
 

 

 

 

平 成 29 年 度 

 

八代市議会議会運営委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件  

 

１．議長の諮問に関する事項 ……………………………………………… １ 

１．その他 ………………………………………………………………… １３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 9 年 7 月 1 3 日（木曜日） 



 

－1－

議会運営委員会会議録 

 

平成２９年７月１３日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時０４分閉議（実時間５７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議長の諮問に関する事項 

 （１）議会改革について 

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 

 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 

            増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、定刻とな

りましたので、ただいまから議会運営委員会、

開会いたします。 

                              

◎議長の諮問に関する事項 

○委員長（野﨑伸也君） まず、議題の１番

目、議長の諮問に関する事項の（１）議会改革

についてのうち、会派控室設置の再検討につい

てでありますが、これは、さきの委員会におき

まして、事情変更に伴い、会派控室の整備が困

難な状況となったことから、代替案として、臨

時的に政務活動費を増額する提案をさせていた

だいたものです。政務活動費の増額の是非、仮

に増額する場合の上げ幅などについて、皆さん

の御意見をお聞かせいただければというふうに

思います。 

○委員（亀田英雄君） ここに、再検討の話

が、 終的には、ここにできないかという話に

なっとったかなと。その再検討の結果はどげん

なったですか。それで違うでしょう。ここでで

くっとなら、政務活動費の増額は要らんし、こ

こにどうしても無理という話なら、行政が提供

すべきものならばですよ、それはやっぱりして

ほしいし、していただきたいし、そんな話だと

いうふうに思うんですが。 

○委員長（野﨑伸也君） 前回、再検討できな

いかというようなことでも、意見があったかと

思いますので、それについては、東坂議会事務

局長からお願いします。 

○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）着座にて、説明させていただきます。 

 先日、この委員会の中でお話をしました中

で、ここ、鏡支所内にそういう場所をつくって

いただけないかという委員さんからのお話もあ

りました。 

 その後、ちょっと私たちも協議をしたところ
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なんですけども、実際のところ、まだ執行部と

は正式な協議までは至っておりません。そうい

った中で、私たち議会事務局の中では、部屋を

どうするかというふうに考えた場合に、まず、

３階につきましては、先日もお話ししたかと思

いますけれども、情報政策課関係が、今、北側

におりますけれども、あそこはいろんな機器が

入っておりまして、その移動にも大変な予算と

労力を要するということで、３階をこれ以上あ

けるというのは、大変難しいということでござ

います。 

 また、今２階であいているところといいます

と、北側に、御存じかと思いますけれども、和

室が２部屋続きの、以前は休憩室に使ってた部

分かと思いますけれども、そこの部分があいて

いるというような、今でも使ってはいるんです

けれども、通常執務室としては使っていないと

いうのがございます。考えられるのはそこまで

かなというところでございまして、確保すると

なれば、執行部のうち、どこかの部署をです

ね、部課かいを別のところに移すというような

ことになりますので、今後の検討しながらです

ね、執行部とも協議をして、そういう形に持っ

ていくとすれば、また市長等とも協議をいたし

ましてですね、実際それが可能なのかどうかと

いうことをですね、協議がまた必要になってく

るかと思います。 

 現状では、そういうふうな状況でございま

す。 

○委員（亀田英雄君） 先日の会議のように、

ここの庁舎内に、やっぱり設置できれば、それ

が一番ベストだとは思うんですけど、それがか

なわないということであればですよ、やっぱり

政務活動費を圧迫している現実があるものです

から、ほとんどというか、大半はそっちに行っ

て、本来の政務活動費に充てられないという現

実があります。それをどうかしていただきたい

というのは強い要望です。 

 だけん、一応検討してですよ、この事情に詳

しい段階で、何とかできて、次に申し送れない

ものかなというふうに考えるんですがね、私の

意見は。せんば、後に送って、どんなメンバー

になるかわからんとですが、その中で、また話

ばすれば、またその部分時間がおくれますし、

その対応には困るというふうになりゃせんのか

なというふうに考えます。 

○委員長（野﨑伸也君） 確認ですけど、ここ

であらかたの方向性は決めて、次に申し送ると

いうことですか。ここで決めていきたいと、今

期でということですか。 

○委員（亀田英雄君） そげんですね、この事

情がわかっとるところで、上ぐんなら上げ幅も

決定しとったほうが、次に移行する段階で、戸

惑いのなかかなというふうに考えるという意見

です。 

○委員（成松由紀夫君） 今、亀田委員が言わ

れるのは、まさにそのとおりで、賛同するとこ

ろなんですが、総じてですね、今、おっしゃら

れたところが、例えば、今局長が言うように、

まだ執行部との打ち合わせとか協議とか、市長

もという文言も出てきたところもありますの

で、実際問題、この選挙直前になって、タイト

なスケジュールの中では、今言われたところ

を、意見の取りまとめだけして、引き継ぎ事項

にしといてですね、その上げ幅も含めてしっか

り検討するということで、改選後の新しい市長

さんなのか、新しい、また議会構成の議員さん

方で、その方向性を、総じてですね、この議会

改革についての部分、１、２、３、４、ありま

すけれども、うちの会派で話し合った部分につ

いては、これはもう、改選後の方々に委ねて、

引き継ぎ事項であったりとか、そういうことを

しっかり引き継ぐべきは引き継いでいただい

て、しっかりまた、改選後考えていただくとい

うことの３会派での取りまとめは、そういう状

況になっております。 
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 議会改革については、これだけ時間がない中

