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議会運営委員会会議録 

 

平成２９年１１月２０日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１０時４３分閉議（実時間３５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１ １２月定例会の運営について 

 （１）付議案件 

 （２）市長追加提出予定案件 

 （３）会期の決定 

 （４）その他 

１ その他 

 （１）２０１７女子ハンドボール世界選手権

大会視察のための委員派遣について 

 （２）その他 

                              

○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 

               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１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、ただい

まから議会運営委員会を開会いたします。 

                              

◎１２月定例会の運営について 

○委員長（成松由紀夫君） まず、１、１２月

定例会の運営についてを議題とし、（１）付議

案件の（イ）委員長報告１１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、（イ）委員長報告１１件につきま

して説明いたします。着座にて説明させていた

だきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 平成２８年度

八代市一般会計及び特別会計歳入歳出決算１１

件についてでございます。 

 本件につきましては、さきの９月定例会で新

庁舎建設促進特別委員会及び４常任委員会に付

託審査とされておりましたが、去る１１月１日

までに決算議案１１件の審査が終了した旨、各

委員会委員長から審査報告書が参っております

ので、この審査の経過並びに結果について開会

日に委員長報告の後、質疑、討論、採決が行わ

れることになります。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 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） なければ、次に
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（ロ）市長提出案件１３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、１２月定例会の提出予定議案につ

いて御説明をいたします。着座にて失礼をいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○総務部長（水本和博君） まず、１２月定例

会の提出予定議案は全部で１３件でございま

す。その内訳でございますが、お手元に配付し

ております平成２９年１２月定例会提出予定議

案の一覧のとおり、予算議案が５件、事件議案

が１件、条例議案が７件でございます。 

 まず、予算議案の５件につきまして、岩本財

務部長より説明をいたします。 

○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。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○財務部長（岩本博文君） 予算議案の５件で

ございますが、平成２９年度の一般会計補正予

算第５号と介護保険特別会計補正予算第２号、

簡易水道事業特別会計補正予算第２号、水道事

業会計補正予算第２号、下水道事業会計補正予

算第２号でございます。 

 一般会計補正予算第５号の補正額は、７億５

６５０万円、約７億６０００万円でございま

す。 

 その内訳は、熊本地震関連として約４億６０

００万円、９月の台風１８号による災害復旧関

連経費として約１０００万円、通常の補正対応

分として約２億９０００万円でございます。 

 まず、熊本地震関連の約４億６０００万円の

主な内容は、熊本県の熊本地震復興基金事業と

しまして震災市町村に創意工夫分として配付さ

れる額を基金を創設して積み立てる積立金とし

て約２億８０００万円、観光拠点整備等推進事

業として、くまモンを活用して観光客等を本町

アーケード商店街に誘導し、にぎわいを創出す

る経費として１５００万円、また、環境センタ

ー建設において、熊本地震による工事の中断等

に伴う追加経費など約１億５０００万円などで

ございます。 

 次に、台風１８号による災害復旧関連経費の

約１０００万円は、林道南川内線の復旧経費で

ございます。 

 次に、通常の補正対応分の約２億９０００万

円の主な内容は、私立保育所保育委託事業など

保育事業において新たな制度に沿った運営費等

の不足分を補塡する経費約２億３０００万円、

新庁舎建設に当たり、松江城水源地の予備井戸

設置に係る水道事業会計への補償費約３７００

万円のほか、補助内示に伴う事業費の追加など

でございます。 

 次に、介護保険特別会計では、国・県の２８

年度補助金の超過交付に伴う返還金など１億４

６６１万円。簡易水道事業特別会計では、泉地

区の白岩戸簡易水道の設計変更に伴う事業費１

８００万円。水道事業会計では、新庁舎建設に

伴う松江城水源地の予備井戸設置に係る経費３

６７２万円。下水道事業会計では、国庫補助金

の内示増額に伴う新港第１汚水管線整備事業費

９７８８万円でございます。 

 以上が１２月定例会の開会日に提出予定の予

算議案５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

議案と条例議案でございますが、まず、事件議

案第１０７号の訴訟上の和解については、損害

賠償等請求事件に関して和解することについ

て、地方自治法の規定により議会の議決を求め

るものでございます。 
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 次に、議案第１０８号・八代市職員の育児休

