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議会運営委員会会議録 

 

平成３０年５月２８日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１０時４１分閉議（実時間４１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．６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 

                              

○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 

 総務企画部長     増 住 眞 也 君 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

 議会事務局長     國 岡 雄 幸 君 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

            土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

ただいまから議会運営委員会を開会いたしま

す。 

                              

◎６月定例会の運営について 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、まず、

１．６月定例会の運営についてを議題とし、

（１）付議案件の（イ）市長提出案件１４件に

ついて説明を求めます。 

○総務企画部長（増住眞也君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）総務企画部の増住でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。それでは、ちょっと

座って説明させていただきます。 

 今回の６月定例会の開会日に提出を予定して

おります議案は、お手元に配付しております平

成３０年６月定例会提出予定議案にお示しをし

ておりますように、予算議案が２件、それから

事件議案が１１件、それから条例議案が１件の

合計１４件でございます。 

 それでは、まず予算議案２件と事件議案のう

ち予算に関するもの、議案第５９号と、少し飛

びますが６５号、それから６６号の３件につき

まして岩本財務部長より説明いたします。 

○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）

財務部長、岩本でございます。それでは失礼し

まして座っての説明と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） それでは、予算議

案の２件でございますが、平成３０年度の一般

会計補正予算（第３号）と簡易水道事業特別会

計補正予算（第１号）でございます。 
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 まず、一般会計補正予算の補正額は１４憶８

５００万円でございます。 

 その内容はインバウンド対策事業分で約１７

００万円。国・県の補助金等を活用した事業な

どで約１４憶６８００万円でございます。イン

バウンド対策では、くまナンステーションのオ

ープンを契機といたしまして、八代を訪れる外

国人観光客などに対しおもてなしを展開するた

め、中心商店街やくまモンスクエア等と一体と

なったキャンペーンの実施などに要する経費及

び人の流れやにぎわいを創出する道路整備に要

する経費でございます。 

 次に、国・県等の補助金等を活用した事業な

どで主なものといたしまして、農業生産総合対

策事業による低コスト耐候性ハウスの導入に対

する補助約９憶７０００万円、私立保育所文政

第二保育園の園舎改築に要する経費の一部補助

として約１憶１０００万円、そのほか放課後児

童クラブの施設整備を図る放課後子ども環境整

備事業として約７０００万円、コミュニティ助

成金を活用した自治総合センターコミュニティ

助成事業に約１４００万円などを予定しており

ます。 

 次に、簡易水道事業特別会計補正予算は、落

合簡易水道浄水場の濁度計の故障に伴うもの

で、２９０万円の補正でございます。 

 以上が、６月定例会の開会日に提出予定の予

算議案２件でございます。 

 次に、事件議案のうち予算に関するもの議案

第５９号、６５号、６６号の３件につきまして

説明をいたします。いずれも予算の専決処分で

ございます。 

 議案第５９号は、平成２９年度の一般会計補

正予算（第１０号）で、内容は繰越明許費の設

定及び財源調整のための歳入予算の補正でござ

います。 

 議案第６５号は、平成３０年度の一般会計補

正予算（第２号）で、専決日は５月１８日、補

正予算額は６４０万円で、内容は学校教育に係

る訴訟関係経費及び５月の豪雨により被災した

市道の災害復旧に係る経費でございます。 

 議案第６６号は、平成３０年度国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）で、専決日は５月

２５日、補正予算額は４憶７００万円で、平成

２９年度決算の収支不足の見込みによる繰り上

げ充用の予算措置を行ったものでございます。 

 以上３件、補正予算に関連する専決処分の報

告及び承認についてでございます。 

 財務部からの説明は以上でございます。 

○総務企画部長（増住眞也君） 続きまして、

残りの事件議案８件、それから条例議案１件に

つきまして、私のほうから説明させていただき

ます。 

 まず、専決処分の報告及び承認に関するもの

のうち、財務部長が説明しました補正予算に関

する３件を除いた５件についてでございます

が、議案第６０号、八代市市税条例等の一部を

改正する条例のほか、一つ飛びまして議案第６

２号、それからもう一つ飛びまして議案第６４

号の３つは、いずれも３月定例会後に法律及び

国の政令が公布され、施行日が４月１日である

ため、それぞれに関連する市条例の一部につい

ての改正を専決処分としたものでございます。 

 次にその他でございますが、議案第６１号、

八代市国民健康保険条例の一部を改正する条例

は、国民健康保険の財政責任主体が県となるこ

とに伴い、新たに県において設置する国民健康

保険運営協議会と既に市に設置している国民健

康保険運営協議会の区別化をするために字句を

整理した専決処分でございます。 

 それから、議案第６３号、八代市一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例

は、３０年度の組織機構改革における字句の整

理を行った専決処分でございます。 

 以上が、専決処分の報告及び承認についてで

ございます。 
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 次に、その他の事件案件３件でございます

