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議会運営委員会会議録 

 

平成２９年１０月２０日 金曜日 

  午前９時００分開議 

  午後２時５１分閉議（実時間４７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）議員追加提出発議案 

 （５）八代市選挙管理委員会委員・同補充員

の選挙 

 （６）閉会中の継続審・調査申し出 

 （７）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 

 （１）議会広報の充実に関する報告 

 （２）決算審査の進め方 

 （３）請願・陳情書提出による意見陳述につ

いて（申し入れ書） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  村 川 清 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 山 俊 臣 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

  田 方 芳 信 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 

            増 田 智 郁 君 

 

（午前９時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまから議会

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（成松由紀夫君） まず、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１６件、（ロ）陳情４件につい

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）それでは、説明いたしますが、着座にてこ

の後も説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、１、本日の議事日程の（１）委員

長報告の（イ）議案１６件、（ロ）陳情４件に

ついて説明いたします。お手元の平成２９年９

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。 
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 まず、議長の諸報告の後、日程第１から日程

第２０までの市長提出案件１６件及び陳情４件

については、おのおの付託されました関係の常

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

委員長報告があります。なお、陳情第８号に関

しては、少数意見の報告がございます。 

 次に、採決について説明いたします。 

 議案第６９号から７１号まではそれぞれに挙

手採決、議案第７２号は起立採決、議案第７３

号は挙手採決、議案第７４号は起立採決、議案

第７５号は挙手採決、議案第７６号から７７号

はそれぞれに起立採決、議案第７８号は挙手採

決、議案第７９号から８１号までの３件は一括

で挙手採決、議案第８２号から８４号まではそ

れぞれに挙手採決となります。 

 次に、陳情第３号及び第６号から第７号はそ

れぞれに挙手採決、陳情第８号は起立採決とな

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（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、何か質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に

（２）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。 

○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。失礼しまして、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８６号から第９６号までの１１件でござ

います。これらにつきましては、議案第８６号

の平成２８年度の一般会計並びに議案第８７号

から議案第９６号までの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。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、何か質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、委員会

付託について、事務局より説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 本日、市長の

追加提出議案として決算議案１１件が上程され

る予定ですが、今回は決算審査特別委員会を設

けず、関係委員会において審査する旨の決定が

なされておりますことから、予算審査と同様の

委員会付託となり、閉会中の継続審査となる見

込みです。 

 したがいまして、各議案の付託先は、議案８

６号が各常任委員会及び新庁舎建設促進特別委

員会にそれぞれの関係分、８７号から８９号が

文教福祉委員会、９０号が経済企業委員会、９

１号、９２号が建設環境委員会、９３号が総務

委員会、９４号が文教福祉委員会、９５号、９

６号が経済企業委員会への付託見込みです。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 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、

お手元の付託表のとおり、その審査を各常任委

員会及び新庁舎建設促進特別委員会に付託する

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（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、（ロ）人事案件５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） 

 それでは、人事議案について御説明申し上げ
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ます。着座にて失礼いたします。 