業等に関する条例の一部改正については、地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

伴い、非常勤職員の育児休業の期間について所

要の改正を行うものです。 

 次に、議案第１０９号・組織機構改革に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について

は、平成３０年４月１日付で市の組織機構再編

を行うことに伴い、八代市部設置条例等関係条

例を改正するものでございます。 

 次に、議案第１１０号・八代市平成２８年熊

本地震復興基金条例の制定については、熊本地

震災害からの早期復興のための基金を設置する

に当たり、所要の条例を制定するものです。 

 次に、議案第１１１号の八代市重度心身障が

い者医療費助成に関する条例の一部改正につい

ては、児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項

の整理を行うものです。 

 次に、議案第１１２号・八代市市民農園条例

の制定については、千丁ふれあい農園と鏡さわ

やか農園がそれぞれの農園ごとに制定している

条例を統合し、新たな条例を制定するもので

す。 

 次に、議案第１１３号・八代市農業委員会の

委員及び農地利用最適化推進委員定数条例の制

定については、農業委員会等に関する法律の一

部改正に伴い、新たな農業委員会制度における

農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の

定数等を定めるに当たり、所要の条例を制定す

るものです。 

 次に、議案第１１４号の八代市水道事業給水

条例の一部改正については、水道メーターの取

り外しに係る取り扱いについて、所要の改正を

行うものでございます。 

 以上が定例会初日に提出予定の予算議案、事

件議案、条例議案でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 説明が終わりまし

たが、何か質疑等ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） 事件議案の訴訟上の和

解っていうことですが、損害賠償に対する費用

のことでということでしたけれども、もう少し

概要的なところを御説明いただければと思いま

すが。 

○総務部長（水本和博君） これにつきまして

は、土地の境界の確定、民地と道路用地でござ

いますが、そちらの境界確定に伴いまして、住

民の方からの裁判所への申し出があっておりま

して、その和解案が先月１０月に示されたとい

うことでの、その和解案受け入れの議案という

ことでございます。 

○委員（大倉裕一君） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に

（ハ）先議案件はありませんか。 

○総務部長（水本和博君） 今回、先議案件は

ございません。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に（ニ）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） それでは、

（ニ）請願・陳情について説明いたします。 

 現在まで受理いたしました請願・陳情は、携

帯電話不感地域の解消についての請願１件、球

磨川放流用稚アユの安定的確保に向けての支援

についての陳情１件でございます。 

 本日の配付資料にも資料を添付しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 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（成松由紀夫君） なければ、次に
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（２）市長追加提出予定案件１０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、市長追

加提出予定案件としまして、一般質問最終日に

８件並びに定例会最終日に２件、合計１０件の

追加議案提出を予定いたしております。 

 まず、一般質問最終日提出の予算議案としま

して、議案第１１５号・平成２９年度八代市一

般会計補正予算・第６号から第１１８号・平成

２９年度病院事業会計補正予算・第１号までの

４件は、全て人件費に係る補正予算でございま

す。 

 人事院勧告並びに休職や育児休業による不用

額や職員手当等の過不足額を調整するもので、

人事院勧告に対する国の閣議決定が先週の１７

日、金曜日でございますが、この日になされま

して、本市でも、現在、内容を精査中でござい

ますので、早急に取りまとめ、一般質問の最終

日に追加をお願いする予定でございます。 

 次に、同じく一般質問最終日の事件議案の議

案第１１９号・八代広域行政事務組合規約の一

部変更については、同組合の規約変更につきま

しては、八代市と氷川町の両議会の同文議決が

必要なために、今回、議会にお諮りするもので

ございます。 

 次に、一般質問最終日提出の条例議案といた

しまして、議案第１２０号・八代市議会議員の

議員報酬に関する条例の一部改正についてから

第１２２号・八代市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部改正についてまでの３件は、先ほ

どの予算議案同様、人件費に係る事項で、人事

院勧告に対する国の閣議決定を受け、所要の改

正を行うものでございます。 

 最後に、定例会最終日、閉会日でございます

が、追加提出議案としまして、人事議案２件を

予定しております。 

 議案第１２３号及び議案第１２４号で、いず

れも人権擁護委員候補者の推薦に関する人事議

案でございます。 

 今回は人権擁護委員の方のうち、お二人の方

が来年３月３１日をもって任期満了となられま

すことから、この２名の委員の方の後任をお願

いするものでございます。 

 以上が追加提出予定の議案でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 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（成松由紀夫君） 次に（３）会期の