ですね、議運も、議会改革もタイトなスケジュ

ールの中に一定の結果というか、結論は見出せ

たんじゃないかということでありますので、そ

ういうところでの３会派の取りまとめでした。 

 うちは以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） 今、成松委員からも

意見いただきましたけど、そういうふうに思う

ところもあります。ただ、改選後ですね、会派

室については、予算が伴うものですから、すぐ

すぐ対応できるのかなという気持ちがあるんで

すね。ここの部分は、早く決めとったほうが、

条例改正とか、そういうのは入ってくるんです

かね、政務活動費の増額を、もし、するとすれ

ばですね。そうすると、やっぱり決めとったほ

うがいいんじゃないかなという心配がありま

す。 

○委員長（野﨑伸也君） 条例の関係という話

があったんですけれども、そこら辺のところは

どうですか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 政務活動費

を、仮に増額するとした場合は、条例改正、必

要になりますのでですね、そうなりますと、臨

時会、あるいは９月の定例会、そこでのです

ね、予算措置、予算補正等々もあわせて必要に

なります。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） 今、中山委員の言わ

れるのもわからんじゃないんですが、実際問

題、また改選してしまって、そこでいろんな新

しい議員さん方の意見が出て、また議運に、こ

うしてくれ、ああしてくれという要望が出てく

れば、また、その中で、決めといても、変更の

可能性もあり得たりするわけで、実際ここで

は、前議会の、改選後ですよ、前議会の議会運

営委員会からこういう意見で、こういうのが出

てるから、しっかりもんでくれというような形

の附帯意見なり、引き継ぎ事項なりにしとくの

が、一番合理的かなと。ここで、ああでもな

い、こうでもないまで決めて、こうするんだと

いうのをしたときに、改選後の議員さん方が反

発したり、また考え方も違ったりしてくる可能

性もあるので、時期的にですね、皆さんそれぞ

れ、戦支度もされているでしょうから、そうい

うことも考えれば、それが現実的なのかなとい

うふうに思いますけれども。 

○委員（亀田英雄君） 今の現状をしっかり把

握しとる、このメンバーがいいという方向ば、

見出しとったほうが、後は後で、その人たち

の、どっちの答えがベストかわからんけんじゃ

なかですか。後の答えがベストかわからんばっ

てんが、今、このことに当たっとる人たちが答

えを出しとったほうが、ベストに近い答えだ

と、ベターな答えだと。決めとれば、それに従

わんばんとですけん、その方向性はそういうふ

うに、どっちかに従う、決まれば決まりでつく

らんばいかんですけんが。ある程度ですよ、出

るか、出ないかぐらいしとかんと、契約の問題

もあるし、それば借りる、借りないという話も

あるし、どこまでか、ある程度話ばしとかん

と、次の段階がですね、なかなかうまいとこ進

まんとですよね。 

○委員（中山諭扶哉君） 非常に、今会計とか

ですね、苦労されてる立場があると。要は、私

たちが一番苦労を知ってるし、経緯を知っとる

んじゃないかなというふうに思うてですね、逆

に、私たちのほうで決めとったほうが、やりや

すかじゃなかかなという思いがあったもんです

から、そういうふうな意見でですね、言わせて

いただいたつもりなんですけどですね、という

ことです。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに、言われてな

いところがありますんで。 

○委員（山本幸廣君） 今まで長く、長く審

議、検討してきたんですが、局長、これは私の

提案なんですけども、この庁舎内のことだけ考
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えたならば、なかなか難しいでしょう、控室に

ついてはですね。となれば、やはり３階につい

ては、情報関係のシステムも含めて入っとる

と。これはどうしても３階は譲られないという

状況の説明がありましたので、２階について

は、２つですね、ありますということで。千丁

は、今ほとんどあいてないんですかね。満席な

んですか、千丁は。だけん、千丁があいとれば

ですね、机と、はっきり言って、タブレットぐ

らい持っていくぐらいの課があればですよね、

それを千丁のほうに回っていただく、移動して

いただくという、そこらあたりの検討をすれ

ば、私は、少しは改善しはせんかなと思うんで

すけどね。千丁があいとらんば別ですよ、それ

はもう。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今、山本委員

さんからお話がありましたように、私どもも、

まず考えたのがですね、ここから鏡支所、それ

から、隣の健康センターですね、２階部分あり

ますけれども、そこを含めまして、これを仮庁

舎に持っていった場合はどうなんだろうかとい

うところを一応考えてみました。仮庁舎、私た

ちも何回か見に行ったりしたんですけども、実

際のところ、入れるとなると、会議室を潰すし

かないというのが現状でございますし、仮庁舎

へは、まず無理だろうということで、私たちの

中での判断をしたところでございます。 

 千丁につきましてはですね、ちょっと私ども

も、そこまで頭が回らずにですね、検討してお

りませんでしたので、そのあたりを含めまして

ですね、検討させていただきたいと思います。 

 それから、政務活動費等々につきましてはで

すね、先ほど中山委員さんからもお話がありま

したように、時間的に、もし、それをした場合

ばどうなるのかというお話がありましたので、

一応事前にですね、そういうふうな状況の場合

につきましても、一応財政等ともですね、そう

いう可能性もあるよという話はさせていただい

ておりまして、今後の対応につきましては、そ

れが正式に決まった場合はお願いしますよとい

うことでですね、協議はさせていただいており

ます。 

 今、現状ではそのような状況でございますの

で、千丁につきましては、もう一回確認をさせ

ていただきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 私は可能だと思うんで

すよね。だけ、私たちが、選挙期間があるし、

また、９月の定例までも含めてですね、そこら

あたりの方針を、その確認をして、それが結果

という形をとっておかなければ、新しく新人が

来られたときにも、会派の控室もなかったいな

あとかですね、ばたばたばたばたされると思う

んですよ。それについては、やはり会派の控室

は、仮の会派の控室というのはですね、中に何

人おると、何会派になるかわかりませんけども

ですね、そういうのを想像しながらですね、千

丁支所を活用するということで、早急に対応し

ていただければなと思います。 

 そうすれば、成松委員あたりが、もともとか

ら言いよった、本議会棟の中でですね、やっぱ

り会派室は必要だということは、全員の議員の

考えだと思いますよ。それについては、ぜひと

もですね、この選挙の期間、さらには９月定例

あたりまでには、ある程度めどがつくようにし

ていただければと思いますけどですね。 

 ここあたり、委員長、進めていただいて、結

論づけみたいな、そういう中でしていただけれ

ばと思うんですね。 

○委員長（野﨑伸也君） 山本委員のほうから

は、今、ここに、鏡に入っておられる課かいの

ほうを移動したらどうかというところかと理解

をしました。 

○委員（村上光則君） 私は、先ほど中山委員

が言うたように、このメンバーで決めといたほ

うが、改選後もですね、そのように諮ればいい

ことですから、一応決めとったほうがようはな
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いかなというふうに、私は思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 村上委員、確認です