 人事議案５件でございますが、議案第９７号

及び９８号は教育委員会委員の任命に係る人事

議案で、本年１１月１日をもって４名の委員の

うち、お二人の委員の任期が終了されることか

ら、後任の委員の任命につき議会の同意を求め

るものでございます。 

 後任の教育委員といたしまして、まず、議案

第９７号では、冨田壽人氏でございます。冨田

氏は、長年にわたり教諭及び校長として学校教

育に携わられ、平成１７年３月に中学校長を最

後に退職された後、学校給食会給食センター場

長を務められ、平成２１年度から理科支援員、

平成２３年度からはくま川教室指導員として現

在まで活躍されております。 

 次に、議案第９８号は、水田千春氏で、現

在、母親として御自身の育児とともに小学校の

ＰＴＡ広報委員長を務められるなど、学校と保

護者の連携した活動に熱心に活動されておりま

す。また、八代妙見祭保存振興会の地域連携副

部会長を務められ、妙見祭の振興にも熱心に取

り組んでおられます。一方、八代市子ども・子

育て会議の委員でもあり、子育て、ＰＴＡ活動

ほか、行政とのかかわりも含め、教育課題に深

い関心を持って携わっておられる方でございま

す。 

 以上、冨田氏、水田氏、いずれも教育問題に

関する関心の深さと熱意、経験などから、教育

委員会委員として適任と考え、議会の同意をお

願いするものでございます。 

 次に、議案第９９号の公平委員会委員の選任

につきましては、公平委員３名のうち、加藤泰

憲委員が本年１１月１日をもって任期が終了さ

れますことから、後任の選任につき議会の同意

を求めるもので、同氏の再任をお願いするもの

でございます。 

 加藤氏は、昭和４８年に旧八代市役所に入庁

され、平成２２年３月に総務部総括審議員を最

後に退職され、平成２５年１１月から現職の公

平委員会委員に就任をいただいております。現

在１期目でございます。広い見識を有する方

で、委員として適任と考え、再任のお願いをい

たすものでございます。 

 次に、議案第１００号は、非常勤の監査委員

である藤崎委員が今月末日で任期を終了される

ため、その後任として――。 

○委員長（成松由紀夫君） 部長、ちょっとよ

ろしいですか。 

○総務部長（水本和博君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 議案書、皆さん、

こっちに入っていますので。（｢こっちに入っ

とっと」と呼ぶ者あり）はい、その中に入って

いますので。今、探された方、よろしいです

か。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 はい、部長、どうぞ。 

○総務部長（水本和博君） じゃあ、続けさせ

ていただきます。 

 藤崎委員が今月末日で任期を終了されるた

め、その後任として上原治氏をお願いするもの

でございます。上原氏は、平成２年に税理士登

録の後、平成１４年に市内に税理士事務所を開

設され、現在に至っておられます。これまでの

経験と豊富な知識から、監査委員として適任と

考え、議会の同意をお願いするものでございま

す。 

 次に、議案第１０１号は、議会選出の監査委

員でありました上村哲三委員の後任者の同意を

求めるものでございまして、後任の監査委員と

して、福嶋安徳氏をお願いするものでございま

す。 

 以上が、本日の追加提出の人事議案５件でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（成松由紀夫君） それでは、人事案

件５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）なしですね。 

 お諮りいたします。 

 人事案件５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（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。執行部は御退席く

ださい。（｢ありがとうございました」と呼ぶ

者あり） 

（執行部 退席） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、（３）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

案についてでありますが、お手元に発議案を配

付いたしておりますとおり、発議案３件が提出

されております。 

 まず、発議案第７号・地方財政の充実・強化

を求める意見書案は、去る１０月１０日、村山

議員ほか１７名から提出されたもので、趣旨弁

明者は村山議員です。 

 次に、発議案第８号・軽油引取税の課税免除

の特例措置の継続を求める意見書案は、１０月

１３日、髙山議員ほか１７名から提出されたも

ので、趣旨弁明者は髙山議員です。 

 最後に、発議案第９号・道路整備事業に係る

補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書

案は、１０月１６日に前川議員ほか１７名から

提出されたもので、趣旨弁明者は前川議員で

す。 

 以上の３件につきましては一括議題とし、趣

旨弁明が述べられ、採決につきましては、それ

ぞれ挙手による採決となります。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、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、補足

説明があればお願いしたいと思います。 

 発議案第７号から９号までを一括して、橋本

委員にお願いしていいですか。 

○委員（橋本幸一君） ３件の議員発議案が出

ております。これは当市にとりましても、財政

上絶対、そして、また市民の生活の上でもです

ね、絶対必要な意見書と私も理解して賛同し

て、この３件の提出を代表として認めました。

ぜひ皆さんの御協力もお願いしたいと思いま

す。お願いいたします。お世話になります。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上、説明をいた

だきましたが、何か質疑等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、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） 

 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。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、（４）議員追加提出発議案２件につい

て説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 陳情の中に意

見書提出を求めるものが２件ございますが、こ

の２件が採択されますと、意見書案が議員追加

提出発議案として提出されることになります。 

 陳情第７号に関し、発議案第１０号として、

森林環境税（仮称）の早期実現に関する意見書

案が、また、陳情第８号に関し、発議案第１１

号として、国会に憲法改正の早期実現を求める

意見書案が提出されます。 
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 なお、趣旨弁明は、成松議員及び前川議員と

なります。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、議員追

加提出発議案２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） 

 お諮りいたします。 

 議員追加提出発議案２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（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、（５）八代市選挙管理委員会委員及び