が、議案第６７号・あらたに生じた土地の確認

については、二見漁港整備において、本市の区

域内に新たに土地が生じたため、地方自治法の

規定により議会の議決を求めるもので、この関

連といたしまして、次の議案第６８号・町区域

の変更については、新たに土地が生じたことに

より町区域を変更するため、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。 

 次の、議案第６９号・市道路線の認定につい

ては、林道深水走水線を県道に編入するに当た

り、一旦市道認定する必要があるため、道路法

の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 以上が、事件議案でございます。 

 次に、条例議案でございますが、１件を予定

しております。議案第７０号・八代市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正については、国の政令の

改正に伴うものでございます。 

 以上、６月定例会の開会日に提出を予定して

おります予算議案２件、事件議案１１件、条例

議案１件の内容でございます。 

 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、何か質疑ありませんか。ありませんか。 

○委員（谷川 登君） 済みません、ちょっと

確認ですが、予算議案の第５８号・簡易水道事

業特別会計補正予算、落合簡易水道と今ちょっ

とお聞きしたんですが、これは機械の故障のた

め２９０万の予算ですか。ちょっと確認です

が。 

○財務部長（岩本博文君） 濁度計といって、

水の濁りをはかる機械の故障に伴う補正予算で

ございます。（委員谷川登君「ありがとうござ

いました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 谷川委員、よろし

いですか。 

○委員（谷川 登君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにはございま

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

（ロ）先議案件はありませんか。 

○総務企画部長（増住眞也君） 今回、先議案

件についてはございません。 

○委員長（成松由紀夫君） 次に（ハ）請願・

陳情について説明を求めます。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） 議会事務局長

の國岡でございます。よろしくお願いいたしま

す。（｢よろしくお願いします」と呼ぶ者あ

り）済みません、着座にて説明いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） それでは、

（ハ）請願・陳情について御説明申し上げま

す。現在までに受理いたしました請願・陳情は

ございません。 

 なお、委員会への参考送付分といたしまし

て、協議事項レジュメに記載のとおり２件を受

理いたしましたので、お手元に内容のコピーを

配付いたしております。つきましては関係委員

会へ参考送付させて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、（２）市長

追加提出予定案件２４件について説明を求めま

す。 

○総務企画部長（増住眞也君） 一般質問最終

日に予算議案１件及び定例会最終日に人事議案

２３件、合計２４件の追加議案提出を予定して

おります。 

 まず、一般質問最終日に予定しておりますの

は、議案第７１号・平成３０年度八代市介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）でございま
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す。現在、内容を精査しているところでござい

ます。 

 次に、定例会最終日に予定しております人事

議案２３件について説明をいたします。議案第

７２号から７４号までの３件につきましては人

権擁護委員候補者の推薦についてで、本年９月

３０日をもって３名の人権擁護委員が任期満了

となりますことから、今回お諮りをするもので

ございます。 

 次に、議案第７５号から第９３号までの１９

件は、農業委員会委員の任命につき同意を求め

ることについてでございますが、これは先般の

農業委員会等に関する法律の改正により、これ

までの選挙による公選制から議会の同意を要す

る市町村長の選任制へと制度が変更になったこ

とから、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 次に、議案第９４号・固定資産評価員の選任

につき同意を求めることについては、当評価員

の退任に伴い、後任者の選任について地方税法

の規定に基づき議会の同意を求めるものでござ

います。 

 以上が、追加提出予定議案２４件でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明があ

りました追加提出案件２４件について、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

（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。 

○総務企画部長（増住眞也君） 招集日につい

てでございますが、６月４日月曜日午前１０時

からお願いしたいと思います。どうそよろしく

お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、会期に

ついてお諮りいたします。 

 会期日程につきましてはいかがいたしましょ

うか。いかがいたしますか。（｢委員長腹案

で」と呼ぶ者あり） 

 委員長腹案ということでございますが、それ

ではよろしいですか、それで。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、委員長

腹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（増田智郁君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）議会事務局増田でございます。それで