決定について協議をいたします。 

 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、１１月２７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。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 会期日程につきま

しては協議をいたします。いかがいたしましょ

うか。（｢委員長のほうから提案をどうぞお願

いします」と呼ぶ者あり） 

 それでは、委員長案を事務局に配付いたさせ

ます。 

（資料配付） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、念のた

め、事務局より説明いたさせます。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 私のほうか

ら、平成２９年１２月定例会の日程、委員長案

を御説明申し上げます。 

 先ほど総務部長からもありましたとおり、１

１月２７日月曜日の午前１０時、１２月定例会

の開会日となります。 

 翌２８日火曜日、質疑・一般質問の締め切り

は１０時となっております。 

 しばらく休会が続きまして、１２月の４日月

曜日から７日木曜日まで質疑並びに一般質問。 
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 ８日金曜日がその予備日となっております。 

 １１日月曜日午前１０時、新庁舎建設促進特

別委員会。 

 １２日火曜日、文教福祉委員会。 

 １３日水曜日、経済企業委員会。 

 １４日木曜日、建設環境委員会。 

 １５日金曜日、総務委員会。 

 そして、２０日水曜日午前１０時から討論、

採決となっております。 

 議運、全協の開催は下段のとおりとなってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの案につ

いて、何か御意見等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、お諮り

いたします。 

 １２月定例会の会期は１１月２７日から１２

月２０日までの２４日間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（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。 

（執行部 退席） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、（４）その

他について何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

                              

◎その他 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

は次に２、その他の（１）２０１７女子ハンド

ボール世界選手権大会視察のための委員派遣に

ついて、増田議長から報告をお願いします。 

○議長（増田一喜君） 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、私のほうから本件につきまして御

報告を申し上げます。 

 皆様御承知のとおり、２０１９女子ハンドボ

ール世界選手権大会の予選会場として八代市総

合体育館が内定しております。そこで、お手元

に配付しておりますとおり、市長から本大会の

円滑な運営を図るため、ドイツで行われる２０

１７女子ハンドボール世界選手権大会の視察に

当たり、市議会へ同行依頼がなされたものでご

ざいます。 

 つきましては、所管します経済企業委員会の

成松委員長を派遣する予定としておりますの

で、同委員会において所定の手続をお願いした

いと考えております。 

 まずは以上報告いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの説明に

ついて質問等ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

は後日、所管する経済企業委員会において所定

の手続がとられることになりますので、御承知

おきいただいたいと思います。 

 次に（２）その他について何かありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 常任委員会では管外視

察についての日程等も決まってるようですが、

議会運営委員会の管外視察についての状況は、

どのようにされるのでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの橋本議

員の議題について何か御意見等ございません

か。 

○委員（山本幸廣君） 事務局に。前回は何月

ごろしとるかい。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 昨年度は地

震の関係で自粛しておりまして、一昨年はです

ね、１月下旬に実施しております。 

○委員（山本幸廣君） 委員長のお考えはどう

ですか。今の事務局の説明の中で１月から３月

の間。委員長、何か腹案はありますか。 

○委員長（成松由紀夫君） いや、委員長とし
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ましては皆さんの議論に沿うばかりでございま