同補充員の選挙について報告を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） この件につき

ましては、選挙管理委員会委員長から議長宛て

に、選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が

平成２９年１０月２９日付をもって満了する旨

の通知があり、これを受けまして、各派代表者

会で協議された結果、１０月５日につけ出しが

行われ、各派の御了承をいただいております。 

 なお、名簿につきましては、お手元に配付い

たしておりますとおり、選挙管理委員会委員と

して、尾﨑信一さん、木本博明さん、高浪智之

さん、堀泰彦さんの４名、同補充員として第１

順位・水本和博さん、第２順位・松永京子さ

ん、第３順位・榎本節男さん、第４順位・石田

清春さんの４名の方でございます。 

 なお、選挙の方法につきましては、指名推選

により行われます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま報告が終

わりましたが、何か質疑等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、選挙管

理委員会委員及び同補充員の選挙については、

ただいまのメンバーを指名推選の方法により選

出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（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、（６）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（東坂 宰君） それでは、閉

会中の継続審査・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）申出書をお開きいた

だきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ９月定例会議事日

程第６号の中にあります。局長、どうぞ。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 経済企業委員

会では、陳情１件、所管事務調査２件。建設環

境委員会では、陳情１件、所管事務調査２件。

文教福祉委員会では、陳情１件、所管事務調査

２件。総務委員会では、所管事務調査２件。ま

た、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して、合計

１４件となります。 

 なお、先ほどの市長追加提出議案のところで

も触れましたが、決算議案１１件がございます

し、新庁舎建設促進特別委員会から新庁舎建設

に関する諸問題の調査につきましても申し出が

あるようでございますので、最終的にはこれら

を合計いたしまして、２６件となる見込みでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま報告が終

わりましたが、何か質疑等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に、
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（７）その他について何かありませんか。 

（｢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（成松由紀夫君） なければ、次に、

２、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。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

                              

◎その他 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、３、その他

の（１）議会広報の充実に関する報告につい

て、議会広報委員会委員長の田方副議長から発

言の申し出があっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員外議員（田方芳信君） 改めまして、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）委員長のお許しを得まして、議

会広報委員会において決定しました議会改革に

係る議会広報の充実に関する協議結果について

報告いたします。 

 この件につきましては、議長からの要請によ

り、昨年８月２２日開催の議会運営委員会にお

いて、各会派から提案された議会改革に関する

協議項目中、本委員会に関係する部分として、

議会広報の充実が提案されておりました。 

 これを受け、本委員会において協議いたしま

したところ、市議会のホームページへ議員紹介

ページの掲載といった提案がなされましたこと

から、県下１３市議会のホームページ等の状況

も参考にしながら、質疑、意見を交わして協議

を進めてまいりました。 

 その結果、本委員会としては、市議会のホー

ムページに顔写真つきの議員紹介ページを掲載

することを決定し、また、掲載する項目につい

ては、既に公開されている八代市議会委員会名

簿内に掲載されている６項目のほか、新たに顔

写真を含めた７項目を追加し、全１３項目を掲

載することにしたところでございます。 

 この追加項目の中には、希望すれば、Ｅメー

ルやウエブサイト等アドレスを掲載でき、市民

との相互交流を図ることも可能となっておりま

す。また、議員紹介ページへの記事掲載に加え

て、Ａ４サイズの一覧も別途添付することとい

たしております。 

 お手元に、八代市ホームページの掲載イメー

ジ、並びに議員紹介の一覧を資料として配付し

ておりますので、御確認いただきますようお願

いいたします。 

 なお、掲載時期につきましては、議会運営委

員会で了承をいただいた後、全員協議会で報告

がなされました後の掲載開始を予定しておりま

す。 

 また、ファクス番号やウエブサイト等アドレ

スなどの新たな項目につきましては、再度調査

する必要がありますことから、この後の全員協

議会で届書を配付し、提出をお願いするもので

ございます。 

 今後とも、議会だよりやホームページにおい

ては、読みやすい紙面づくりはもとより、市民

目線に立ったわかりやすい記事作成を心がけ、

常日ごろより議会広報の充実を念頭に置き、取

り組んでまいる所存でございます。 

 以上、議会広報委員会からの報告といたしま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの説明に

ついて、何か質疑ございませんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

は、田方広報委員会委員長の御報告のとおり、

進めていただく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（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、（２）決算審査の進め方について、事

