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議会運営委員会会議録 

 

平成２８年９月２３日 金曜日 

  午前９時００分開議 

  午前９時２３分閉議（実時間２３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）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）議会の運営に関する事項 

 （2）議会の会議規則、委員会に関する 

条例等に関する事項 

 （3）議長の諮問に関する事項 

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 

財務部長  岩 本 博 文 君 

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９時００分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、議会運営

委員会を開会いたします。 

                             

◎本日の議事日程について 

○委員長（野﨑伸也君） まず、議題の１点目、

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２３件、(ロ) 請願・陳情４

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）    

それでは、本日の委員長報告、それから議案

２３件、請願２件、陳情２件について説明いた

します。申し訳ございませんが、この後の説明

も着座にてやらせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 まず、日程第１から日程第２７までの、市長

提出案件２３件、及び請願２件並びに陳情２件

については、おのおの付託されておりました関

係の特別委員会及び常任委員会から、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、各委員長から報告が

ございます。 

なお、採決に当たりましては、議案８８号か

ら議案９０号の３件は、それぞれ単独で挙手採

決。議案９１号は、単独で起立採決。９２号及



 

―2― 

 

び９３号は、一括で挙手採決。９４号及び９５

号は、一括で起立採決。９６号及び９７号は、

一括で挙手採決。９８号は、単独で挙手採決。

９９号は、単独で起立採決。１００号から１０

８号までの９件は、それぞれに単独で挙手採決。

１０９号は、単独で起立採決。１１０号は、単

独で挙手採決。請願１号、３号、及び陳情第１

５号は単独で挙手採決。陳情第１６号は、単独

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布して

おりますので、後ほどごらんいただければと思

います。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま説明終わり

ましたけれども、何か質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次に（２）

議員提出発議案３件について説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 議員提出発議

案について、発議案３件が提出される予定でご

ざいます。 

まず、発議案第８号・議会改革特別委員会設

置に関する決議案については、去る９月１６日、松

永純一議員外１５名から提出されたもので、趣旨弁

明者は松永純一議員でございます。 

次に、発議案第９号・災害復旧事業債の償還

期間延長及び適用範囲拡充を求める意見書案は、

去る９月１６日、古嶋津義議員外１３名から提

出されたもので、趣旨弁明者は古嶋津義議員で

ございます。 

 なお、議案第１０９号・平成２８年度一般会

計補正予算・第６号が可決された場合には、発

議案第１０号・議案第１０９号・平成２８年度

一般会計補正予算・第６号に対する付帯決議案

が提出される予定です。これは、幸村香代子議

員外１４名から提出され、趣旨弁明者は幸村香

代子議員でございます。 

以上の３件につきましては、各々単独で趣旨

弁明が述べられ、採決につきましても単独で起

立による採決となります。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま説明終わり

ましたけれども、委員会メンバー以外の会派等

からの議員発議案については、発議者から説明

を受けることとされておりますが、この際説明

があればお願いしたいと思います。 

 まずは、発議案第８号について、松永委員お

願いします。 

○委員（松永純一君） 発議案第８号の議会改

革特別委員会設置に関する決議案につきまして

は、既にお手元に配付してあります文書のとお

りであります。提案理由といたしましては、議

会改革に関する諸問題の調査を行うため、特別

委員会を設置する必要があるという趣旨から発

議をするものであります。 

 以上です。 

○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９号について、古嶋委員

お願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） 発議案について、簡潔

に御説明を申し上げます。御承知のとおり、

災害復旧事業債というのは、有利な地方債で

あります。充当率が１００％、交付税措置率

がマックスで８５．５％であります。けれど

も、これが償還期限が１０年ということで短

いということで、この延長をお願いをするも

のでございます。 

○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１０号について、亀田委

員お願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 発議案につきましては、

お手元に配付のとおりなんですが、新庁舎建

設関連予算について、今回特別委員会でも総

務委員会でも可決したものなんですが、その

ことについて縷々意見を申しました。その中

でもですね、やはりここは念を押しておきた
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いということについて、付帯決議案を提出す

るものです。どうぞ、御了解の上、賛成をい

ただけますようお願い申し上げます。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。以上、説明をいただきましたけれども、