は、委員長腹案ということでございますので、

ただいま配付させていただきました６月定例会

日程委員長案について御説明をさせていただき

ます。恐縮でございますが、座って説明のほう

をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○議会事務局次長（増田智郁君） まず、６月

４日月曜日の午前１０時が開会ということでご

ざいます。 

 翌日５日火曜日が質疑・一般質問の締め切り

となります。締め切り時間は午前１０時となり

ます。 

 また、６月１１日月曜日から１４日木曜まで

が質疑・一般質問、１５日金曜日が質疑・一般

質問の予備日ということになります。 

 委員会でございますが、１８日月曜日が経済

企業委員会、１９日火曜日が建設環境委員会、

２０日水曜日が文教福祉委員会、２１日木曜日

が総務委員会ということになります。 

 最終日につきましては、６月２７日水曜日午

前１０時開会ということでございます。 

 また、議会運営委員会、全員協議会でござい

ますが、開会日の６月４日月曜日午前９時から

議会運営委員会、９時３０分から全員協議会と

なります。 
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 次に、１３日が本会議終了後、議会運営委員

会となります。 

 最終日の６月２７日でございますが、午前９

時から議会運営委員会、９時３０分から全員協

議会となります。 

 以上が委員長腹案でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上、説明が終わ

りましたが、御意見などございませんか。 

○委員（大倉裕一君） 日程案、ありがとうご

ざいます。そこでちょっと疑問に思うのが、特

別委員会──新庁舎建設促進特別委員会の日程

がこれに盛り込まれていないんですが、今回は

予算も出ないということではあるんでしょうけ

れども、基本設計とかそういったものの確認と

か、決議とか、そういったのはまだ出てこない

ということで理解してよろしいんでしょうか。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） 今、委員長案

といたしまして６月定例会の日程案をお手元に

お示ししてございますけれども、委員会につき

ましては、あくまでも付託された案件を審査す

る委員会がこの定例会の日程案に盛り込んでご

ざいます。そのほかのですね、委員会の開催日

については、後で正副委員長と執行部が調整さ

れて開催日を決められるという運びになろうか

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

今。（委員大倉裕一君「わかっとっとですが」

と呼ぶ） 

○委員（大倉裕一君） そこはわかるんですけ

ど、基本設計のお示しは６月定例会をめどにと

いうのもあってたというふうに思ってますの

で、そこに出てこないのかなという疑問をちょ

っと持ったもんですから、そこには間に合わな

いということで判断をさせていただきたいと思

います、そしたら。よかです。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

執行部のほうから、今も局長から説明があった

ように議案としてのものがないということ、そ

れと、私も副委員長ですので委員長との話が執

行部からない以上はですね、これはまだ、この

腹案の中には盛り込まれないということで、臨

時的なものも含めて、執行部から何か報告事項

なり何でありて、何か報告、一連のものがあれ

ばですね、それを受けて、また開催については

話が出てくると思いますけれども、現時点では

そういう議決案件も何もないということでござ

いますので、腹案の中ではこれで行きますの

で。理解の仕方はそういうことで、それぞれ理

解されていただきたいというふうに思います。

委員会の方向で報告があるというような方向が

ありましたので、いずれかのタイミングではあ

るというふうに認識していただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

 ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか、

大倉委員。（委員大倉裕一君「結構です」と呼

ぶ） 

 それでは、なければお諮りいたします。 

 ６月定例会の会期は６月４日から６月２７日

までの２４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（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）その他の（イ）人事異動に伴う

部課長紹介について説明を求めます。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） それでは、

（４）その他の中の（イ）人事異動に伴う部課

長紹介について御説明いたします。この件につ

きましては、去る４月１日付で執行部に人事異

動がありましたので、定例会開会前に紹介した

いとの申し出があっておりますので、開会に先

立ちまして部課長の紹介がございます。 
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 また、議会事務局におきましても、議会開会

初日の全員協議会におきまして、人事異動に伴

います職員の紹介をお願いしたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で説明が終わ

りましたが、本件については６月４日の本会議

前に行うことといたしたいが、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。 

 執行部におかれましては、ここで退室を願い

ます。 

（執行部 退室） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、（ロ）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（國岡雄幸君） （ロ）全国市