務局から説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 過日の本委員

会において、審査前後の監査委員による挨拶等

の廃止、各部長は可能な限り審査終了までの在

室、審査日程は特別委員会が１日間、各常任委

員会は予備日を含めて２日間という４点の変更

を説明し、了承していただいておりましたけれ

ども、もう１点御了承いただきたいことがござ

いますので説明いたします。 

 前回までは、節１３の委託料と節１９の負担

金補助及び交付金の一覧表を決算審査特別委員

会の委員に限り、取り扱い注意として資料提供

しておりましたが、これには個人情報等が多く

含まれますことから、財務部との協議の結果、

今回から配付は行わず、委員会において必要と

される場合には、所管する範囲内において必要

な部分のみを委員会請求していただくという方

法に変更いただきたいと思いますので、御協議

の上、御了承願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの説明に

ついて、何か質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

は、事務局の説明のとおり、決算審査を進める

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（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、（３）請願・陳情書提出による意見陳

述についてですが、お手元に配付のとおり、自

民３会派ほか２会派から申し入れ書が出されて

おります。本件については、前期の議会運営委

員会において協議なされてきた経緯もあること

から、本日議題とさせていただきました。この

件について協議を行うとすれば、本会議終了後

に改めて会議を開く必要があると思いますが、

いかがいたしましょうか。（｢異議なし」と呼

ぶ者あり） 

○委員（橋本幸一君） 委員長の整理権に任せ

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、議事整

理権にて進行いたしたいと思います。 

 本申し入れ書の件については、本会議終了後

に委員会を再開し、協議することにいたしま

す。 

 しばらく休憩いたします。 

（午前９時２６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時０２分 開議） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、お疲れ

さまでございますが、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ３、その他の（３）請願・陳情書提出による

意見陳述についてを議題とし、提出者代表から

趣旨説明をお願いします。 

○委員（橋本幸一君） この申し入れ書につき

まして、皆さんに御説明させていただきたいと

思います。自民党３会派、それから公明党、新

風、皆さんもこの思いということで伝えさせて

いただきます。 

 この件は、第３期の八代市議会において議決

されたわけでございますが、当時、私も議会運

営委員のメンバーではございませんで、いろん

な途中の経過報告も受けておりまして、この件

については当時の議員、皆さん、今も反対の立
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場は変わらないわけでございます。つまり、こ

