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議会運営委員会会議録 

 

平成３１年３月６日 水曜日 

  午後２時４６分開議 

  午後３時１５分閉議（実時間２９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．付議案件について 

 （１）委員会付託 

 （２）市長追加提出予定議案 

 （３）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  福 嶋 安 徳 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 

 財務部長       岩 本 博 文 君 

 議会事務局長     國 岡 雄 幸 君 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

            土 田 英 雄 君 

 

（午後２時４６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。 

                              

◎付議案件について 

○委員長（成松由紀夫君） まず、１．付議案

件についてを議題とし、（１）委員会付託の

（イ）議案３２件について説明を求めます。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） お疲れさまで

す。（｢お疲れさまです」と呼ぶ者あり）議会

事務局の國岡でございます。それでは、付議案

件についての（１）委員会付託、（イ）の議案

３２件について御説明いたします。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、お

手元に配付してございます委員会付託表（議

案）をごらんいただきたいと思います。済みま

せんが、議案番号のみで御説明いたします。 

 まず、経済企業委員会へは、１号（関係

分）、４号（関係分）、８号、１３号、１４

号、１５号の予算議案６件と、２８号、２９

号、３０号、３２号の条例議案４件の合計１０

件でございます。 

 続きまして、建設環境委員会へは、１号（関

係分）、３号、４号（関係分）、９号、１０

号、１６号の予算議案６件と、１８号の事件議

案１件並びに２４号、２５号の条例議案２件の

合計９件でございます。 

 次に、文教福祉委員会へは、１号（関係

分）、２号、４号（関係分）、５号、６号、７

号、１２号の予算議案７件と、２６号、２７号

の条例議案２件の合計９件でございます。 

 最後に、総務委員会へは、１号（関係分）、

４号（関係分）、１１号の予算議案３件と、１

７号の事件議案１件並びに１９号、２０号、２

１号、２２号、２３号、３１号の条例議案６件

の合計１０件でございます。 
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 なお、次のページに、議案第１号・平成３０