議会議長会永年勤続表彰の伝達及び祝詞、贈呈

者につきまして御説明いたします。本件につき

ましては、先ほど招集日を６月４日とお決めい

ただきましたが、今週５月３０日の水曜日、東

京で開かれます第９４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る予定とな

っておりまして、議長がかわりに受領されるこ

とになっております。 

 本市議会からは、勤続年数３０年以上として

中村和美議員が該当者となられます。また、勤

続年数１５年以上として福嶋安徳議員が該当者

となられます。つきましては、議会開会日の６

月４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するものでご

ざいます。 

 なお、あわせまして市長のほうからは感謝状

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、この際の被表彰者に対して祝詞を述

べていただく方をお決め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

ますことから金子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、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、質問があればお願いいたしま

す。 

（｢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、表彰状の伝達については６月４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

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。 

 それでは、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。

説明では金子議員とのことですので、金子議員

に祝詞をお願いすることにしたいと思います

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（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、（ハ）議場内、執行部席などの取り扱

いについて説明を求めます。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） （ハ）議場

内、執行部席などの取り扱いについて御説明い

たします。さきの組織再編等に伴いまして、部

の名称に変更が生じましたので、議場内の出席

職員等の席次の表示につきましては、今定例会

からお手元にお配りしております資料のとおり

の配置とさせていただきたいと思います。ま
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た、新たに事務局次長席を設けましたので、御

報告いたしておきます。 

 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、何か質問などはありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、議場

内、執行部席などの取り扱いについては説明の

とおりの取り扱いとすることといたしたいが、

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。 

 次に（ニ）夏季の服装について説明を求めま

す。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） それでは、

（ニ）夏季の服装について御説明いたします。

この件につきましては、お手元に資料をお配り

しておりますが、執行部においては本年も昨年

と同様に５月１日から１０月３１日までの間に

あっての夏の軽装、クールビズ等を取り組むと

の通知が出されまして、その内容といたしまし

ては、冷房時の温度管理を２８度Ｃとするこ

と、夏の軽装、いわゆるクールビズについては

原則としてノーネクタイ、上着無着用とし、白

など派手にならないポロシャツの着用も可能と

する等の内容となっております。 

 つきましては、お手元に配付いたしておりま

す通知文裏面にお示ししておりますが、市議会

議長に対しましても同様の協力のお願いが参っ

ております。そこで、本市議会といたしまし

て、会議中の服装の取り扱いについて御協議い

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） それでは、議会と

しての夏季服装の取り扱いについてはいかがい

たしましょうか。いかがいたしますか。（｢い

つもどおりで異議なし」「従来どおりでよろし

いかと思います」と呼ぶ者あり） 

○委員（橋本幸一君） 従来どおりでよろしい

かと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 従来どおりでとい

うような御意見が出ておりますが、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） それでは、なけれ

ば、お諮りいたします。 

 本市議会において夏季の服装については軽

装、上着無着用、ノーネクタイに努めることと

いたしたいが、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２．その他の

（１）海外行政視察の取り扱いについて説明を

求めます。 

○議会事務局次長（増田智郁君） それでは、

八代市議会議員海外行政視察派遣研修の取り扱

いについて御説明申し上げます。説明につきま

しては、座って説明のほうさせていただきたい

と思います。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 本件につき

ましては、御承知のとおり議長からの諮問事項

といたしまして議会運営委員会に諮問され、去

る２月１９日開催の本委員会において取り扱い

要領を御決定いただいたところでございます。 

 また、その御決定の際、本視察に要する予算

及び詳細な取り決めについては議長に委ねると

されておりました。そこで、議長のほうから詳

細な取り決めについて御決定いただきましたの

で、その内容について配付させていただいてお

ります。 

 お配りしておりますのが、まず２枚目、上か
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ら２枚が前回の２月１９日に御決定いただきま