けれども、政務活動費を引き上げるということ

を決めていくのか、あるいは、今山本委員が言

われたような、ここにどうにかして、鏡支所の

ほうに控室をつくっていくというのを決めるの

か、どちらのほう。 

○委員（村上光則君） 政務活動費を引き上げ

るにしても、決めたほうがいいんじゃないかと

いうふうに思います。 

○委員（前垣信三君） 政務活動費を上げるこ

とには、別に異論もなかっですが、まとまった

会派ならともかく、１人、２人の会派だと、増

額分で部屋が借りれるかという話になりますも

んね。ですから、私は、今山本委員が言われた

みたいに、この庁舎の中の何がしかの課を、千

丁なりに移して、この庁舎内でできれば、控室

をとったらどうかなと思います。そっちのほう

が、議会の途中でですね、わざわざ千丁まで休

憩に行くわけにいかんし、会議に行くわけにい

かんし、基本的にここにおらんとだめなんです

よね、と思います。 

○委員（山本幸廣君） 我々、会議というの

は、現場を見らんでから会議をしてもですね、

どうしても事務局が、はっきり言ってから、執

行部にお願いをする。委員会の報告は、局長が

執行部にするわけですよね。したならば、早急

にそれを対応していただくと。まずは、検討と

いうのは、向こうにどこの課かをですね、千丁

支所に移すという、そういう、きょうは意見

で、委員会はまとまったということで報告して

ください。 

 そして、その報告の中で、担当部、そしてま

た執行部とですね、いかんていうのは、何でい

かんとか理由ば聞いてください、ですね。そう

いう中で、議会としては、これだけずっとしん

ぼうしてきたわけですけんでから、そこらあた

りについて、対策の部長あたりがおると思いま

すからですね、そういうのは、やっぱし、私は

千丁の支所を見に行って、あるですもんね、あ

いとるですもんね。だから、私は、あと課の連

中が、どこかの課の連中が、はっきり言って、

向こうになおるという、そういう考えを持って

いただければと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 今、山本委員が言わ

れたのが一番機能的で、前垣さんもおっしゃっ

たとおり、休憩中に千丁行って、また話し合い

するとか、これは、さっき亀田委員も言われた

ように、この議会棟の中にあるのが一番いいと

いうことで、実際、うちの議員団会議の話し合

いの中でも、議会改革については、あと議運を

残すのみのところの話し合いもした中でです

ね、例えば、総じて言わせてもらいますけど、

そこら辺のところは、やっぱり新たに改選され

てきた議員さん方の使い勝手の問題もあるの

で、今、我々のメンバーの中で、これだけ不自

由な思いをしとる部分があって、そして、新た

な体制になれば、でき得る限り、この議会棟に

会派控室を置いてもらえるよう強く要望しとい

てですね、後のいろいろなやりとりについて

は、まだ時間がかかる話じゃないですか、執行

部がまた、担当課であったり、いろんなところ

との、千丁の部分は、まだ何ら動いてないとい

うような話なので、だから、それはもう執行部

にお任せしといて、引き継ぎ事項にしてです

よ、あとのＩＣＴ化にしろ、政治倫理条例にし

ても、正副議長の選挙制度というところもです

ね、うちの会派の中で話を持っていったとき

に、もう議員団会議もなるべく控えてくれっ

て、議会改革については、もう一定の結果を、

今の議会としては出したじゃないかということ

で、強く要望されておりますので、できれば、

②のところが、会派控室と使途基準、議会改革

を進めてきた中で、使途基準を少し引き上げる

ということになれば、なかなか議会改革につい

ては、市民の、また理解というか、整合性につ
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いてもいろんな、また考え方が出てきたりする

