入れ体

制について、質問が出ておりますけれども。 

○総務部長（水本和博君） ６月議会では御配

慮をいただきまして、大変ありがとうございま

した。今回、災害対策のほうも一応はめどがつ

いたというところでございます。事後対応部分

は今後も引き続きございますけども、議会日程

については、今、御提案がありました形で執行

部のほうも支障はないというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 亀田委員、よろしい

ですか。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに御意見等、質

問等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、お諮りい

たします。 

 ９月定例会の会期は８月２９日から９月２３

日までの２６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（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 両名は御退席いただければ。 

（執行部 退席） 

○委員長（野﨑伸也君） 次に、（４）その他

の（イ）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。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 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、
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贈呈者について説明いたします。 

 去る５月３０日に東京で開かれました第９２

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、議長がかわりに授受されまし

た。例年であれば６月議会において伝達等を行

っておりましたが、本年は４月に発生しました

熊本地震の影響で今９月議会の伝達となりま

す。 

 本市議会からは、勤続年数２０年以上として

田中安元議員が、また、勤続年数１０年以上と

して庄野議員、幸村議員、成松議員、太田議員

の４名が該当となられました。ただし、太田議

員につきましては、御本人から辞退の申し出が

あっております。 

 議会開会の８月２９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、市長からは感謝状の贈

呈並びにお祝いの言葉が贈られる予定となって

おります。 

 そこでこの際、被表彰者に対して祝詞を述べ

ていただく方を決めて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、昨年は堀議員でございましたの

で、今回は島田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、

被表彰者及び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いうふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明が終わりました

けれども、何かございませんか。表彰伝達につ

いて、よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、表彰状の

伝達については、８月２９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。 

 あわせまして、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。説明では島田議員ということでございまし

たけれども、島田議員に祝詞をお願いすること

にしたいと思いますけれども、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） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（ロ）その他について何かありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なしということです

ので、次に行きます。 

                              

◎議長の諮問に関する事項 

○委員長（野﨑伸也君） 次に、議題の２番

目、議長の諮問に関する事項の（１）議会改革

の進め方についてですが、先般の各派代表者会

において、昨年から引き続き協議をしてきまし

た本件につきまして、今後は議会運営委員会に

協議の場を移して御検討願いたいという議長か

らの諮問を受けております。 

 またあわせまして、一番最後のですね、議会

運営委員会、――前回の議会運営委員会の中で

も、亀田委員より議会改革の進め方、早く進め

ていただきたいというような御意見等もありま

して、また、その場で私の回答としては、いろ

んな、今ほどですね、現状で提出されておりま

すいろんな議会改革の案件について、どういっ

た協議の方法にするか、振り分け等も含めてで

すね、次の議会運営委員会でお示しをしたいと
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いうようなことで回答をしておりました。 

