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議会運営委員会会議録 

 

令和元年８月２８日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１０時２５分閉議（実時間２５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１ ９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）常任委員会等委員の選任 

（5）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 

総務企画部長    松 村   浩 君 

財務部長      佐 藤 圭 太 君 

議会事務局長    宮 田   径 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）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。 

                              

◎９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、

１．９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２３件について

説明を求めます。 

○総務企画部長（松村 浩君） 皆様、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、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。 

○総務企画部長（松村 浩君） 配付しており

ます１枚ものの令和元年９月定例会提出予定議

案の一覧表をごらんください。 

 今回の定例会への開会日における提出議案は、

全部で２３件を予定いたしております。その内

訳でございますが、決算議案が３件、予算議案

が２件、事件議案が３件、条例議案が１５件の

合計２３件でございます。それぞれの議案につ

きまして、御説明させていただきます。 

 まず、決算議案３件でございますが、議案第

５１号から第５３号までは、平成３０年度の本

市公営企業会計のうち、水道事業会計、病院事

業会計、下水道事業会計の決算認定についての

議案でございます。次に、議案第５４号及び議

第５５号の予算議案２件及び事件議案のうち令

和元年度八代市一般会計補正予算・第３号及び

同４号の専決処分に係る２件につきまして、佐

藤財務部長より御説明いたします。 
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○財務部長（佐藤圭太君） 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