年度八代市一般会計補正予算・第１３号につき

まして、それぞれ歳入の文言事項及び歳出の款

項目別の付託表を添付いたしております。 

 また、その次のページから２ページにわたり

まして、議案第４号・平成３１年度八代市一般

会計予算につきまして、同様の付託表を添付い

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。 

 説明は以上でございます。 

○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、お手元

の付託表のとおり、その審査を各常任委員会に

付託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、（ロ）陳情１件について説明を求めま

す。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） （ロ）請願・

陳情について御説明いたします。それでは、お

手元の請願・陳情付託先審査用（議会運営委員

会用資料）をごらんいただきたいと思います。 

 ３月定例会開会翌日の２月２６日の午後５時

までに受理いたしましたものは、陳情１件でご

ざいます。 

 内容につきましては、平成３０年陳情第６号

・御小袖塚及び護国山顕孝寺跡並びに周辺史跡

の保存及び整備方についてでございますけれど

も、この陳情につきましては、住所が八代市長

田町３０１４番地１、八代史談会会長、坂口征

喜さん外５団体から提出されたものでございま

して、担当課は経済文化交流部文化振興課とな

ります。 

 なお、レジュメに記載のとおり、委員会への

参考送付分５件がございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま請願・陳

情について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、それで

は委員会への付託はいかがいたしましょうか。

（｢付議でお願いします」「委員長、腹案あり

ますか」と呼ぶ者あり） 

 それでは、お手元の別紙に基づき決定したい

と思います。 

 これは経済文化交流部文化振興課ですので、

経済企業委員会でどうでしょうか。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、ただい

ま御協議いただきましたとおり、所管の常任委

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、（２）市長追加提出予定議案２件につ

いて説明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） こんにちは。

（｢こんにちは」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。 

○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、お手元

に、平成３１年３月７日追加提出予定議案とし

て、予算議案２件でございます。 

 議案第３３号と３４号でございますけれど

も、まず、議案第３３号は国の２次補正に関連

してのものでございまして、平成３０年度一般

会計補正予算・第１４号でございます。この補

正額は３億３４００万円の減額補正予算でござ

います。 
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 内容でございますが、国の２次補正に係る補

助事業で、内示がなかったため減額するもので

ございます。農林水産業費で約６５００万円の

減額、土木費で約２億７０００万円の減額など

でございます。 

 次に、議案第３４号は、平成３１年度八代市

一般会計補正予算・第１号でございまして、補

正予算額は５５億９７２０万円でございます。 

 内容は、まず、新庁舎建設事業約５２億８０

００万円で、新庁舎建設に係る工事費用等でご

ざいます。新庁舎の建設費用につきまして、今

回の追加提案は庁舎の本体工事でございまし

て、総額１３２億円を予定し、継続費を設定い

たしております。平成３１年度は、１３２億円

のうち５２億８０００万円を計上いたしており

ます。 

 新庁舎の建設費につきましては、実施設計の

段階で、油圧機器製造メーカーによる免震・制

振装置の検査データ改ざん問題の発生に伴う設

計変更などのおくれが影響し、当初予算への提

案に至らなかったものでございますが、積算作

業を進めていたところであります。２月末に本

体工事費として予算化できる状況になりました

ので、追加提案するものでございます。 

 また、プレミアム付商品券事業といたしまし

て約４６００万円、これは、今後予定されてお

ります消費税率１０％への引き上げに伴う、低

所得者や子育て世帯への経済対策として実施す

る事業の準備経費でございます。 

 そのほか、国の２次補正の関連で３月補正予

算を減額補正しました一部を平成３１年度予算

として組みかえるため、土木費に約２億７００

０万円を追加いたしております。 

 以上、予算議案２件が、一般質問最終日に追

加予定の議案でございます。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、市長追

加、――これは、部長、ほかの全議員さんに対

しての何かないんですかね。 

○財務部長（岩本博文君） 新庁舎の予算に関

連しましては、進捗状況を改めて報告させてい

ただきたいと考えておりまして、あす、最終日

に提案した後、一般質問終了後に、引き続き議

案を説明させていただく場を予定させていただ

きたいというところで、議案説明会を引き続き

予定するというところでお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、議案説

明会ということで、議員さん方に説明の場を設

けるというのはいいことだと思いますので、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、市長追

加提出予定議案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。 

○委員（大倉裕一君） 委員会付託でお願いし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員会付託。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員会付託、お

願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員会付託で出て

おります。よろしいですか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 市長追加提出予定議案２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。 

（｢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。 

 付託表を配付いたさせます。 

（書記、付託表配付） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、委員会

の付託先について説明を求めます。 
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○議会事務局長（國岡雄幸君） ただいま委員

会付託と御決定いただきました市長追加提出予

定議案２件に係る委員会の付託先について、御

説明申し上げます。今、配付いたしました委員

会付託表（追加議案）をごらんいただきたいと

思います。 

 まず、経済企業委員会へは、議案第３３号

（関係分）及び議案第３４号（関係分）の予算

議案２件でございます。 

 続きまして、建設環境委員会へも、議案第３

３号（関係分）及び議案第３４号（関係分）の

予算議案２件でございます。 

 最後に、総務委員会へは、議案第３３号（関

係分）及び議案第３４号（関係分）の予算議案

２件になろうかと思います。 

 なお、次のページに、議案第３３号・平成３

０年度八代市一般会計補正予算・第１４号につ

きましても、それぞれ歳入の文言事項及び歳出

の款項目別の付託表を添付いたしております。 

 また、同様に、議案第３４号・平成３１年度

八代市一般会計補正予算・第１号につきまして

も、同様の付託表を添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。 

 説明は以上でございます。 

○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。 

○委員（橋本幸一君） さっきの確認ですが、

議案説明というのは、あくまで庁舎問題に限っ

ての議案説明ちゅうことですか。それとも予算

全般に対しての議案説明ですか。 

○財務部長（岩本博文君） 通常は追加提案の

場合は議案説明はいたしませんので、今回は議

案説明会という名目ではございますが、庁舎建

設に限っての説明ということでさせていただき

たいと思います。 

○委員（橋本幸一君） はい、了解しました。

結構です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、質疑はございませんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、その審

査を各常任委員会に付託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、（３）その他についての（イ）八代市

議会委員会条例の一部を改正する条例案につい

て、説明を求めます。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） それでは、

（３）その他の（イ）八代市議会委員会条例の

一部を改正する条例案について御説明いたしま

す。 

 お手元にお配りをしております別紙、八代市

議会委員会条例の一部を改正する条例案、及び

八代市議会委員会条例新旧対照表（下線部分

は、改正部分）をごらんいただきたいと思いま

す。 

 新旧対照表を主に御説明いたします。 

 現行では、本文中、第２条の第２項におい

て、常任委員会の名称、委員の定数及び所管す

る部課かいを定めておりますが、本年４月１日

から、環境センター建設課が今年度をもって廃

止となりますことから、文中の、第２条第２項

第２号の建設環境委員会の所管を定めたイ中、

下線部分の「、環境センター建設課」を削除す

る必要がございます。 

 つきましては、本定例会の最終日に議員発議

でお願いをしたいというふうに考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま説明が終

わりましたが、何か質疑があればお願いいたし

ます。質疑はありませんか。 



 