ので、先ほど山本さんも言われたようなところ

で、強く要望するところで、ここを一致しとい

て、今現状不便だったと。議会棟に会派の控室

をというのは、皆さん同じ、一致した考えのよ

うに見受けられるので、それを引き継ぎ事項に

して、後の項についても、今の部分で出てきた

ところを引き継ぎ事項にしてもらって、きょう

ある程度の一定の結論を引き継ぐような形でや

っていただければというのが、うちの会派の議

員さん方の意見でありますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに発言されてな

い方。 

○委員（村川清則君） 同じようなことですけ

ども、政務活動費を上げるとなったらなった

で、成松委員、おっしゃったように、市民の理

解が得られるのかという心配もありますし、ま

た、新庁舎ができて、そこに会派控室ができた

場合は、上げた分の政務活動費は、また下げる

のかとか、いろんなあれがあると思いますん

で、上げるよりも、山本委員がおっしゃった、

千丁支所をなるだけ活用してという方向でいっ

たらなと思います。 

○委員（松永純一君） 今、話は出尽くしたと

思いますけども、千丁支所を有効活用していく

ということで、これについては、執行部のほう

との確認が要りますのでですね、それがスムー

ズに、ここからどういった課が向こうに行った

ほうが一番いいのか、市長とどういった関係に

ある課が行ったほうがいいのかとかですね、そ

ういうのを十分、まだ検討して、使えるんだと

いうことになっていくのか、あるいは使えない

というふうになっていくのかということですか

ら、それが一番、今話の中で出ていますよう

に、一番ベターなことですよね。 

 ただ、心配されているのは、もし、使えない

というふうになったときにですね、政務活動費

を上げると。それは、次の改選後でもいいんで

すけども、利用する側としては、契約とかいろ

いろ、今、恐らく８月いっぱいまでしか契約し

てないだろうと思うんですね、各会派がです

ね、民間を借りている場合には。それを９月か

らしていく場合に、今、ある程度、千丁支所が

使えないという条件の中で考えていく必要があ

るんじゃないかというのが、少しあるだろうと

思うんですよね。すんなり千丁支所に、どこか

の課が行って、ここに会派控室があれば、それ

が一番いいということは、皆さんそのとおりで

すけども、もし、それができないとなったとき

に、じゃあ、改選後に新たに、また再契約して

いくような場合に、非常に政務活動費を圧迫し

ていく部分があるということならば、上げるの

か、上げないのか、幾ら上げるのかというのが

ありますので、そこを、ちょっと考えたほうが

いいんじゃないかなというふうには思います。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございます

か。 

○委員（増田一喜君） 先ほど、こっちの鏡の

課を向こうに移すとか、そういうのがあって、

それと、控室を千丁を活用して、控室を千丁に

というお話、（｢違う、違う、違う。山本さん

が言わしたのは、課を千丁に出して」と呼ぶ者

あり）ああ、課を出す。千丁があいとるんやっ

たら、予算が伴うけど、一つの意見ちゅうか、

考えとしては、議場から議会、全部向こうに移

すちゅう、あれはできないんですか。設置は、

ここにしているから、予算がするけれども、そ

れほど向こうはあいているのかなと。向こうを

全部見たわけじゃないから。それはできないか

ら、こっちにしたちゅうことでしょう。（発言

する者あり） 

○議会事務局長（東坂 宰君） 千丁のです

ね、もとの議会棟、議会室につきましては、

今、全部取っ払ってありまして、今、人権セン

ターみたいな形に、３階は、たしかなってたと
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思うんですよね。ですから、あそこに議会その

ものをですね、移すということは不可能だと思

います。 

○委員（村上光則君） 山本委員からもあった

ように、ここをですよ、鏡から部署を向こう

に、千丁に移されるようだったら、もちろんそ

れが一番よかですけど、それはできんとでしょ

う。（｢でけんこともなかでしょう」と呼ぶ者

あり）もし、できるならばですよ、（｢いや、

千丁の話はまだしとらっさんとですよ」と呼ぶ

者あり）以前から、できないという話だったけ

んで、それはもう無理ならばですよ、政務活動

費ば上ぐっとば、いろいろ市民のあれがどうの

こうのて言われるけど、今度は、４名減るんで

すから、恐らくそういうことはないと思います

よ。そのために４名減らすとですから。 

○議会事務局長（東坂 宰君） まず、ちょっ

と整理させていただきます。 

 まず、千丁につきましては、議会そのものを

ですね、千丁に移すというのは、先ほど申しま

したように、議場自体が、もう別の活用をして

おりまして、鏡のように残っていた状況ではご

ざいません。放送設備等もですね、こちらはま

た、本庁から移転して持ってきたという部分も

ありますし、また、それを再度繰り返すという

ことになりますので、かなりのですね、予算が

必要になりますし、現在入っているのを、また

どこかに持っていくというような部分にもなり

ますんでですね、不可能ではないと思います

が、かなり困難かなというふうに思います。大

変難しいというふうに思います。 

○委員（前垣信三君） 言葉尻を捉えるわけで

はなかですが、あくまでも控室だもんですか

ら、控室ちゅうとは、議会に近いところでない

といけない。控室と会派事務所と混同してはい

かんと思うんです。会派の事務所は政務活動費

で事務所費がありますから、どこをお借りにな

ってもよかですけど、控室は、やっぱし議場に

近いところでないといかんと思います。ですか

ら、可能かどうかは別として、ここの一部の、

例えば、あのあたりの課を千丁に持っていった

らできんことはないかなという気もしますの

で、そのあたりを検討していただく。先ほども

言いましたが、１人会派で、仮に５０００円上

がって、５０００円で、どこかで事務所を借り

れと言われてもできない話ですもんね。四、五

人おれば何とかなると思いますが、そのあたり

があるから、一律に政務活動費を上げて、自分

たちで事務所なり、事務所というとおかしかで

すが、控室をつくれとおっしゃる意味が、少し

私には理解ができない。控室は、議場のそばに

あって、控える部屋だと思います。 

○議会事務局長（東坂 宰君） おっしゃると

おりなんですけれども、私たちが考えておりま

すのは、要するに、今まで本庁の議会棟の場合

ですね、考えてみますと、議会の会派室、会派

控室兼事務所的な活用をしていらっしゃったと

思うんですよね。控室自体が、議員さん方会派

の協議の場ということで、ほかに、何といいま

すか、事務所的な部分を外部に持っていらっし

ゃったところというのは、ほとんどなかったと

思うんですよね。そういう部分から、私たちも

考えまして、議員の控室、控室という部分だけ

で考えますとですね、今、大変狭いんですけれ

ども、この２部屋を確保はさせていただいてい

るんですよ。それが会派ごとに入れるわけでは

ないんですけれども、会派控室という部分じゃ

なくて、議員の控室という部分で考えますとで

すね、一応その２部屋を考えているんですけど

も、事務的な部分、会派室的な部分ですね、会

派で協議をされる、そういう部分では、やっぱ

りここでは大変難しいだろうということで、や

っばり町に近いほうをお借りになっていらっし

ゃる皆さん方、それぞれ会派いらっしゃいます

んで、その部分も兼ねましてですね、会派の中

でいろいろ協議される部分が、どうしてもここ
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では難しいのかなという部分でですね、政務活