 前回の代表者会の中では、それぞれの会派か

ら議会改革に向けての協議項目についても御提

出があって、そろったということでございまし

たので、私なりにですね、整理をしたものをで

すね、皆さん方のほうにお配りをさせていただ

いております。 

 内容についてはですね、若干ちょっと今触れ

させていただきたいと思いますけれども、皆さ

ん方にお配りされております議会改革の進め方

についての案というのが２枚物であるかと思い

ますけれども、お手元ございますでしょうか。

（｢はい」と呼ぶ者あり）いろいろと各会派か

ら出していただいたものについて、特別委員会

の設置、あるいは議会運営委員会で協議するも

の、あるいは広報委員会で協議するものという

ような部分で、一応試案ということで振り分け

をさせていただいております。こちらについて

は、御熟読をいただきたいと思います。 

 ２枚目に移りますが、一番最後のほうに委員

定数というのがございます。以前からですね、

お話があっておりました部分で、会派からのほ

うもいろんな案が出されておりましたけれど

も、委員定数については１３名ということで私

の試案としてはしておりましたけれども、今ほ

ど冒頭に議長のほうから、田中議員のですね、

辞職というような部分がございました。そうな

りますと、２人会派のほうからですね、２名と

いうことでしたけれども、２人会派が１つの会

派ということに減少しましたので、実質は１２

名の特別委員会を設置するというような案でお

示しをさせていただいております。 

 お配りしております資料については、委員長

案ということでございますので、特別委員会の

設置も含めて、各会派において御検討をお願い

をしたいというふうに思っております。 

 で、次の進め方ということでありますけれど

も、次の議会運営委員会の中で、今ほどお示し

をしました案について、各会派でどのような御

意見があるのかをですね、聞き取りをさせてい

ただければというふうに思っております。 

 先ほど９月定例会の日程のほうも御決定をい

ただきましたけれども、会期中ではあります

が、９月１２日月曜日１０時からですね、新庁

舎建設の特別委員会がございますけれども、こ

れが終了次第ということになりますが、一応、

予定としては、次の議会運営委員会は１２日月

曜日の午後、１３時から開催をしたいと思って

おりますので、今お配りいたしました案につい

て御検討をいただいて、各会派のお考えをお聞

かせいただければというふうに思います。 

 なお、きょうはですね、１つの会派の代表の

方がきょう御欠席をされておりますというのも

ありますので、今の案についてはですね、各議

員の担当箱のほうにも入れさせていただこうか

と思っておりますので、そちらのほうもです

ね、お含みおきをいただければというふうに思

います。 

 それでは、この件について何か御質問等ござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なしということでご

ざいますので、次の会議、１２日までにです

ね、各会派で御意見等、取りまとめのほうよろ

しくお願いいたします。 

                              

◎その他 

○委員長（野﨑伸也君） ほかになければ、次

に議題の３、その他、（１）本会議の開催場所

（議場）について、説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 去る７月２９

日、８月１８日の両日開催されました各派代表

者会の中で、今後の本会議場の使用につきまし

て御検討いただきました。その結果、９月定例

議会までは鏡の文化センターを使用し、１２月

定例議会以降は鏡支所３階の旧鏡町議場を改修



 

－8－

し、活用することとなりました。 

 なお、改修には予算が必要となりますが、先

ほど財務部長が説明いたしましたように、この

９月定例議会中に補正予算、追加予算が提出さ

れますので、その中で対応していくことになろ

うと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいまの報告につ

いて、何か御質問等ございませんか。よろしい

ですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは次に、

（２）北海市への議員派遣について、説明を求

めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは、北

海市への議員派遣について、説明いたします。 

 八代市・北海市友好都市締結２０周年記念行

事「市長と行く！八代市民使節団」の実施に伴

い、執行部から市議会へは議長を含む５名の派

遣依頼がございました。日程は、１０月２９日

土曜日から１１月２日水曜日までの４泊５日と

なっております。 

 なお、派遣者につきましては、これまでの協

議によりまして議長及び各常任委員会委員長と

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 北海市への議員派遣

ということで、市長より派遣依頼のほうがあっ

たということで御説明がございました。こちら

については、御承知おきいただきたいというふ

うに思います。 

 次に、（３）政府要望について説明を求めま

す。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 毎年７月と１

１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１１月の政府要望につきまし

ては、第３期八代市議会議員政府要望つけ出し

表のとおり、山本議員、古嶋議員、島田議員、

村上議員、太田議員の以上５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、日程及び要望項目について執行部に問

い合わせをしましたところ、現在、調整中との

ことで、後日、該当議員に連絡を行うとのこと

でございました。よろしくお願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） 局長、もう１回、よか

ですか、名前を。 

○議会事務局長（東坂 宰君） はい。お名前

はですね、山本議員さん、古嶋議員さん、島田

議員さん、村上議員さん、太田議員さん、以上

５名でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、よろしい

ですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） 後期の政府要望につ

きましては、ただいまの説明のとおりとなりま

すので、御承知おきいただきたいと思います。 

 次に、（４）行政視察の自粛について説明を

求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 行政視察に関

しましては、熊本地震の影響を勘案しまして、

お盆までは自粛するとの申し合わせがなされて

おりましたが、既にお盆も過ぎましたことか

ら、先日の各派代表者会議において今後の取り

扱いについて御協議をいただきました。その結

果、各会派で実施される視察研修については自

粛を解除することとなりました。 

 なお、各常任委員会及び議会運営委員会にお

ける視察研修につきましては、各委員会で今後

の方針を御協議いただき、御決定いただくこと

となりました。ただし、全ての委員会における

取り扱いは統一すべきであり、今後、各委員長

等が一堂に会し、協議することも必要ではない

かとの意見もなされております。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 行政視察の自粛につ

いて説明が終わりましたけれども、何か御意見
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等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） ほかになければ、次