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、議員提出

発議案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。 

（「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。お諮りいたします。議員提出発議案

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。 

（「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）市長追加提出議案の(イ)決算案件

１１件について、説明を求めます。 

岩本財務部長。 

○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

務部の岩本でございます。座りまして説明をさ

せていただきます。 

 本日提出予定の決算議案につきましては、議

案第１１１号から１２１号までの１１件でござ

います。これらにつきましては、平成２７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１０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。 

 以上でございます。どうぞ、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

れども、何か質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、お諮りし

ます。市長追加提出の決算案件１１件について

は、委員１０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。 

（「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、決算審査特別委員会委員のつけ出しに

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、決

算審査特別委員会委員のつけ出しについて説明

いたします。 

本日配付しております次第等が載っておりま

す部分にも記載はしてございますが、島田一已

議員、庄野末蔵議員、友枝和明議員、橋本幸一

議員、古嶋津義議員、堀徹男議員、増田一喜議

員、松永純一議員、村川清則議員、矢本善彦議

員の以上１０人でつけ出しがなされております。 

本会議では、決算案件１１件について、市長

及び財務部長から提案理由の説明がございまし

た後に、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。 

なお、本会議休憩中に決算審査特別委員会を

開催し、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（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

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（ロ）

事件案件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） 

それでは、追加提出案件の事件案件について御

説明申し上げます。着座にて説明申し上げます。
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事件議案としましては、議案第１２２号・契約

の締結について（日奈久浜町ポンプ場改築（電

気設備）工事その２）でございます。これは、

８月２９日改札にかかる日奈久浜町ポンプ場改

築（電気設備）工事の工事請負契約の締結をす

るためには予定価格が１億５０００万円以上で

すので、八代市議会の議決に付すべき契約に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を受

ける必要がございますので提案をいたすもので

ございます。 

 以上です。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

れども、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、本１件に

ついての委員会付託について協議をいたします。

付託はいかがいたしましょうか。 

○委員（亀田英雄君） 通常、委員会付託でお

願いしとると思とります。委員会付託でお願い

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） 今ほど付託というよ

うな御意見がございましたので、お諮りいたし

ます。本事件案件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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

委員会付託することに決しました。 

委員会の付託先について協議したいと思います

が、まずは事務局の説明を求めます。 

東坂議会事務局長。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 財務部のうち、

契約検査課の所管に関する事項については、建

設環境委員会になると思われます。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま説明があり

ましたけれども、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） それでは、本１件に

ついては、その審査を建設環境委員会に付託す

ることといたしたいが、これに御異議ございま

せんか。 

（「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、(ハ)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） それでは、追加提

出案件で議案第１２３号･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でございま

すが、公平委員会は地方自治法の規定に基づき

まして、本市が独自に設置している執行機関で

ございまして、３人の委員のうち、この９月３

０日をもって任期満了となられる水本和人委員

の再任をお願いする議案でございます。水本委

員は、現在鏡町にお住まいの７１歳の男性で、

昭和４３年に教職に就かれ、鏡中学校長を最後

に、平成１７年３月退職後、平成１９年３月ま

で社会教育指導員をされ、平成２０年から現在

まで鏡地域福祉推進協議会の役員として活躍さ

れておられます。平成２４年の１０月から公平

委員会委員に就任いただいておりまして、現在

１期目でございます。広い見識を有する方であ

り、委員として適任と考え、再任の提案をいた

すものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

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、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) 
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○委員長（野﨑伸也君） お諮りいたします。 

この人事案件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。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○委員長（野﨑伸也君） 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、閉

会中継続審査・調査申し出につきまして説明い

たします。閉会中継続審査（調査）申し出のあ

った案件をお開きいただきたいと思います。 

新庁舎建設に関する特別委員会では、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。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、所管事務調査２件。 

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、ごら

んの３件を記載させていただいております。こ

れらを合計いたしまして、１２件となります。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま報告ありま

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） 次に（５）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） 事務局から２

件、説明をさせていただきたいと思います。 

まず、本日の日程を、ある程度の説明をした

いと思いますので、次長から簡単に説明を行い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） それでは、