の提出者の願意がわかれば提出者の意見陳述は

要らないという、そういう思いでございまし

て、従来どおり、この参考人制度を活用して取

り扱えば、効率的に請願・陳情の取り扱いはで

きるという、そういうことを私たちも確認し合

って、この申し入れ書を出したわけでございま

す。 

 以上でございます。よい取り扱いをお願いい

たします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの説明も

ございますが、この申し入れ書について、書記

に読み上げさせます。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） それでは、

申し入れ書について朗読をさせていただきま

す。済みませんが、着座にて失礼します。 

 平成２９年１０月１６日。 

 申入書。 

 八代市議会議長、増田一喜様。 

 八代市議会議会運営委員会委員長、成松由紀

夫様。 

 八代市議会自由民主党会派（礎・和・絆）代

表、橋本幸一。 

 公明党会派代表、太田広則。 

 新風会派代表、西濵和博。 

 請願・陳情書提出による意見陳述について。 

 本件についての運営については、第３期八代

市議会において、議会改革の一環として議会運

営委員会の中で審議し、我々自民党会派は終始

反対してきました。しかし、本件の発案者であ

る委員長（当時の議会運営委員会委員長）は、

なかば強引に採決まで行い、最終的に運営する

ことが決定されてしまいました。 

 そこで、本件の運用については、今後、下記

理由から白紙撤回されることを申し入れます。 

 １、本運用により開かれた議会を目指すとい

う意味合いは分かるが、参考人制度を無理やり

弾力的に活用するものであり、本来の参考人制

度の意に反している。（参考人制度は、議題に

対して委員会自らが必要と認めた関係者及び識

見者を委員会に招致するものである） 

 ２、９月定例会においても２件の陳述希望が

あったが、内容を所管委員会で精査した結果、

提出された陳情書で内容は十分把握できるとの

判断で意見陳述の機会は設けられなかった。そ

もそも請願・陳情書は、その趣旨及び理由を記

載することとなっているので、提出願意は、提

出書面で審査することができるものである。あ

えて、提出者の思いを述べてもらう必要性はな

いものと考える。 

 ３、請願・陳情の内容について委員会でさら

に調査が必要な場合は、閉会中に限らず、会期

中であっても委員会自らが現地等に赴き、現場

を調査すべきである。 

 ４、今回は、所管委員会の判断で意見陳述の

機会は設けないと決定され、提出者本人も決定

については納得されたので良かったものの、今

後、本運用を継続することで、さまざまな場面

において支障が出てくるものと思われる。ま

た、陳述の機会を設ける可能性がある旨を提出

時に伝えることで、提出者に対して、期待を持

たせてしまうと同時に、結果的に意見陳述もさ

せず、仮に請願・陳情が採択されなかった場

合、議会に対して疑念を持たせてしまう可能性

も出てくる。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの説明、

朗読について、何か質疑ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） ４番のですね、３行

目、下から──、４番ですね、本運用を継続す

ることで、さまざまな場面において支障が出て

くるものと思われる。支障が出てくるこの内容

にちょっと、どのようなことが想定されるかと

いうとがちょっとわからんとですが。どのよう

なことを想定されていますか。 

○委員（橋本幸一君） ここは、後のですね、
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また陳述の機会を設ける可能性がある旨を提出

者に伝えることで期待を持たせてしまうとい

う、そういう部分もちょっと今、一くくりして

あって、ちょっと別みたいな感じですが。 

○委員（亀田英雄君） うん、別ですよ。 

○委員（橋本幸一君） いや、書き方。ちょっ

と今、書き方に問題があったわけで。ここを一

くくりにして、いろんなできるもの、できない

ものというのが当然あるわけでございまして、

陳述できれば全てが可能にできるという、そう

いう誤解を得る場合もあり得るという、そうい

うくだりの中で、今、ちょっとここは書き方が

悪いんですが、後で訂正させてもらいますが、

そういう思いでの記述でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） これは、後ろの部

分も含んであるということですね。そういう解

釈でよろしいですね。 

○委員（橋本幸一君） はい、そうです。 

○委員長（成松由紀夫君） そういうことでご

ざいます。 

○委員（亀田英雄君） いや、このままじゃ、

そんな読まれんけんですね。 

○委員（橋本幸一君） 訂正させてもらいま

す。 

○委員（亀田英雄君） その旨は、もう前のこ

とだけんが、そんな話もいっぱいしてからです

たい、そういう旨も伝えるという話じゃなかっ

たかな。事務局にちょっと確認しますばって

ん、嶋田さん、そんな話ばしたっじゃなかった

っかな。可決されることが前提じゃないですよ

ぐらいの議論はしたっちゃなかったかな。そう

いうことを請願者に伝えるということも話ばせ

んだったかな。ちょっと確認です。そういう話

をしてなかったかな。その議論のとき、そんな

話をしたような気のすっとですが。そこまで

の、この意見陳述者にはそういうことを申し添

えるという話ばしやせぬだったかな。そこまで

しとらんとかな。 

○委員長（成松由紀夫君） もうちょっとわか

りやすく──。 

○委員（亀田英雄君） 意見陳述をさせてくだ

さいて話のあっじゃなかですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（亀田英雄君） で、その人に、これは

可決されることが前提ではないですよ、そんな

話をするというような論議ばせんだったかな、

前回の議運のときに。（｢期待を持たせないよ

うに」と呼ぶ者あり） 

○議会事務局次長（嶋田和博君） この意見陳

述の申し入れのですね、受け付けの段階で、ま

ずは希望の有無を確認します。そして、希望さ

れた場合は委員会に諮って、その意見陳述の可

否を判断されて、お呼びするというときにはで

すね、来ていただくというような説明とあわせ

て、意見陳述ができることイコール採択という

ことではないというような趣旨のことは申し伝

えております。 

○委員（亀田英雄君） そげんだったですよ

ね。 

○委員長（成松由紀夫君） 申し伝えてあると

いうことですか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） はい。 

○委員（亀田英雄君） だけん、そこは確認し

たと、されとっと思うとですよね、この話にな

っていくときにですたい。そんな懸念はやっぱ

りその手前でしとくけん、ここはそれが当たら

んちゃなかろうかという気がしますが、いかが

でしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） その説明が、ちゃ

んと執行部から意見陳述者に――。 

○委員（亀田英雄君） 事務局から、そん時あ

っとるけん。 

○委員長（成松由紀夫君） 事務局からしてあ

るだろうと。 

○委員（亀田英雄君） いや、すっとでしょ

う。 



 