務部の佐藤でございます。よろしくお願いいた

します。それでは、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。 

○財務部長（佐藤圭太君） 予算議案の２件で

ございますが、令和元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

号でございます。 

 一般会計補正予算・第５号の補正額は、４億

８６９０万円――約４億８７００万円でござい

ます。その内訳は、中心市街地活性化関連事業

として、約４３００万円。八代産畳表促進関連

事業として、約５００万円。それから、６月か

ら７月にかけての梅雨前線及び台風１０号に伴

う災害関連関係経費として、約３４００万円。

その他の補正対応分として、約４億５００万円

でございます。まず、中心市街地活性化関連事

業の約４３００万円は、市道本町一丁目２号線

シンボルロードにおいて、より多くの市民の皆

様から親しまれ、にぎわいのある施設となるよ

う再度計画を見直しまして、新たにオープンス

ペースへのシンボルベンチ等の設置や歩道のカ

ラー舗装化などの整備を追加するものでござい

ます。次に、八代産畳表促進関連事業の約５０

０万円は、八代畳表認知向上・需要拡大事業と

して、国産畳表シェア拡大を図るため、本市、

氷川町及び民間企業と連携して、八代産畳表の

認知向上に向けた全国規模の広告宣伝、販売促

進などイ産業の活性化を目指す実行委員会を設

立して、同委員会に対し経費の一部を負担する

ものでございます。次に、梅雨前線及び台風１

０号に伴う災害関連経費の約３４００万円は、

市道・林道等、各施設の災害復旧に係る経費で

ございます。続きまして、その他の補正対応分

として、約４億５００万円の主な内容は、まず、

国・県の補助業を活用した事業として、介護基

盤緊急整備特別対策事業として、地域の介護拠

点となる施設などの整備を図るため、地域密着

型サービスにおける施設整備に約１億６３００

万円、産地パワーアップ事業によるミニトマト

選果施設の整備に１億４５００万円などを予定

いたしております。続きまして、単独事業とし

て、熊本県女性消防操法大会において、八代方

面隊本部分団が優勝しまして、全国大会へ出場

するための経費４００万円。また、戸籍住民基

本台帳事務事業として、改正住民基本台帳法施

行令等の施行に伴う旧氏を記載するための印鑑

登録証明システムの改修委託費約３００万円の

ほか、働く婦人の家管理運営事業では、働く婦

人の家の周辺の地域の電波障害に対する補償費

として、約２００万円などを予定いたしており

ます。 

 次に、介護保険特別会計補正予算において、

約７０万円を予定いたしておりますが、これは、

本年１０月施行の介護報酬改定に伴うシステム

改修に要する経費を補正するものでございます。 

 以上が、９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５６号・５７号の２件につきまして、説明

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５６号は、令和元年度一般会計補

正予算・第３号で、令和元年６月２９日から７

月１４日までの梅雨前線豪雨により、被災しま

した林道施設、道路橋梁施設などの災害復旧費

総額３５２０万円を令和元年７月１９日付で専

決処分を行ったものでございます。続きまして、

議案第５７号は、令和元年度一般会計補正予

算・第４号で、７月１９日に専決いたしました

補正予算以降の梅雨前線豪雨で被災した林道施

設、道路橋梁施設などの災害復旧費総額１７５

０万円を令和元年８月２日付で専決処分を行っ

たものでございます。 

 以上２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。 
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○総務企画部長（松村 浩君） 引き続き、残

りの事件議案及び条例議案を説明させていただ

きます。 

 事件議案の第５８号・契約の締結については、

高田コミュニティセンター改築工事について、

契約金額２億２５８３万円で、平松建設・鶴山

建設建設工事共同企業体と契約を締結しようと

いうものでございます。 

 次に、条例議案としまして１５件を予定いた

しております。議案第５９号・地方公務員法及

び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備等に関する条例の制定につい

ては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律による会計年度任用職員制度の創設、

職員の臨時的任用の厳格化等に伴い、八代市人

事行政の運営等の状況の公表に関する条例ほか

１４本の条例について、所要の整備等を行うも

のです。次の、議案第６０号・八代市会計年度

任用職員の給与等に関する条例の制定につきま

しても、会計年度任用職員制度の創設に伴い、

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し所

要の条例を制定するものでございます。議案第

６１号・八代市職員の分限に関する手続及び効

果に関する条例等の一部改正については、成年

被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律によ

り、地方公務委員法が一部改正され、一般職の

職員における欠格条項から成年被後見人及び被

保佐人に該当する者が除かれたことに伴いまし

て、八代市職員の分限に関する手続及び効果に

関する条例ほか４本の条例について、所要の改

正を行うものでございまして、次の議案第６２

号・八代市消防団員の定員、任用、服務等に関

する条例の一部改正につきましても、非常勤の

消防団員について、同様に欠格条項から成年被

後見人及び被保佐人に該当する者を除く改正を

行うものです。 

 次に、議案第６３号・八代市印鑑条例の一部

改正については、住民基本台帳法施行令等の一

部改正に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部

改正に準じて、旧氏での印鑑登録及び印鑑登録

証明書への旧氏の併記を可能とすること等の改

正を行うものでございます。 

 議案第６４号・八代市手数料条例の一部改正

については、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律が一部改正され、建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定対象に複数建築物

の連携による取り組みが追加されたことに伴い

まして、当該複数建築物の連携による計画の認

定申請時における手数料の算定方法を新たに規

定するものでございます。議案第６５号・八代

市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正

については、災害弔慰金の支給等に関する法律

及び同法施行令の一部改正により、災害援護資

金の償還金支払猶予等に関する事項を定める条

項が変更または追加されたため、所要の改正を

行うものです。議案第６６号・八代市家庭的保

育事業等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、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

家庭的保育事業者等による当該保育の提供終了

後の連携施設の確保義務の緩和等に関し、所要

の改正を行うものです。議案第６７号・八代市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いては、子ども・子育て支援法の一部改正によ

り特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準が一部改正されたことに伴

い、特定地域型保育事業者による当該保育の提

供終了後の連携施設の確保義務の緩和等に関す

る改正など、所要の改正を行うものでございま

す。議案第６８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、放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、放課後児童支援員の資格要件の一つとして、

都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格

研修を終了したものに加え、政令指定都市の長
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が行う研修についても有効とする改正を行うも

のでございます。議案第６９号・八代市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額等に関する条例の一部改正については、