本日の進行予定について御説明をさせていただ

きたいと思います。何分にも議場と議会棟が少

し距離がありますものですから、場合によって

は本日３回程度の休憩を挟むことが予想されま

すので、簡単に御説明を申し上げます。座って

説明させていただきます。 

 本会議最終日１０時開会予定でございます。

その後、５人の各委員長さんから報告がありま

して採決となります。先ほど説明がありました

とおり、議案第１０９号の可決に当たっては、

付帯決議が提出される予定となっております。

その後、決算議案１１件について提案理由の説

明がございます。これを受けまして、議長発議

によりまして、特別委員会の設置、委員の選任

ということになります。続いて、議案第１２２

号・契約の締結に関する提案理由説明がござい

ます。ここまで来ますと一旦休憩を取ります。

予定としては、午前中にこの議事を終えまして、

建設環境委員会を直後に開催していただくこと

になります。建設環境委員会で採決まで行きま

すと委員長報告の作成に入ります。その間、お

昼の１時頃を予定しておりますが、決算審査特

別委員会を開催いただきまして、正副委員長の

互選、これが終わり次第、休憩を利用しまして

林活の議連が開かれるそうでございます。概ね、

３時前後を目標に再開をしまして、決算審査特

別委員会の正副委員長互選結果の報告、及び建

設環境委員会の委員長より付託案件についての

委員長報告がなされ採決となります。その後、

人事案件の提案理由説明があり、付託を省略し

て採決となります。そして、発議案第８号・議

会改革特別委員会設置に関する決議案が上程さ

れます。趣旨弁明、質疑、付託省略、討論、採

決となりますが、仮に議決をされますと特別委

員会の設置ということになりますものですから、

一たん時間の延長の手続きを経て休憩となりま

す。この休憩の間に特別委員会の委員のつけ出

し、そして議運での正式決定、これを経まして、

一たん再開をして特別委員会の委員選任を議決

をいただきます。この議決がなされますと、再
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度休憩に入りまして、特別委員会の正副委員長

の互選となります。この正副委員長が決定しま

すと再開をしまして、議会改革特別委員会の正

副委員長互選結果報告、その後発議案第９号が

上程をされます。この採決が終わりますと閉会

中の継審申し出、会議録署名議員の指名、市長

のあいさつ、そして閉会というような流れで、

概ね５時から６時頃になります。 

 以上でございます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） それでは引き

続き、私のほうから行政視察の受け入れについ

て、説明させていただきます。 

４月の熊本震災以降は、行政視察の受け入れ

につきまして、執行部も体制が整わないという

ことから、今まで申し出がありましてもお断わ

りしているような状況でございました。 

 議員の皆さんにおかれましても、お盆までは

行政視察を自粛してこられたというところでは

ございますけども、既に会派や一部事務組合の

視察関連が計画されております。 

 そのような中、先日、行政視察の受け入れに

つきまして総務部長等とも協議をしたところで

ございますけれども、十分な受け入れができな

い部分も確かにあるかもしれないけれども、全

体としてはもう受け入れていいんじゃないかと

いうことでございます。また、私たち議会事務

局といたしましても、一応受け入れの体制は整

っているところでございます。 

 そのようなことから、１０月１日をもちまし

て、行政視察の受け入れを開始したいと思いま

すし、それでよろしければ、今ホームページの

ほうでもお断りしているようなところですけど

も、その表現を変えまして受け入れますという

形での表現に変えていきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

ただいま報告２件ありました。まず、本日の進

行予定表ですね、説明ありましたけれども各会

派の議員の皆様方にも御周知のほうをよろしく

お願いをしたいと思います。あと、行政視察の

関係については、議事日程の関係ではなかった

んですけれども、最後のその他のほうで説明を

いただきたかったんですが（議会事務局長東坂

宰君「あっ、すみません、申し訳ございません。」

と呼ぶ）ということですけれども、お含み置き

いただきたいというふうに思います。 

○委員（亀田英雄君） 議事日程の中とはちょ

っとあれですが、嶋田次長から説明がありまし

た林活議連について、案内を担当箱に入れとっ

たんですが、周知が十分でない可能性がありま

すので、各会派の皆様に御周知いただければと

いうふうにお願いをします。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、議事日程

のほうに戻りたいというふうに思います。 

                          

◎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） 議題の大きな２番、

本委員会の閉会中の継続調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。 

(「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、議題の３番目、

その他についてありませんか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） すみません、
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先ほど私が先行してやりましたので、その部分

でございました。 

○委員長（野﨑伸也君） 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） 特にないということ

でございますので、以上で本日の議会運営委員

会を閉会いたします。 

 (午前９時２３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９月２３日 

 議会運営委員会 

 委 員 長 

 

 