すので。（委員山本幸廣君「ああ、そうです

か」と呼ぶ）議会改革云々、解散前にいろいろ

と議論はございましたので、議運は常にです

ね、議会改革については取り組んでいく姿勢は

大事だろうなと思いますので、できれば、実施

できればなという気持ちはございますが、皆さ

ん方の、委員さん方の御意見に沿うばかりで、

あとは取りまとめし、粛々とというスタンスで

ございますので。ほかに御意見があれば。 

○委員（山本幸廣君） じゃあ、２月ごろにど

うでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） まず、実施する―

―。 

○委員（山本幸廣君） 実施しましょう。今、

委員長の発言の中で。 

○委員長（成松由紀夫君） 実施するという方

向ですね、はい。 

 今、山本委員から実施という御意見がござい

ましたが、ほかにありませんか。実施しないお

考えの方も含めて、実施する方も御意見どう

ぞ。 

○委員（古嶋津義君） 実施の方向でお願いを

したいと思いますが、日程等につきましては、

それぞれ各常任委員会の視察等もございますの

で、それに重複しないように、委員長、副委員

長のほうで少し段取りをしていただけたらと思

います。 

○委員（橋本幸一君） 関連でいいですか。一

部事務組合についても、恐らく視察が１月、２

月に入ってくるんじゃないかなと思われますの

で、それについては早期にその辺との調整もせ

んといかんかなと思いますが。 

○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） 今の時点でどれだけに

１月、２月、３月に入っとるか、委員会から。

そこあたりを報告してください。なければい

い。 

○委員長（成松由紀夫君） ちょっと待って、

山本委員。まず、実施する、実施しないの方向

ですが、今、御意見が出てるのは実施するとい

う方向の御意見が多うございますので、実施す

るということでよろしいですか。それを確定し

ましたら日程調整も含めて、また議論を進めて

まいりますが、実施するということでよろしい

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、議運の

管外行政視察は実施するということで、あとは

基本的に正副委員長で日程の調整はしますが、

今、山本議員から何か御意見が。 

○委員（山本幸廣君） 今の時点で各常任委員

会等々について管外調査、視察等が入っておれ

ば報告していただければ。その中で調整を委員

長、副委員長にしていただければですね。 

○委員長（成松由紀夫君） 今わかっている範

囲で説明を。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 現時点でで

すね、既に決定しております各種視察等、ある

いは行事などについて御報告申し上げます。 

 年内は今後、１２月定例会が入りますので、

年明けから御説明を申し上げます。 

 １月になりますと、まず、１月１６日の火曜

日から１８日までの３日間、文教福祉委員会が

管外行政視察を予定しております。 

 同じく１月の１６日火曜から１９日までの３

日間、総務委員会の管外行政視察が予定されて

おります。（｢１６から」と呼ぶ者あり）１

９。（｢その間に調整するっちゅうことです

ね」と呼ぶ者あり）（｢４日間か」｢いや、調整

するっちゅうことでしょう」｢そういうことで

す」と呼ぶ者あり） 

 続きまして、１月２４日から２６日までの３

日間、経済企業委員会の管外行政視察が予定さ

れております。 
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 １月の３０日は広域行政事務組合の正副議長

等会議。（｢これは関係なかよ」と呼ぶ者あ

り）関係ないですかね、済みません。（｢視察

関係だけでいいんじゃないと」と呼ぶ者あり） 

 あと、議運ですので議長も関係してまいりま

して、議長の公務が２月の１日、２日、５日、

６日、１６日が入っております。 

 ２月に入りますと少し、何週かあいてる週が

ございます。（｢２月は議会も、恐らく、下旬

になれば」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、１回、

小会をとらせていただきます。 

（午前１０時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３５分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本会に

戻します。 

 議会運営委員会、管外行政視察実施の件につ

いてでありますが、実施はいたしますという方

向で、日程は２月の７日から２月の９日まで。 

 内容につきましては、政治倫理について、議

会の先進地事例について、そしてタブレット端

末関係について、この３点を調査項目といたし

ます。 

 場所については、山本議員からるる御指摘が

ございました中で、正副委員長で、一任という

ことで進めさせていただきたいと。 

 ただいまの協議内容に沿って準備を進め、定

例会最終日までに派遣承認要求の手続をとりた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ほかにございませんか。 