子ども・子育て支援法、同法施行令及び同法施

行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

のでございまして、その改正内容は、一つに、

３歳から５歳の全ての子ども及びゼロ歳から２

歳の市町村民税非課税世帯の子どもの利用者負

担の無償化。二つ目に、利用者負担額等の決定

に係る通知事項の変更。三つ目に、用語の改正

などでございます。議案第７０号・八代市奨学

資金貸付に関する条例の一部改正については、

奨学資金貸付制度における貸付申請者の増加を

図るため、令和２年度の奨学生募集時から貸付

額を増額するに当たり、所要の改正を行うもの

です。議案第７１号・八代市立小学校設置条例

の一部改正については、八代市立鏡西部小学校

の廃校に伴い、所要の改正を行うものです。議

案第７２号・八代市市民農園条例の一部改正に

ついては、八代市市民農園のうち八代市鏡さわ

やか農園の廃止に伴い、所要の改正を行うもの

です。議案第７３号・八代市水道事業給水条例

及び八代市簡易水道事業給水条例の一部改正に

ついては、水道法の一部改正により、これまで

無制限であった指定給水装置工事事業者への指

定の効力について、5 年間の更新制が導入され

たことに伴い、当該更新に係る手数料を徴収に

当たり、関係条例について所要の改正を行うも

のでございます。 

 以上が、９月定例会の開会日に提出予定の議

案２３件でございます。どうぞ、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 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、（ロ）

先議案件はありませんか。 

○総務企画部長（松村 浩君） 今回は、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（宮田 径君） 議会事務局宮

田です。よろしくお願いいたします。それでは、

座っ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。 

○議会事務局長（宮田 径君） 現在まで受理

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は、

協議事項レジメに記載のとおり、市外から郵送

による１件を受理いたしておりますので、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をさせてい

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） 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、（ニ）

市長追加提出予定案件１６件について説明を求

めます。 

○総務企画部長（松村 浩君） 追加提出の予

定議案でございますが、まず、一般質問最終日

に事件議案３件を予定いたしております。 

 議案第７４号・契約の締結については、八代

市防災行政情報通信システム整備委託について、

９月初旬の仮契約に向けてプロポーザルによる

業者選定など現在準備を進めているところでご

ざいます。次の議案第７５号及び議案第７６号

の契約の締結については、八代市新庁舎建設工

事及び八代市新庁舎建設に係るＣＬＴ製造等業

務について、９月初旬の仮契約に向けて現在準

備を進めてるところでございます。また、閉会

日に決算議案１１件、人事議案２件を予定いた

しております。決算議案につきましては、議案

第７７号・平成３０年度八代市一般会計決算と
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特別会計決算１０件を合わせまして、１１件の