に、（５）市議会ホームページの充実につい

て、説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは、市

議会ホームページの充実について、説明させて

いただきます。 

 まず１つ目といたしまして、定例会及び委員

会の生中継、これ、ライブ配信でございますけ

れども、これまではパソコンでしかこれは見る

ことができませんでした。しかし、今９月の定

例会からはスマートフォンやタブレット端末で

も御視聴いただけます。また、委員会について

も同様に視聴いただけるようになります。 

 ２つ目といたしましては、定例会の録画中

継、これは中継ライブラリーでございますけれ

ども、過去の録画中継を別ウインドウで開き、

いつでもこれ見ることができるんですけれど

も、これにつきましても、２０年の３月定例会

から現在のものまでが見れるんですが、これも

先ほど申しましたようにスマートフォンやタブ

レット端末からも御視聴いただけるようになり

ます。 

 なお、委員会につきましては、配信中継がご

ざいませんので、動画は見ることができませ

ん。 

 それから、３つ目といたしまして、これは、

今現在、準備しているところでございますけれ

ども、昭和６２年３月、旧八代市の定例会から

会議録の検索が可能でございますけれども、今

後につきましては、委員会記録についても、検

索はできませんが、閲覧ができますので、これ

がですね、少し市民の皆さん方にはですね、議

会の拡充ということでつながっていくんではな

いかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 今ほどホームページ

の充実について説明がありましたけれども、何

かございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 内容の充実とともに充

実を図っていただきたいと思います。要望でご

ざいます。 

○委員長（野﨑伸也君） 山本委員より要望あ

りましたけれども。今後、充実を含めてです

ね、議会改革の中でも取り扱いをしていくこと

かというふうに思っていますが、まずは、いろ

いろと事務局のほうで進めていただいたことを

感謝したいというふうに思います。 

 ほかにございませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） ホームページ等、大

変だとは思うんですけど、できればですね、こ

ういうことを予定してるっていうのがあればで

すね、また事前にお話しいただけるとですね、

また、いい案がまた議員の皆さんから出てくる

んじゃないかなと思いますので、次回からよろ

しくお願いします。 

○議会事務局長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにいいですか。 

○委員（亀田英雄君） 黙っとけば過ぎていく

話かもしれませんが、会議の出欠について、ち

ょっと皆様に意見を申し上げたいというふうに

思います。 

 通常ならば、委員長のほうから委員の出欠、

欠席については、冒頭、理由が申し述べられる

という手順が通常なんですが、今回、村上さん

は、今、来なったんですが、成松委員について

は欠席のようであります。その理由について説

明がないんですが、どのような取り扱いになっ

ておられますか。 

○委員長（野﨑伸也君） 済いません、その他

の議案の、今、市議会のホームページについて

は、もう今終わらせていただきまして、次のそ

の他ということで、今、亀田委員のほうから出

欠についてということでございました。私のほ

うからですね、申し述べがなかったということ
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で、大変申しわけございませんでした。 