○委員（橋本幸一君） 以前から、海外行政視

察の凍結をもう解除したらという声がうちの会

派であってるんですが、最近、コンテナ船の定

期航路の要望とか、それからクルーズ客船の増

加、そして、いろんな中国産のイグサへの対応

とかですね、それと、友好都市の交流、これは

北海含め、基隆等もあってるわけですが、それ

らを含めて、やはりもう市議会としての、地域

限定でもよろしいですが、海外凍結というのは

もう解除したほうがいいんじゃないかという、

今、声がうちの会派では上がっております。そ

れについての御配慮をどうにかでけんかなとい

うことで委員長に提案いたしたいんですが。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいまの件につ

いて、ほかに何かございますか。 

○委員（山本幸廣君） この問題については、

もう以前から海外の視察については凍結を解除

したらいいんじゃないかという意見もたくさん

あっておるのは現実なんですが、今の八代市の

経済状況等を踏まえながらですね、議会が、海

外の視察が、今、本当に必要なのかということ

をですね、もう少し検討し、調査、審査をす

る、議論をする。そういう方向で行ってもらえ

ればなというふうに私は思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（古嶋津義君） 会派の中ではですね、

行き先についても限定的といいますか、先ほど

橋本委員からちょっとお話がありましたよう

に、例えば北海とか、台湾でいうなら基隆か、

そういう港とか、うちに直接関係のあるところ

を限定的にどうだろうかというお話はございま

した。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） いろんなですね、委員

長を含めて、市議会を代表して海外への派遣願

いというのが、今、執行部のほうからも参って

いるわけで、やはり、行っていない議員という

のは、その辺をちゃんとある程度示唆しなが

ら、市と、それから海外との問題というのをし

っかり把握するということは、非常にこれから

将来的にですね、大事な、今、時期じゃないか

なという、そういう思いもあるわけで、そうい

う声が今あるということも補足してお伝えして
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おきます。 

○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） 反論じゃありません。

市民の声というのが一番大事だと思いますの

で、そこらあたりについても党や会派等々も含

めてでありますけども、市民の意見を集約しな

がらですね、今回についての今の問題について

もですね、凍結するかしないかというふうな考

え方の中で、市民の判断をある程度仰ぐという

のは大事じゃなかろうかと思うんですよね。我

々は市民からの血税等を含めての議会というの

を、すばらしい議会をつくっていただいとるわ

けですから。先進地だったら、ほとんどネット

あたりでもすぐ出てくるし。現場に行くことも

大事だと思います。市民の声を聞いてから、私

はお願いしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

 それでは、ただいま海外行政視察の凍結解除

について要望が出されましたが、橋本委員、古

委委員の意見を集約しますと、コンテナ船の定

期航路、クルーズ客船の問題であったり、フー

ドバレー、それと、友好都市交流、それと、イ

グサは国産偽装の問題等々もあっておった部分

も含めて、県議会も凍結解除をされた状況もあ

る中でどうだろうかという御意見と、山本議員

からある、市民の理解を得ながら議論を深め

て、そして時期と、そういったものも大事にし

ていただきたいという御意見がございますが、

今後、このことについて議論をすることについ

て、増田議長のほうから何かございませんか。 

○議長（増田一喜君） 本件につきましてはで

すね、私も以前、これを廃止、凍結というよう

な問題が出ましたときに、一応、廃止、凍結は

避けたほうがいい、やっぱりそのままいったほ

うがいいという意見を持っておりました。 

 廃止してしまえば、今度はこれをまた実施す

るという方向にしたら大変な御苦労が要ると思

いましたので、最悪その場合のときには、経済

状況とかいろいろあったように思いますので凍

結という形をとりました、結果になりましたけ

れども、私も、橋本委員が言われるように、や

っぱり、今、港がですね、非常に活気づいてき

ておりますので、そういうことの視察に対して

もですね、やっぱり海外視察の凍結は解いたほ

うがいいんじゃないかなというふうな思いでは

おります。 

 しかしながら、私の一存では決められないだ

ろうと思いますので、できれば本委員会の中で

これから協議していってもらって、凍結を解除

するのかどうかを結論づけていただければ、私

としましても幸いに思いますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、増田議

長から、海外行政視察の凍結解除の件につい

て、議運で論議を深めていただきたいという意

向と諮問が示されました。 

 つきましては、予算を伴う事案でもあります

ことから、早速、次回から協議していきたいと

思います。 

 まずは、一旦、各会派に持ち帰っていただ

き、次回の議運で協議を進めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 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。 

（午前１０時４３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１１月２０日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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