－5－

○委員（大倉裕一君） 総務委員会でですね、

１９号で、部設置条例の一部改正という議案が

出ているんですけれども、この議案と今回の委

員会の改正の分ということは、もう別個として

考えていいんですか。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） 今、委員御指

摘のとおり、部の設置条例の中身につきまして

は所管が総務委員会、その中身につきましては

事務分掌がございまして、環境センター建設課

の事務分掌が入っておりますもんですから、そ

れが当然削除になると。それにリンクしまし

て、今回、八代市議会の委員会条例の建設環境

委員会の所管事務の中で、「、環境センター建

設課」の文言を削除する必要があるということ

で、今回、議員発議をお願いしたいというふう

に考えているものでございます。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、聞き方の

悪かったと思うとですけど、１９号も、担当課

というか、課が変わっていくような内容になっ

とっとでしょう。その分はないんですかね。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） 議案の１９号

という意味でしょうか。（委員大倉裕一君「う

ん同じような改正がある――」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 大倉委員、挙手。 

○委員（大倉裕一君） １９号にも課が変わる

ような話があったと思うんですけど（｢これは

部の設置条例」と呼ぶ者あり）かわりのは出て

こんとですかね。各委員会で所管の課がふえた

り減ったりということはないということですか

ね。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） 部の設置条例

につきましては、部の所管事務の中にですね、

市民環境部の所管事務というのが部の設置条例

の中に定めてございまして、そちらの中で、環

境センター建設課に関する事項というのがござ

いますもんですから、それが廃止になること

で、今回、部の設置条例の一部改正が提案され

ております。 

 それにリンクした形でですね、八代市議会の

委員会条例を建設環境委員会の中で、先ほど申

しました規定がございますもんですから、この

中から「、環境センター建設課」という文言を

ですね、削除する必要があるということで、今

回、委員会条例の一部改正をお願いするもので

ございます。 

○委員長（成松由紀夫君） これに伴いという

ことですね、１９号。よかですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、いいです。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、お諮り

いたします。 

 ただいま説明のとおり、八代市議会委員会条

例の一部を改正する条例案については、本定例

会最終日に、本委員会のメンバーで議員発議し

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。 

 それでは、本条例案についての趣旨弁明はど

なたにしますか。（｢成松委員長にお願いしま

す」と呼ぶ者あり） 

 それでは、私、委員長とのことで、そのよう

に決しました。 

 ほかに何かありませんか。よろしいですか。

ない。村山委員、ない。ないですね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、ここで

執行部は御退席ください。 

（執行部 退席） 

                              

◎その他 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、２．その他

について何かありませんか。ありませんか。

（｢事務局はなかっかい」と呼ぶ者あり）ない

ですか。 

 なければですね、私のほうから、議会運営に
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関する件で１件協議をお願いしたいと思いま