 成松委員についてはですね、先週でしたか

ね、私のほうにお電話いただきまして、一応、

今回の議会運営委員会のほうには出席をできな

いということで御連絡があっておりました。 

 内容については、八代市の中学校の相撲の、

四中ですかね、が全国大会ということで、監督

業として一応お願いがあっておると。それで、

一緒になって行かないといけないというような

ことを理由として申し述べられましたので、私

のほうからは、了解いたしましたということで

回答をさせていただいております。 

 事前にですね、会議の冒頭、きょう私のほう

からですね、その説明が不足していたというこ

とでございましたので、大変申しわけございま

せんでした。 

○委員（亀田英雄君） 委員長のほうから説明

の不足は聞きました。会議の冒頭ですね、そう

いうようなことで報告願いたいというふうに思

います。 

 がですね、ちょっと小耳に挟んどった案件で

あります。その相撲の監督というのは、相撲大

会の監督というのが、この会議の欠席の理由に

なるとかなということをお諮りいただきたいん

です。 

 我々は議員としていわば報酬ばもろうとる。

そん会議に出席すっとだって義務ですけん。こ

れ、個人の用じゃなかっですか。公務って何が

公務かっていうとの線引きもなかっですが、全

国大会の相撲の監督っていうのが会議の欠席の

理由になりますかね。私はならないというふう

に考えます。これをどうして取り扱っていくの

かということも、やっぱ話し合わんばですた

い。わがままですもん。って思うとですよ。そ

んならもう、それはいろいろ理由つけて休んで

よかこっだし。いろいろ以前にも、痛くない腹

を探られたこともありますしね。やっぱ、きち

んとしておくべきじゃなかでしょうか。皆さん

の御意見を伺いたい。 

○委員長（野﨑伸也君） 今ほどですね、会

議、委員会等の欠席についてですね、それなり

の理由がないといけないんじゃないかというよ

うなですね、公務かどうかとか、そういった話

もですね、ありましたけれども、皆さんのほう

から御意見いただきたいということでございま

した。御意見あられますか。 

○委員（中山諭扶哉君） まず公務かどうかっ

ていうところの確認ば、どうにかできませんか

ね。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに。 

○委員（増田一喜君） 前回、欠席について、

ほかの委員会でもあったんですけどね。そのと

きも、ただ欠席するちゅうだけで、内容まで発

表してないとかでしょう。要は、委員長がそれ

を認めたという形で終わってるはずですけど

も、何か今回それを、前のときにそういう形で

終わっといて、今回それをまた言うっていうの

も、ちょっといかがなものかなという気はする

んですけどね。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに――。 

○委員（増田一喜君） 前だって公務かどうか

っていうのはわからないんだから。 

○委員（松永純一君） これはですね、恐らく

欠席届っていうのは、多分申し合わせだろうと

思うんですけども、議会の場合は議長、本会議

はですね。委員会は委員長。しかし、その許認

可権っていうのはたしか与えられてなかったと

思うんですね。議長がはい、いいですよとか、

悪いですよとか、委員長がいいです、悪いです

とかいう許認可権はたしかなかったっだろう

と、委員会規則あたりではですね。 

 ですから、これはですね、やっぱり、十分協

議していく必要があると思うんですね。ですか

ら、特に、今、見てませんけども、特別委員会

あたりがですね、議会改革の特別委員会あたり

が設置されたら、その中で設置されない場合は
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この議運でとかですね。 

 たしか、ことしの１月か２月に、東京のほう

に議会運営委員会で、議会改革で視察行きまし

たよね。どこかの市だったかは、ちょっと忘れ

ましたけども、そこでもですね、かなり議論が

されとったと思います。 

 ですから、許認可権があればいいんですけど

も、議長とか委員長に、それはないわけですの

で、そこはやっぱりこの申し合わせのときにで

すね、もっと深くやっぱり協議をして決めてい

く必要があると、私はそういうふうに思いま

す。 

○委員（亀田英雄君） 松永議員のおっしゃる

とおりだと思います。で、どげんかしとかんと

いかぬというふうに考えます。 

 そして、以前の話もありましたが、以前の特

別委員会とかはですよ、以前の話は、多分、庁

舎問題の特別委員会の話ですよ。で、あれは、

できないという日に開催されたということで聞

き及んでおります。今回の議運っていうのは、

もう開催時期はわかっとる話でありますし、そ

れはもう確信犯ですよ。このあたりに開催され

るってわかっとるじゃなかですか。それを、あ

えて欠席されるとですけん。それとそれは別だ

というふうに考えております。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに御意見ござい

ませんか。 

○委員（古嶋津義君） 擁護するつもりはあり

ませぬが、聞いた話ですから。１８日かです

ね、１７日ぐらいに全国大会に出発して、大会

がきのうだったということで聞いております。

そして、１９日、特別委員会もどうしても、石

川県ですかね、で、いないから、それは出ない

と、前垣委員長のほうに電話あったというふう

に思っとります。県の監督も何か兼務しとると

かっていう話は聞きました。私もそこんとこは

定かじゃなかばってん。 

 そういうふうなところは、特別委員会はとい

うことで前垣委員長にちょっとお話ばしときな

さいよというお話はしときました。そして議運

につきましては、どぎゃんしたっちゃ、きょう

は４時ぐらいしか帰ってこぬけん間に合いませ

ぬっていう話は、電話はいただきました。 

 以上です。私のほうからは。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございません

か。 

○委員（村上光則君） 済いません、きょうは

遅刻をしまして申しわけありませんでした。大

変申しわけございませんでした。 

 今、亀田委員からも話がありましたように、

以前ですね、こういうことは繰り返したくない

んですが、以前私が、ちゃんとして、欠席届も

出して、議長にも、委員長にも、執行部にも、

ちゃんと出しておりましたところに、それが悪

いんだということで、いつも私の行くところに

ですね、私の調査までかけてですね、私が来て

おらぬのかというような、そういうふうなこと

をされておりますもんですから、私もその件に

対しては非常に心外でございます。 

 で、私はちゃんと許可をとって行っとるもん

ですから。何遍も言いますが、執行部、委員

長、議長にも了解をとって行っておりました。

それに、私の行き先にですね、行って、私が来

とるか来とらぬか、そういうことまでですね、

確かめに行って。もちろん、守秘義務で相手は

言わぬですよね、そういうことは。そういうこ

とまでされたもんですから、私も非常に心外

で、いつか言おうかなというふうに思っており

ましたので、その辺のところはひとつ、しっか

りした議論をして、改めていきたいというふう

に思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに御意見等ござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） たくさん委員の方々か