動費等々の活用もできますのでですね、そこの

ところは、大変今、会派の財政部分をですね、

圧迫している賃借料、光熱費でという部分があ

りましたので、一つの提案としてはですね、挙

げさせていただきました。 

 ここに、正直なところ、会派ごとの控室がと

れれば、それが一番ベストなんでしょうけれど

も、それが大変難しいということでお話をして

いるところです。 

○委員（前垣信三君） 仮に、１人５０００円

活動費が上がったとしますと、大体月に１４

万。どこか、そのあたりプレハブをつくったら

ですね、新しい新庁舎ができるまで、私はその

ほうがベストだと思うんですよね。部屋が五、

六個ありゃよかですけん。月に十四、五万、１

４万払うとなら、ちゃんとしたプレハブができ

ると思うとですよ。そのあたりを考えればよか

ちゃなかですか。どうしても、この課が動けん

かった場合、向こうにつくりゃよかですけん。

ただ、それには電気引いてもらわないかん、ク

ーラーはつけてもらわないかん、行政側からで

すね。 

○委員（成松由紀夫君） ５０００円上げる、

上げないにもして、先ほど前垣さんからあった

ように、じゃあ、１人会派がどうなるだろうも

あるし、実際ですよ、千丁、あいとるじゃない

ですか。あいとるところに、例えば、２階のい

ずれかの課が移動して、３階の部分が、情報が

２階におりて、３階で会派室をつくることは確

実に不可能なんですか、不可能じゃないです

か。不可能じゃないはずなんですよね。だか

ら、そこは、今からでしょう。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 先ほど、ちょ

っと申し上げましたように、今、３階の北側に

情報政策課が入っております。あそこには、う

ちの市の中枢となるパソコン関係、いろんなも

のが入っているわけですけれども、あれを、多

分２階に移転させるだけでもですね、うん千万

です。一つの課が、通常の課がですね、移動す

るのとは全く違いまして、それから、強度の問

題とか、いろいろありましてですね、私も正式

には聞いてないんですけど、情報政策課を移動

させるというのは、大変難しいというふうなと

ころでございます。そうなりますと。 

○委員（成松由紀夫君） それは理解しとっと

ですよ、うん千万、だけ、金の問題かという話

じゃなくて、２階のところが、仮に行って、さ

っきの表現とすれば、そのほうがすきっとす

る、整理した言い方なんですけど、２階に会派

控室でもいいわけですよ。２階の部分が抜け

て、それは不可能なんですか、不可能じゃない

ですか。こっちで工作するというのは、同じ棟

にあれば、１、２階の行ったり来たりは問題な

いと思うんですよね。それは考えられるはずな

んです。 

○議会事務局長（東坂 宰君） その部分につ

きましてはですね、先ほど山本委員さんのお話

があったときにお答えしましたように、千丁を

含めましてですね、全体的に考えていくと、そ

ういう部分は当然可能だと思います。 

 ただ、３階と２階が違いますのは、３階の場

合は、こうやって区切った部屋がありますけど

も、２階の場合は、全部オープンスペースにな

っておりますので、その辺の取り扱いとか、そ

の辺につきましては、今後検討がですね、必要

になってくるかと思いますけれども、これから

執行部のほうとですね、千丁支所の状況です

ね、それから、先ほど松永副委員長からも出ま

したけれども、移動させる場合でも、やっぱり

市長がいらっしゃる近くにあるべき課とか、い

ろいろありますんで、その辺の兼ね合いとかで

すね、いろんな部分が出てくると思いますの

で、その辺のところをですね、これから検討さ

せていただきたいというふうに、協議させてい

ただきたいと思います。 
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○委員（成松由紀夫君） ですから、そういう