した要領でございます。３枚目からが議長決定

事項ということで、平成３０年５月２８日議会

運営委員会ということで表題をつけさせていた

だいておりますので、その内容について御説明

をさせていただきます。 

 まず、表題です。八代市議会議員海外行政視

察派遣研修取り扱い運用についてということで

ございます。 

 まず、派遣の根拠でございますが、これまで

の派遣につきましては、委員派遣ということで

委員会で決定しての派遣ということでございま

したが、平成３０年度から施行されます今回の

海外視察につきましては議員派遣ということで

ございまして、派遣根拠といたしましては本市

議会会議規則の第１６７条を適用するというこ

とでございます。 

 派遣対象地域、派遣経費、派遣回数につきま

しては、さきにお決めいただいておりました要

領のとおりでございます。 

 派遣人員につきましては、１回につき１４名

以内、なお、各年度の予算措置については１４

名分以内を予算措置するということでございま

す。 

 派遣者の決定につきましては、毎年度各会派

に対し募集を行い、決定をする。 

 次の協議でございます。募集をした結果、同

一年度内において派遣希望者が予定人数を超え

た場合は、希望者間で協議・調整をするとのこ

とでございまして、最終的に協議・調整が調わ

なかった場合は、議長により調整を図るという

ことでございます。 

 次の視察旅行計画でございますが、こちらは

議員個人の責任で能動的に旅行会社等と協議・

企画し、行政視察を計画的に実施する。議長会

主催の視察研修ほか、旅行社のツアー等の参加

も可とする。また、視察先においては、先方行

政の対応がなければならないということでござ

います。 

 次、２枚目でございます。２枚目が事務手続

についてでございますが、海外視察申請書をま

ず視察先が決定次第、議長宛てに提出をいただ

きます。その後、海外視察計画書、旅費積算

書、旅費の請求書含めましたところで、視察の

経路、旅費積算見積書は遅くとも旅行出発、視

察出発直近の定例会前までに議長宛てに提出す

るということでございます。こちらが直近の定

例会までと言いますのが、本会議で議員派遣の

場合は議決が必要になってまいりますので、例

えば、１０月に視察に行かれる場合は９月定例

会での議決が必要になりますので、９月定例会

までに計画書等を出していただくというような

ことでございます。海外視察決定がしました

ら、諸段階で議長のほうから議員に対して決定

通知書が交付されます。 

 その後に、先ほど申しました視察派遣直前の

議会において議員派遣を本会議で議決すると、

そこで最終確定をするという形になります。 

 視察後の報告でございますが、視察終了後、

速やかに調査報告書を議長宛てに提出しなけれ

ばならない。こちらは復命書のことでございま

す。 

 また、視察終了直近の全員協議会において口

頭により報告をしなければならないということ

でございます。この場合は、先ほどの例で申し

ますと、１０月に仮に行かれた場合は、１２月

の定例会冒頭の全員協議会で報告をしなければ

ならないという流れになっております。 

 視察経路の変更でございます。視察経路が視

察計画と相違する場合は、事故証明書またはて

んまつ書を調査報告書に添付し、変更理由を明

らかにしなければならない。 

 最後に、キャンセル料でございます。キャン

セルにつきましては、出発前に本人に不慮の事

故または２親等以内の親族・姻族に不幸があっ

た場合など、やむを得ない理由がある場合は旅
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行日程を取りやめることができる。その際、キ

ャンセル料等の必要な経費については、海外視

察に関する予算により支出することができるも

のとする、そのほかの場合のキャンセル料は自

己負担とするということでございます。こちら

の中のやむを得ない理由がある場合ということ

でございますが、こちらの理由につきまして

は、社会通念上一般的にやむを得ないと判断が

できる場合に限るということでございまして、

その判断が難しいとされた場合は、その都度議

会運営委員会で判断をいただくということでご

ざいます。 

 最後に、研修取り扱いフローということで書

かせていただいておりますが、これまで御説明

させていただきました視察の申請から決定まで

の分を申請書等を主にフローを書かせていただ

いておりますので、こちらは先ほど御説明した

とおりでございますので、割愛させていただき

ます。 

 以上が、行政視察派遣要領に基づきまして、

議長により御決定いただいた内容でございま

す。 

 以上、報告終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、何か質問等はありませんか。あ

りませんか。 

○委員（大倉裕一君） キャンセル料のところ

ですけれども、２親等以内の親族の中にわざわ

ざ姻族という表現があるんですが、親族の中に

姻族は含まれると思いますので、そこはあえて

書く必要はないかというふうに思います。大き

な問題ではありませんので。ほかありません。

（｢法令上こういう」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま大倉議員

から親族・姻族ということでのこの姻族は要ら

ないのではないかというようなお話であります

が、今まで慣例上、文章を整理した中でこれは

入ったように私は記憶をしておるんですが、ほ

かにございませんか、ただいまの件について。

（｢よう調べてから」「親族を書けば姻族は入

っとですよ」と呼ぶ者あり） 

○委員（橋本幸一君） 今のとおり、これを抜

いても何も問題なかなら、そこはもうわざわざ

入れる必要はないということで、そこは省いて

も構わんとじゃなかですか。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、親族・

姻族の文言について、姻族を省いて差し支えな

ければよいのではないかというような御意見が

出ておりますが、それでお諮りしたいと思いま

すが、よろしいですか。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） それでは、ただい

まの部分につきまして、姻族を削除するという

ことで……。（｢ちゃんと問題がないのであれ

ば確認してから」「確認した上で」と呼ぶ者あ

り） 

 であるならば、事務局で問題がないのかをし

っかり精査した上で、削除する、削除しないと

いうのはこちらで預かってよろしいですか。そ

れでよろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 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、海外行