す。 

 協議内容としては、現在、会期日程を決定す

る際、質疑・一般質問については予備日も含め

５日間設けられております。しかし、これまで

予備日を使用した例がございません。そこで、

これまでの過去の実績も考慮し、予備日の必要

性について御意見をいただければと思います

が、何か御意見ございませんか。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと今、委員長か

らの御提案ですけれども、今まではその予定日

というのをずっと、苦慮しながら、先輩、先人

が（｢予備日」と呼ぶ者あり）予備日を検討し

ておられましたので、今回ですね、持ち帰りを

させていただいて。委員長のお考えというの

は、大体私も同じです。やっぱ会期を、どうや

って日程を短縮するかというのは大事でありま

すから。中身についてもですね。一応、今回に

ついては持ち帰りをさせていただきたいという

ことで、お願いしたいと思います。お諮ってく

ださい。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、山本委員から

は持ち帰りということで。今、山本委員が言わ

れたとおり、私が言わんとするところは、会期

を少しでも短縮していきたいという思いでござ

いますので。仮に、短縮をした中で一般質問者

が２０人を超えた場合、今は４日間ですので、

５人で２０人なんですが、仮に２０人を超えた

場合は、時間延長にて対応いたしますと、２４

人までは５時までに終了するということになり

ます。 

 会期日程全体は、この予備日をなくすとどの

くらいの影響があるのかということになります

が、１日から２日は短縮ができるということで

ございますので、今、山本委員が言われたとお

りでありますが、持ち帰りということで。 

○委員（橋本幸一君） 私も委員長の今のあれ

に賛成でございます。やっぱり会期というのは

ですね、ある程度、そこは短くしていかない

と、職員が議会に、定例会の中である程度拘束

されとるというのが事実ですから、やっぱりそ

れについては本来の業務を全うしていただくと

いう点でもあるし、特に３月っていろんな行事

もまた立て込んでおる関係上、そこについては

できるだけやっぱり会期は短縮して。そして、

やっぱり、よその自治体もかなりそれについて

は努力されているようでございますので、私も

今の意見には賛成です。 

○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） 私は、会期の短縮とい

うのは、前回ずっとやっぱり議運を通して議論

をしてきた経緯というのはですね、委員長報告

のまとめをですね、なかなか難しいから、閉会

日をですね、やっぱしなるだけならば期間を延

長したというのがあるわけですね。日程も、執

行部の、特に議会事務局等々の苦慮を考えれば

ですね、やはり会期日程を、閉会日を伸ばすと

いうようなことを議論した経緯もありますの

で。 

 ただ、今、委員長が、はっきり言って提案さ

れたのは、一般質問の予備日をどうするかとい

うことで御検討ですので、そこらあたりはです

ね、持ち帰らせていただいて、委員長の趣旨と

いうのは御理解をしながらですね、前向きに検

討させていただきたいと私は思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 持ち帰りというこ

とで、ほかにございませんか。予備日につい

て、よかですか。 

○委員（橋本幸一君） 予備日は、持ち帰りと

いうことだいけん、そこについては最終日に結

論を出すちゅうことでよろしいんですか。 

○委員長（成松由紀夫君） じゃあ、お諮りし

ます、――橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） いや、今の意見です。

最終日に議運――。 
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○委員長（成松由紀夫君） そうですね、次回

の議運ということで。 

○委員（橋本幸一君） そこで結論を出すっち

ゅうことですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。それで諮り

たいと思いますが。 

 それでは、本件については、次回の議運まで

持ち帰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。 

 ほかにございませんか。 

○委員（古嶋津義君） 御承知のとおり、現

在、定例会での議案は委員会に付託をさしてご

ざいます。１日１委員会ということで開催を

し、審査をいたしている状況であります。しか

しながら、こう見てみますと、傍聴者も大変最

近は少のうございます。 

 私個人の持論を申し上げさせていただけれ

ば、当初予算については、予算委員会を立ち上

げて審査をし、分科会、いわゆる常任委員会で

審査をしていくのが本当かなという思いであり

ます。このことによりまして、１日に、言うな

れば、４常任委員会の審査が可能となり、会期

の短縮となり、職員の負担も減りまして市民サ

ービスの充実につながるものと考えておりま

す。しかしながら、議会改革特別委員会におき

まして、私のこの考えは賛同いたしていただけ

ませんでした。 

 この持論は持論として、次の機会に申し上げ

るといたしまして、先ほど申し上げましたよう

に、１日１委員会を１日２委員会にするとなれ

ば、会期の短縮となり、ひいては職員の職務を

市民サービスに振り向けることができます。ぜ

ひ、１日２委員会開催に、昔のように戻すべき

であると考えております。 

○委員（橋本幸一君） 私も、最初はできるだ

け議員が傍聴できるような体制のために、これ

までの２委員会を１委員会に変えたといういき

さつがあったわけですが、やっぱり結果とし

て、２委員会のころと全然変わらない状況にな

っているということは、やはりこれはもう２委

員会になしても問題ないと、私はそう判断いた

しまして、今の古嶋委員の考えに賛成でござい

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（百田 隆君） 確かに、今、二人から

言われたとおりですね、これはもう時間の無駄

というふうな考え方はいかんだろうと思います

けれども、やはり職員の皆さんも大変いろいろ

とあるということで、そのような観点からすれ

ばですね、やっぱり１日２委員会というのが妥

当じゃないかなと個人的には思っております。

そういうことで賛成でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） それと、１日２委

員会に戻しますと、やはり４日から５日間の短

縮が図れるということですので、予備日の件も

含めて皆さん方にまた考えていただくと、１週

間じゃないですけど、かなりの短縮になるとい

うようなことにもなりますが。 

 ほかに御意見ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今、二人方の委員から

の御提案がありましたので、これも持ち帰りを

させていただければと思います。一般質問の予

備日と一緒にですね、御検討させていただけれ

ばと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、山本委員から

も持ち帰りというお話ですが、一人会派、二人

会派の方々の関係もございますので、持ち帰り

ということで諮りたいと思いますが、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、本件に

ついても次回の議運まで持ち帰ることに御異議

ありませんか。 
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（｢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。 

 ほかに何かありませんか。 

○議会事務局長（國岡雄幸君） それでは、新

年度の上半期の政務活動費の申請書類の提出に

ついて、事務局からお願いでございます。 

 この件に関しましては、例年どおり４月１日

付での申請書の提出をお願いいたしているとこ

ろでございますので、この申請書提出につきま

しては、各会派とも、早目に事務局の総務係の

ほうの職員へお問い合わせをよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、そのよ

うに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

本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後３時１５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３１年３月６日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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