状況で、これからいろいろ協議せないかんこと

も、執行部はあろうし、１人会派の方にも配慮

せんと、１人５０００円上げたから、１万上げ

たから、じゃあ、どこか賃貸で借りれるかちゅ

うたら、また、そういう部分も配慮しないと、

今現状借りてる部分の方々のことも考えないか

んし、それぞれになるわけですよ、事情が。な

ので、そこは、やはり議場に近いところで会派

室は検討すれば、そっちの政務活動費云々に

も、なかなか話はいかないと思うので、とにか

く改選後、そこは引き継ぎ事項で、今回の部分

はこうで、強く要望しとくという、意見書な

り、何なりをつけといて、附帯意見でもいいの

で、今取りまとめて、皆さん一致するところを

つくって、引き継いで、という形でやらない

と、もう議会改革について、今からああでもな

い、こうでもないって、皆さんそれどころじゃ

なかけんですね、新しい議員さん方で考えるべ

きは考えて、新しい市長さんで考えるべきは考

えてということにしとくべきじゃないですか、

もうこの時期になったら。もうタイトな中で、

よく議論して、議会改革について取り組んだ

と、私は思ってますけど。うちの議員さん方

も、そういう意見だったので。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、まだ発言

がなかったので。 

○委員（古嶋津義君） おくれて参りまして、

まず、申しわけございません。 

 今、会派控室の設置の検討だろうというふう

に思っておりますが、先ほどからありましたよ

うに、合併前、そこは電算室だったけん、ちょ

っと動かしにくかだろうなというふうに、私は

思っております。 

 それと、会派室の設置は大変大事なことだろ

うと思いますが、ここに置くとすれば、どっち

みち、議会事務局、議会棟がありますので、こ

こに置くのが正当かなとは思いますものの、空

き部屋がですね、あるか、ないかということに

なると思いますので、その辺のところは慎重

に、どの課が千丁に移動できるのか、その辺の

検討をしていただいてというふうな考えでござ

います。 

○委員（山本幸廣君） もう 後だと思うんで

すけども、これは局長ばかりにお願いすっとは

ですね、どうかなと思うんですけども、今、言

われた中でですね、一番肝心なのは、会派がど

れぐらいあるのかということですよね。前の、

旧議会棟のところもですね、１人会派、１人会

派というのは、はっきり言ってから、狭いとこ

ろに１人がいたじゃないですか。そういうとこ

ろが、この支所の中にあるのか、ないのかとい

うのが、これが一番だと思います。だけん、２

階におらんばんとか、３階におらんばんとかじ

ゃなかわけですね。会派の控室が、この庁舎内

にあればよかことですよ。それはですね、本当

に好かんやつもおるわけですけんでから、好か

んやつは、下に行ってもろうたほうがよかばい

とかなんか思う気持ちがあるもんだけんでか

ら、やっぱり、その辺をですね、まず、探して

いただいて、庁舎内でですね、それでも、どう

してもできんといったときには、千丁にです

ね、どっかの課を移していただくと。何回も練

っておられると思うんですけど、全協をです

よ、全協をドアをしてから、ちょっと仕切って

ですね、あれならば、大概入りゃせんかと思う

ばってんがな。３メーターぐらい、横に。 

○委員長（野﨑伸也君） 全協室については、

災害時のですね、会議室等で、どうしてもそこ

を残したいというのが前提にありましたんで、

だからこそ、今回再検討というようなことにな

りましたんで、山本委員、そこはちょっと御理

解いただければと思います。 

○委員（山本幸廣君） ああ、そうですか。 

○委員（亀田英雄君） だけんですたい、ここ

から千丁に移動できるかわからんば、この話は
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終わらんとですよ。それを執行部のほうでしっ

かり検討してもろうて、改選後、ごたごたせん

ごて、ある程度方針な決めとかんば、それで、

私は難しかと思う。執行部で、その移動が可能

か、可能じゃなかか、検討してから、この話は

もう一遍しましょうよ。じゃなかばってん、で

けんとだけん、終わらんとだけ、これは。仮定

の話ばっかりしよってん。 

○委員長（野﨑伸也君） いろいろとですね。 

○委員（成松由紀夫君） もう一遍寄るのもよ

かですけど、今から、ちょっとタイトになるの

で、うちはまた、議員団会議云々という話も、

なるべく抑えてくれというのもあって、千丁に

移動できる、でけんというところば聞かんばい

かんと、亀田委員が言いなっともわかっとです

が、その前に、改選した後に、会派が幾つでく

っとかも考えんばんとです。だけん、それによ

って、部屋の工作費あたりがかかってきたりと

か、千丁、できる、でけんが、まず出てくる。

今度は、会派の部屋が、新しい体制になった

ら、幾つあるのか、まだ検討もつかんわけなの

で、だけん、新しく改選した後は、議会の会派

室を設ける、設けないというところだけまで決

めといて、それは早急にやるんだということ

を、引き継ぎにしといていかんと、改選して、

会派が幾つかになるかなんかちゅうのは、選挙

後でないとわからんですけんね、もしかした

ら、２つぐらいでおさまることもあり得るわけ

だし、いやいや、まだまだ、１０とか１１と

か、会派がなる可能性もなきにしもあらずにな

ると、また部屋の仕切りなんかも、どんどんし

ていくとに、４人定数削減した部分で、お金が

浮いた部分で、そこはせなんという部分で、そ

もそも論を言えば、改選してみらんと、会派の

数もわからんわけで、改選後は、スムーズに議

会の会派の控室は設けるということば、引き継

ぎ事項で、全会一致しといて、あとは、それで

委ねていかんと、どうにもならんと思いますけ

どね。そがん集まって、どうのこうのという余

裕もなかですよ。 

○委員長（野﨑伸也君） それぞれいろんな意

見を出していただいたかと思いますけれども、

中山委員、まだありますか。 

○委員（中山諭扶哉君） 事務レベルでです

ね、契約がですね、次の契約をどうするのかと

かというのがですね、非常にこれ、今決めとか

んと、次ですね、終わってからどうしようと決

めとっても、本当、契約もどうしていいのか、

そのまま使えるのか、非常にわからん問題にな

ってくるもんですから、それは担当される、会

計担当の議員の人は、物すごく、多分負担にな

ると思うので、ある程度のことは、ちょっと決

めとったほうがですね、簡単じゃなかかなとい

うふうに思います。個別といいますか、これま

でしとらんだったところもあるもんですから、

新たに会派室を借りたいとかするのもあったも

んですから、ここら辺が、負担がですね、非常

に大きくなるということで、ちょっとそこも検

討の一つにしてほしいというところがありま

す。 

○委員（山本幸廣君） 結論から言わせてくだ

さい。もう、はっきり言ってから、上げるか、

上げないか。控室をですね、今のままでいくの

か、いかないのか。これだけですよ。（｢ここ

ば使えんなら上げるとしとけばよかっじゃなか

つ」と呼ぶ者あり）そこらあたりをですね、検

討はしてくださいと。それで、一応できないと

きには、結論は２つしかないわけですけんでか

ら。（発言する者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。そ

れぞれ意見は出し尽くされたかと思いますけれ

ども。 

 当初ですね、これ、議会改革の話でも何でも

なかったんですよ、会派控室の話は。そういっ

た、ここに控室をですね、つくるという話、ど

うするかという話から、まず入っていったとい
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うふうに思うんですけれども、その時点で、実