－10－

○委員長（成松由紀夫君） 今、してあるとい

うことですので、それについて。 

○委員（亀田英雄君） だけん、そこでその懸

念はなくなっとっとじゃなかっですかという話

です。 

○委員長（成松由紀夫君） その懸念はなくな

っているんじゃないですかということですが。 

○委員（橋本幸一君） 本人はそうかもしれん

ですが、やっぱり結局ですね、私たちが言いた

いのは、願意というものをまずは優先しなけれ

ばならないと。それで、中で補足的に、これに

ついてはもうちょっと深く知りたいとき参考人

招致をするのが本来の姿であって、最初から文

章と、それから自分の思いというのをセットで

伝えるのはいかがなものかという。私は、結

局、文書の中にそこは主として置くべきであっ

て、説明を従として置く場合、そこまであえて

するんじゃなくて、議会というのは、まずは議

会の中でその願意が何かということをまず探る

という、そこからの作業をまずすべきだという

ことで、前回皆さんの意見の中で統一され、う

ちはしていたわけでございます。 

○委員（亀田英雄君） いやいや、済みませ

ん。その話はまたよかっですが、今は４番につ

いてですたい、賛成さるっとが前提じゃなかか

という懸念を与えるの話ば今しよっとですた

い。だけん、４番で、事務局からそんときにす

るけん、４番の話はないんじゃないですかとい

う話ば今したっですたい。 

○委員（橋本幸一君） それについては、前回

の委員会の中での内容はどういう状況だったん

ですか。それまでちょっと私も――。 

 小会よかですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会します。 

（午後２時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３６分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本会に

戻します。 

 本件の取り扱いについて御協議を引き続き願

いたいと思います。 

○委員（橋本幸一君） 私、以前のとおりです

ね、この請願・陳情というのは、陳情書の中に

しっかり何を伝えたいかという、やっぱりしっ

かりした願意というのが伝わるような文書を出

していただければ、わざわざですね、説明等

の、それについては必要ないと。これまでどお

り、しっかりした参考人招致制度というのを活

用しながら、まずはしっかり陳情書の中に、請

願書の中に、願意を書き込んでもらう。やっぱ

りそういう指導をしていただきながら、従来ど

おりのやり方でお願いしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員長からのお願

いでございますが、あくまで議運は全会一致が

原則でございます。前期の議運におきまして

も、私も委員の立場でいろんな運営等々を見て

きておりますが、なるべく全会一致で、皆さん

方の御意見が一致することが見られるような協

議をしていただきたいなと思っておりますの

で、私もそのように心がけますので、ほかに

今、橋本議員の御意見に賛同していかれるよう

な話でも、反対の御意見でも結構ですが、御意

見ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 意見でよかっですか。 

○委員長（成松由紀夫君） まあ、はい。 

○委員（亀田英雄君） 前期いろいろ話をしな

がらやっとつくった制度の中で、こればつくっ

てすぐですね、意見陳述する機会のでけたっで

すねという話ばですね、聞いたような覚えのあ

っとですたい。だけん、いい制度ばつくんなっ

たですねという、そういう市民の反応も今ちょ

っと思い出しとる中でですよ、なかなか文面を

つくっても伝わらない部分を伝える機会ができ

たというような話も伺いました。いろいろな心

配はされる、懸念されることがあるかもしれぬ

とですが、そこはさっき話をしました、手前の
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委員会で協議する、呼ぶ、呼ばないという話を