政視察の取り扱いについては説明のとおりの取

り扱いとすることといたしたいが、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。 

 次に、（２）八代市中学生議会の実施につい

て説明を求めます。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） （２）中学生

議会の実施について御報告をさせていただきま
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す。 

 本件につきましては、平成２７年に合併１０

周年を記念いたしまして、市内各中学校の生徒

の皆さん方により、中学生議会を開催いたして

おりまして、引き続き３年ごとに開催すること

が決定されましたことから、今回開催するもの

でございます。 

 それでは、お手元に配付いたしております資

料に基づき説明させていただきます。 

 １、目的といたしましては、子供たちの市政

に対する意見や要望、提案などを聞き、市政運

営の参考にするとともに、将来の八代市を担う

子供たちが身近な問題から自分たちの暮らすま

ちを見つめ直し、自分の夢や希望を提言するこ

とで、市政への関心を高め、まちづくりに進ん

で参画しようとする意欲を育む場とすること

で、中学生議会を実施しようとするものでござ

います。 

 ２、主催といたしましては、八代市、八代市

議会、教育委員会での開催となりまして、対応

窓口は秘書広報課となります。 

 ３、開催日につきましては、本年８月７日火

曜日となります。 

 ４、場所につきましては、ここ議会議場とな

ります。 

 ５、参加者は、八代支援学校中等部、県立八

代中学校を含めた市内の各中学校長から推薦さ

れました１７校から各校２名ずつの３４名を予

定いたしております。 

 ６につきましては、研修会及び当日の流れ等

の日程を記載させております。 

 ７、交通手段につきましては、３経路での送

迎となります。 

 ８、運営についてでございますが、生徒の皆

さんが議長・副議長・質問者となり中学生議会

を運営し、議会の疑似体験を行うもので、市長

・副市長・教育長・各部長が答弁者として出席

することになっております。質問につきまして

は、中学校ごとに１項目とし、質問時間は答弁

を含めまして１５分以内といたしております。 

 ９、傍聴につきましては一般公開とし、傍聴

は可能でございます。 

 １０につきましては、主催となっております

学校教育課、議会事務局、秘書広報課の役割分

担を記しております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、何か質問等はありませんか。

（｢ありません」「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（古嶋津義君） 異議はなかっですが、

３４名ということでありますので、今議席は２

８しかありませんし、一般質問席が１つと議長

を入れて３０ということはあと４人足らんとい

うことで、どのような配置に。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） 今議員御心配

のとおりで、現在議席数は２８名でございま

す。あと、４議席――、足らない分につきまし

てはですね、予備の議席が今確保してございま

すもんですから、当日はそれを活用いたしまし

て、３４議席を確保したいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。（｢はい、オーケーで

す」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 古嶋委員、よろし

いですか。 

○委員（橋本幸一君） 要望ですが、これは本

当、２回目ですが、いい取り組みと思うとっと

ですよ。ほかの自治体でもこれまで視察したと

ころがあったんですが、そこがどこも言われる

んですが、あくまで生徒の主体性に任せた内容

をそのまま取り入れるように、余り、例えば先

生とか、周囲の人が歪曲した、書きかえてとい

う、そういうことはできっだけ控えるようにと

いうことで要望をまたしておきたいと思いま

す。前回も要望を、これは私からもさせていた

だいたんですが、それが本当の中学生議会じゃ
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ないかなという思いがしたもんですから。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員長からも重ね

てお願いでありますが、中学生議会の中学生の

主体性というのは各方面からいろいろと御意見

いただいております。余り大人の思いが強く反

映されるようなことではなくて、そこのところ

は子供たちの意見が素直に発言できるような、

そういう中学生議会になるように要望をいたし

ておきます。よろしくお願いします。（｢そう

願いたいと思います」「政治家が関与せんばそ

んよかったい」と呼ぶ者あり）そうですね。各

種特定団体等もありますからですね。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、ただい

ま説明が終わりましたが、何か質問などはあり

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、それで

は、この件につきましては、その旨御承知おき

願いたいと思います。 

 以上で、本日予定いたしました案件について

は終了いたしまた。 

 ほかになにかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これで

本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１０時４１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３０年５月２８日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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