際は、ここに控室をつくることができないんだ

ということで、ああ、違う、違いますね。 初

は、ここにどうにかつくっていこうという話だ

ったんですよ。それについては、改選後、言わ

れたように、会派がどうなるかわからないとい

うような現状があるんで、改選後に、それを検

討しましょうというようなことで、皆さんの意

見の一致を見とったわけなんですよ。ただ、執

行部のほうから、それについては、どうしても

できないと。提供できないと、ここには提供で

きないというような話があって、もう一度、こ

の場で皆さんに話をしてもらえないかというよ

うなことで、今、話をさせていただいていると

いう中で、一つの提案として、じゃあ、政務活

動費を上げるというところに、執行部のほうか

ら提案されているということで、私は、ここで

皆さんに話をしていただいていると。 

 前回の議運のとき、皆さんにお持ち帰りいた

だいたのは、政務活動費の増額の是非、仮に増

額する場合の上げ幅について、皆さんの御意見

をお伺いしたいと。ここから移動する、移動し

ないという話については、私は、持ち帰りのと

ころにはですね、入れてなかったもんですか

ら、きょう、皆さん方、会派の中で、いろんな

話をされて、そういった意見も、また出てきた

ということでございますので、もう少し時間を

かけてですね、これはやるべきところ、言われ

たように、じゃあ、どこの課が２階から移動で

きるのか、できないかのというのが、まだ調整

されてないというようなことですんで、そこら

辺の調整ができない限り、先ほど言われた、こ

の話は進められませんということですので、た

だ、いろいろとですね、中山委員が言われたよ

うな問題もあるというようなこともあります。 

 あと、ここの控室につくるという話になった

ときに、２階を、じゃあ、どこかに移動させ

る。そこにまた、パーティションをつくって、

間仕切りしてという話、お金がかかるというの

があります。じゃあ、今度、新しい庁舎ができ

たときに、そこからまた、全てのところが移動

すると、あいたところは、またパーティション

取ったりとか、またやって、そこでもお金がか

かるというのが発生するというのがありますん

で、いろんなシミュレーションが必要かなと思

います、お金の関係も。 

 そこで、皆さん方がですね、納得できるよう

な結論を見出していかないといけないかなとい

うふうに思いますんで、まだまだ、ちょっと皆

さん方と議論する材料が不足しているかなとい

うふうに思いますんで、今回は、この程度にと

どめさせていただければというふうに思いま

す。 

○委員（山本幸廣君） 委員長が言われるの

は、我々も理解をしながら、そこらあたりので

すね、まとめというのが、私たちの会派でもで

すね、まとめ切れなかったというのが事実なん

です。 

 議会費で補うのか、それとも、はっきり言っ

て、交付の中で補うのか、そこらあたりも検討

は、前したと思うんですけれどもですね、議会

費ならばどれぐらいかかるのかと、ですね。な

らば、どれくらいかかるのかということはシミ

ュレーションしたんでしょう、以前。資料あり

ましたですもんね。あれ幾らぐらいなったか

な、事務局長。 

○委員長（野﨑伸也君） ちょっと小会しまし

ょうか。 

○委員（山本幸廣君） 小会してください。 

○委員長（野﨑伸也君） 小会します。 

（午前１０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５２分 本会） 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 いろいろと御意見いただきまして、なかなか
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一致を見ないような方向でございますけれど

も、少し、委員長のほうからですね、案を提案

させていただきたいと思います。 

 まず１点目、千丁支所のほうに、今鏡にある

課かいのほうを移動できるかどうか、この鏡の

支所に会派室をつくれるのかどうかというの

を、まだ調整ができてないということでござい

ますので、そこの調整を、まず、していただく

ということ。それが可能かどうかというのをで

すね、決定していただくと。 

 もし、可能じゃないということであれば、政

務活動費を引き上げるというようなところで話

を、次の議会に引き継いでもらうと。 

 まずは、執行部の対応をお願いすると。可能

でなければ、政務活動費を引き上げて対応する

方向ということで、次の議会に引き継ぐという

ことで御提案させていただきますけれども、よ

ろしいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） 先ほどの話につなが

るんですけど、それって、改選後しか答えは出

ない話ですかね。 

○委員長（野﨑伸也君） そうなりますね。早

目に出るかもしれませんけど、結果が。ただ、

改選後に引き上げるか、引き上げないか、千丁

に行けるかどうかの話が、まず前提ですので、

ということになります。 

○委員（亀田英雄君） 局長、事務方の話とし

てですよ、新議会になって、ごたごたする場面

が想定できんですか。そのときに、どうしたが

いいかというとは、やっぱり事務方の判断も、

それには入ってこんちゃよかですか。ある程度

決めとったほうが、後の運営がしよかとか、そ

んなのも、ちょっと想像してみてくださいよ。

そして、ここに提案のでくればですよ、こんな

やり方が一番いいんじゃないですかというとの

シミュレーションばしていただかんと、ばって

ん、新しゅうなってから、これは困ったってい

う話にならんとも限らんけんですたい。ちょっ

とその辺も事務方で協議していただいて、決め

んばんとなら、やっぱり寄って、しっかりする

こたせんばですたい。その辺までシミュレーシ

ョンしていただきたいと思いますね、その協議

ばする中でですよ。せんば、後に、私たちも、

後の契約とか、いろいろありますし、その辺ま

で含めてしてもらえば。必要なら、寄って、ま

たどげんかするごたせんばですたい。必要じゃ

なからんば、それでよかばってんが。それば、

委員長と事務方で協議していただければと思い

ますがね。 

○委員長（野﨑伸也君） 逐次、私と副委員

長、そして執行部、事務局とは話をさせていた

だきたいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） それぞれの個別案件

で、そういう都合の悪いところとか、支障のあ

るところは、執行部と委員長との話のところ

で、なるべく苦労さっさんごて、困らっさんご

つ、連動していけば、それでよかっちゃなかで

すか。うち辺も、ちょっと困っとうところはあ

るばってん、それも随時、また相談、委員長に

して、いや、ごぎゃんこぎゃんだけ、ごきゃん

ですよて言うてもらえば、それで対応するとい

うことで、個別案件はそれでよろしいんじゃな

いですかね、困らんごつ。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

 ほかに要望等あれば、お聞きしますけれど

も。 

 じゃあ、まとめはそれでよろしいですかね。 

 では、皆さん、それで意見の一致を見たとい

うことでよろしいですかね。 

（｢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、続いての議題の中にあります、議

会のＩＣＴ化、八代市政治倫理条例の見直し、

正副議長の選挙制度確立というのが、あと、こ

の議運に諮問された項目として残っております
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けれども、こちらについては、これまでの議論