するんですから、そのときもたしか話をしまし

た。目的は、開かれた議会をなるだけ見えるよ

うな話をしましょうというところに目的がある

というところでですよ、やっとあれだけかんか

ん言ってつくった制度を、１回ぐらいしてです

よ、そして、やっぱ弊害が出てくればどうかし

ようかという話にしていきたいなというふうに

思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 議会改革の一環として

の、これについては、議会改革全体についての

白紙撤回なんですか、これは、申し入れ書は。 

○委員長（成松由紀夫君） 議会全体――。 

○委員（山本幸廣君） 議会改革――。 

○委員（橋本幸一君） いえ、これは、陳情・

請願提出のあり方についての、それだけです。 

○委員長（成松由紀夫君） 意見陳述のみとい

うことですね。 

○委員（橋本幸一君） はい、意見陳述のみ

の。 

○委員（山本幸廣君） 意見陳述のみですね。 

○委員（橋本幸一君） そうです。 

○委員（山本幸廣君） はい、わかりました。 

○委員（橋本幸一君） ほかにはございませ

ん。 

○委員長（成松由紀夫君） よかですか。 

○委員（山本幸廣君） よかです。理解しまし

た。 

○委員長（成松由紀夫君） 理解されました。 

○委員（山本幸廣君） 議会改革全体かなと思

ってから。そんなら、選挙もまた定数も変えん

ばんけん。定数も変えんばん、３２のもとさん

戻さんばん。（笑声あり）そがんたい。（｢ふ

やしたり、減らしたり、それはできんですよ」

と呼ぶ者あり）白紙撤回ならたい、そやんなっ

とやけん。（｢そやん、そやん」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 今までの議論もずっと

聞かせていただきましたけれども、私も開かれ

た議会の中で、この意見陳述というんですか

ね、請願・陳情者の陳述希望という制度が設け

られていったというふうに受けとめております

し、認識しているところなんですけど。せっか

く今期から始まったやさきに、これを白紙撤回

するということでは、ちょっと残念な気持ちも

あります。もうしばらく様子を見させていただ

く中で、この対応については協議ができればと

いうふうに思っています。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

 今、御意見が、申し入れ書のとおり、請願・

陳情提出による意見陳述のあり方については、

もとに戻して運用していただきたいという御意

見と、新制度をつくって今期から、前期の議運

で決まった制度が今期から運用されるというこ

とで、何とか支障が出る出ないがあれば、また

話し合いはしたいが、運用させてほしいとい

う、開かれた議会ではないかという御意見、相

反する御意見が２つ出ているわけですが、全会

一致の原則が議会運営委員会でございますの

で、そこは何とか歩み寄れるようなお話はござ

いませんか。 

 小会します。 

（午後２時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４７分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 この申し入れ書の請願・陳情書提出による意

見陳述については、もとの制度に戻していただ

き白紙撤回されることの御意見と、今期から運

用される部分で運用を希望されている方の御意
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見、全会一致の大原則がございますが、意見の

一致が見られず、協議が調う見込みがありませ

んので、採決にて決定させていただきたいと思

います。 

 お諮りいたします。 

 平成２９年２月２日議会運営委員会決定の申

し合わせ事項については、請願・陳情書提出に

よる意見陳述に関する申し入れのとおり、これ

を白紙撤回することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 賛成者多数と認

め、白紙撤回することに決定しました。 

 ほかに何かございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 採決をとられましたの

で、私から委員長にお願いなんですけれども、

この申し入れ書の中にですね、当時の議会運営

委員会委員長が半ば強引に採決をしたというこ

とで文字で掲載してあるんですけれども、先ほ

ど来、私も何回も委員長に言いましたけれど

も、委員長としては、もう次第書の中で、その

ような次第書でですね、今、委員長が採決をさ

れたということで。私としても、長年の議会生

活の中で、委員長、これからもひとつしっかり

判断されるときにはですね、相手の気持ちを酌

みながら、しっかり判断をしていただきたい

と、これだけはお願いしときたいと思いますか

ら、よろしくお願いします。採決には何も言い

ません。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。熟議に熟議

を重ねた中で、私も苦渋の決断の中でのことで

ございます。この申し入れ書にですね、前委員

長の半ば強引にまで採決という、同じことにな

らないように心がけて運営をしてまいりました

が、本件につきましては、こういうことで、私

の専権事項で決定させていただきます。 

 今後につきましては、なるべく全会一致の大

原則を守って、努力、精進してまいりますの

で、皆さん方の御協力のほどよろしくお願いい

たします。 

 ほかに何かございませんか。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと事務局に確認

ばしたかっですが、前回こうやって今まで決め

てきたことがですよ、こんな形でひっくり返っ

てという、今まで何かぎゃん前例があっとか

な。甚だ遺憾ですが。こげんとがあしき前例に

ならぬごて、あんまりあしきと言うといかぬば

ってんが。 

○委員長（成松由紀夫君） 事務局、答えます

か。 

○委員（亀田英雄君） 驚きました。こんな感

じで。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 今、亀田委員

からちょっとお話がございましたが、ちょっと

私はこのような前例があったかどうかというの

はですね、確認はできかねます。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと私の発言中や

ったばってんな。なっだけ委員長もそのように

心がけるという話ですけん、もうあれですが、

あんまり、ここに強引って書いてあっとですけ

ん、気をつけられて運営していただきたいです

ね。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに何かござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後２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２９年１０月２０日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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