ら、この欠席の理由等について質問があってお
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りますが、私も長年、議員活動をしております

けども、私たちの認識としては、旧市から、認

識としては、公務扱い、そして公務の扱いと、

親戚にいろんな出来事があったときの理由とい

うのは、申し合わせの中で了解しようかなとい

うような、そういうふうな流れで今日まで来て

いると私は信じておるわけでありますので、そ

こら辺については、議会改革特別委員会で新た

にですね、この問題の取り扱いっていうのを最

終的にどう申し合わせするのかと。公務扱い以

外については欠席届は受理しないと。そのよう

ないろんな形の中で、私は議論すべきだと思い

ます。 

 そういう中で欠席すれば、必ず人間は感情動

物でありますので、いろんなことが出てきま

す。やはり敵味方に分かれたときには、いろん

なこと、デマを出したり、たくさんの意見等を

聞いて、中傷誹謗等も聞かれたっていうことも

お聞きしておるわけでありますので、相手方に

対しても、私たちはある程度の理解はしなきゃ

いけないし。 

 そしてまた、いろんな人間関係の中でも、八

代議会の改革をする中でですね、市民から、信

頼できるような議会として、議員としてです

ね、その申し合わせっていうのはしっかり野﨑

委員長、松永副委員長のもとにですね、意見が

出ましたので、ぜひともこの問題については、

これからひとつ御検討していただくように、私

のほうからは委員長にお願いをしたいと思いま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それぞれのほうで御

意見のほういただきました。非常に難しい問題

ですね。中山委員のほうから、これは公務なの

かどうかというような話もありましたけれど

も。実際、これまでの議会運営委員会の中で、

あるいはそのほかの会議等の中で、特別委員会

等の中でもですね、こういった問題がですね、

いろいろと、何回となくあったというふうに私

も認識をしております。 

 また、そういったいろんな文言、いろんな物

事についてですね、やはりいろいろと協議をし

ていかなきゃいけないんじゃないかというよう

なところで、たしか以前にですね、議員の出退

について、来てますよ、来てないですよってい

うような話も、そういったものもきちんとすべ

きじゃないかとか、欠席のことを、今回の件も

そうですが。あと、執行部のほうですね、職員

の拘束時間とか、そういった、各会派に呼ん

で、いろんな話を聞く、聞いたりなんだりする

っていうのがいいのかどうかっていうような、

そういったのを含めてですね、議会棟のセキュ

リティーとかそういったものを含めて、いろい

ろと出ていたというふうに私も認識をしており

ます。宿題をいただいておったというふうにも

思っております。 

 そういった中で、今ほどいろいろ意見いただ

きまして、先ほどの会議の中でも、議会改革の

中で、これ、結局はですね、やはり議員のモラ

ルというか、倫理というか、そこら辺のところ

にですね、やはりかかってくるのかなというふ

うに思っております。議会改革の項目の中で、

そう言った項目もですね、挙がっていたという

ふうに思っておりますし。ぜひですね、それが

本当にいろんな制約をつけてやっていくのがい

いかどうかというのもですね、かなり時間をか

けてですね、私はやるべきじゃないかなという

ふうに思ってますので、今回のこの亀田委員か

らのですね、意見提起につきましては、議会改

革の中で協議を進めていくということで、私と

してはおさめていただければというふうに思い

ますけれども。項目の中にまたですね、ちょっ

といろいろとそれを入れさせていただくと。議

会改革で進めていくということで、皆さん方の
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認識をいただければと思いますけれども、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

す。 

 その他について何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、以上で議

会運営委員会を、――古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 委員会についてですば

ってん、１委員会ずつですたいね、これに書い

てあるなら。すと、ここということですか、こ

れは。それの確認だけです。 

○議会事務局長（東坂 宰君） ９月定例会

は、１日ずつ、ここでということになります。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、以上で議

会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

（午前１０時５１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８月２２日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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