経過、ある程度皆さん方から意見聴取とかはで

すね、させていただいたと思いますし、少し中

身についてもですね、議論もした部分がありま

すので、残りの案件については、次期ですね、

改選後に、また申し送りをさせていただければ

というふうに思いますけれども。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（中山諭扶哉君） ＩＣＴ化の前に、Ｗ

ｉＦｉのほうをという話がありましたけど、そ

この進捗状況っていうのはどうですか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） その件につ

きましてはですね、今、地域振興課あたりと随

時協議を重ねておりまして、地域振興課のほう

で設置するやに、そういう予定もあるというふ

うに聞いておりましたもんですから、県の事業

あたりを活用しまして、ただ、これが３階の設

置までは、ちょっと難しいということでしたん

で、そうなりますと、今度は独自に事務局のほ

うで設置する方向で、今検討しております。 

○委員（中山諭扶哉君） 時期的な問題も、ま

だわからないですか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） できれば、

改選後には利用できるような形でというふうな

ことで考えております。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） 政治倫理条例の見直し

のところでございますけれども、先ほど、政務

活動費の、ちょっと値上げのようなニュアンス

がありましたが、私自身は反対であります。と

ともにですね、それを、もし値上げをするとす

るならば、市民の声として、資産等の報告書、

例えば、土地とか建物、貯金、有価証券、そう

いうのも公開をしてほしいというお話もござい

ましたので、その辺まで、ちょっと踏み込まん

ばいかんとかなというふうに思っております

が、次期、新しい議会で、この辺のところも検

討をされるようにお願いをしておきます。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

 しっかり次のですね、改選後に引き継いでい

きたいというふうに思います。 

 ほかにございませんか。 

○委員（成松由紀夫君） さっき、私も冒頭話

した分で、５、６、７については、申し送りで

継続審議みたいな形で、次の議運に委ねるとい

うことでよかですね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 了解ました。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございません

か。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

                              

◎その他 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、２番のそ

の他ということでございますけれども、何かご

ざいますか。 

○議長（鈴木田幸一君） 多分 後の代表者会

になるかと思いますけれども、７月の３１日の

月曜日なんですけれども、１０時から、各派代

表者会を開き、そして、（｢７月の何日て」と

呼ぶ者あり）決め事があるようですので、よろ

しくお願いいたします。（｢議長、もう一回お

願いします」と呼ぶ者あり）７月の３１日で

す。（｢何時ですか」と呼ぶ者あり）１０時か

ら、月曜日。各派代表者会をさせていただきま

す。（｢内容は」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 内容については、嶋

田次長からよろしいですか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） ７月３１日

に代表者会を招集していただきますのは、新議

会構成までのですね、今後のスケジュールの確

認、それに、選挙後ですね、スムーズに臨時会

まで移行するために、会派交渉要件ですね、に

ついての確認事項、あるいは議員数が４人減員

となりますので、議席の配置の関係といった、
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さまざまな改選前後の流れについてですね、あ

る程度取り決めいただきたい部分がございます

ので、そちらのほうを、 後の代表者会という

ことでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） それは、私からよろ

しいですか、質問して。 

 代表者会、通常であれば、そういった席と

か、そのような関係については、一旦持ち帰り

になりますよね。そこで決めろということでよ

ろしいですか。その覚悟で来いと。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 議席を決め

るのではなくて、４つの議席のどこを取っ払っ

てという、そういう配置の関係の確認です。 

○委員長（野﨑伸也君） 持ち帰りはなかです

ね。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） それでお願

いしたいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、わかりまし

た。 

 よろしいですか、皆さん。 

○委員（成松由紀夫君） 済みません、もう一

回言うてください、代表者会の事項、幾つあっ

たですか。 

○委員長（野﨑伸也君） もう一回よろしいで

すか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 改選前後の

ですね、スケジュールの確認です。それと、会

派交渉要件の確認。議場の議席の配置の件が、

主な議題となります。 

○委員（成松由紀夫君） ３点ですね。はい、

わかりました。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに、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、何もない

ということでございますので、以上で、議会運

営委員会を閉会したいと思いますが。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 済みません、

事務局のほうから２点、お願いをしたいんです

けれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○議会事務局長（東坂 宰君） まず１点がで

すね、議員親和会の収支決算についてでござい

ます。内容につきましてはですね。（｢これが

終わってから」と呼ぶ者あり） 

 済みません、議会棟のですね、今、本庁の議

会棟の、まだまだいろいろと、控室のほうにい

ろんな資料等々残っていると思いますけども、

その議会棟のですね、開放に関しまして、皆さ

ん方に、また入っていって、 終的に持ち出し

をしていただきたいという部分がございますも

んですから、そこの部分の確認をさせていただ

きたいと思います。 

 開放につきましてはですね、先日、通知は出

しておりましたけれども、７月５日付でです

ね、再確認させていただきます。 

 本日１３日の午後１時から３時までの２時

間、それから、あす金曜日でございますけど

も、午前中、１０時から１２時までの２時間、

これが議会棟の開放の 終になると思いますの

で、皆さん方、各会派のほうにもですね、連絡

をいただきまして、御活用いただければと思い

ます。 

 それから、エレベーターもですね、動かせる

ように手配はさせていただきました。議会棟の

前の駐車場等もですね、今文化財の発掘等の調

査の関連で入りにくい部分はございますけれど

も、一応協議をいたしまして、入れるようには

しておりますので、 終でございますので、活

用をお願いしたいと思います。 

 済みません、以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） きょう、あしたでで

すね、議会棟 終ということになりますんで、

持ち出す物についてはですね、確認をいただき

たいと思います。 

 なお、そのまま放置されたものについては、
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今後処分ということになりますので、お含みお

きいただきたいというふうに思います。 

 ほかにございますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、以上で、

議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１１時０４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２９年７月１３日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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