決算議案となります。 

 次に、人事議案でございますが、議案第８８

号の教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについては、４名の委員のうち１名の方が、

令和元年９月３０日に任期満了となることから、

委員を任命することについて、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定

により、議会の同意を求めるものでございます。

次の議案第８９号の公平委員会委員の選任につ

き同意を求めることについては、３名の委員の

うち１名の方が、令和元年９月３０日に任期満

了となることから、委員を選任することについ

て、地方公務員法第９条の２第２項の規定によ

り、議会の同意を求めるものでございます。 

 以上が、追加予定の議案でございます。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 説明が終わりまし

たが、何か質疑ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 追加提出予定議案の３

件について――７４から７６号についての話な

んですが、９月初旬の仮契約、これは、契約に

ならんば提案できないのか、会期のまだ決まっ

とらん中での話ですから、（聴取不能）の話なん

でしょうが、どう捉えたらいいんですかね。会

期が決まっとらん、まだ提案できないのか。ま

だ仮契約だから提案できないのかという話なん

ですが。なぜ、当初にできないのかという話な

んですが、もともとの聞きたいことはですね。

その辺のことについて、もう少しお知らせくだ

さい。 

○総務企画部長（松村 浩君） 議会に提案す

る場合には、当然仮契約を行った後でないと提

案はできないということは御承知のことだと思

います。今回、議会の開会日とその作業の時間

が当初の議案としては、議案の送付と……一応、

議会の開会前にやりますけれども、その送付に

基本的に間に合わないということで追加提案と

いうことでさせていただければというふうに考

えております。（委員亀田英雄君「わかりました」

と呼ぶ） 

○委員（大倉裕一君） 同じ案件で手を挙げた

んですけど、最近、一般質問最終日の提案とい

う形が非常に多くなってきているというふうに

私は捉えているところです。あたかも一般質問

を回避しているようにもですね、受け取れるよ

うな状況にもあるかなというふうにも思ってい

るところなんですけれども。やはり、市民の財

産を築いていくわけですので、議会の当初開会

日に予定できようなスケジュールを組んだ業務

をですね、行っていただきたいというふうな要

望でここは終わらせますので、よろしくお願い

いしときたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（「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をいたします。 

 まず、招集日について報告を求めます。 

○総務企画部長（松村 浩君） 招集日につい

てでございますが、９月１０日火曜日、午前１

０時からお願いしたいと思います。どうそ、よ

ろしくお願いいたします。 

○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。 

○委員（大倉裕一君） 委員長腹案がありまし

たら、御提示をお願いしたいと思います。 

○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。 

（書記 配付） 

○委員長（成松由紀夫君） 配付漏れはありま

せんですね。念のため、事務局より説明をいた

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
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り）それでは、９月定例会日程委員長腹案につ

きまして、御説明させていただきます。 

さきほど、会期の招集日につきましては、９

月１０日火曜日ということで御案内ございまし

たので、９月１０日火曜日、１０時が本会議と

なります。翌１１日水曜日が、質疑・一般質問

の締め切りでございます。１７日火曜日から２

０日金曜日までが、質疑・一般質問。２４日火

曜日１０時からが、経済企業委員会・文教福祉

委員会。２５日水曜日１０時からが、建設環境

委員会・総務委員会。最後に、３０日月曜日が、

閉会ということで、会期は、２１日ということ

でございます。続きまして、議会運営委員会、

全員協議会、各派代表者会等につきまして御説

明申し上げます。まず、９月１０日、開会日で

ございますが、火曜日９時から議会運営委員会。

９時３０分から全員協議会。１７日火曜日、本

会議終了後、各派代表者会。１９日木曜日、本

会議終了後、議会運営委員会、倫理に関する特

別委員会。９月３０日、閉会日でございますが、

９時から議会運営委員会、９時３０分から全員

協議会。なお、下のほうに書いておりますが、

平成３０年度決算審査に伴う各常任委員会の開

催日程についても御案内のほうをさせていただ

きます。まず、経済企業委員会、１０月７日月

曜日１０時から。文教福祉委員会、１０月１０

日木曜日１０時から。建設環境委員会、１０月

１１日金曜日１０時から。総務委員会、１０月

１５日火曜日１０時から。予備日を翌１６日水

曜日１０時からということでございます。 

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、何か御意見等ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、それで

はお諮りいたします。 

９月定例会の会期は、９月１０日から９月３

０日までの２１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。 

執行部は退室願います。 

（執行部 退室） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、（４）常任

委員会等委員の選任について説明を求めます。 

 

○議会事務局長（宮田 径君） それでは、（４）

常任委員会等委員の選任について説明をさせて

いただきます。 

 本件につきましては、常任委員会および議会

運営委員会の委員の任期が、９月定例会中の９

月１３日をもって２年の任期満了となりますこ

とから、今９月議会におきまして改選の予定と

なっているものでございます。今回の改選の時

期につきましては、前回ですね――４年前に委

員が２年の任期満了を終えて行われたときと同

様の扱いといたしまして、９月議会の閉会日に

行う予定で考えております。この後、各派代表

者会におきまして、各委員の会派ごとの割当、

委員のつけ出しなどについて御協議をいただく

予定でございまして、一旦持ち帰っていただい

てから、次の会議で御報告をいただくことにな

ろうかと思っております。 

 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、改選時

期は例年……それでは、ただいまの説明のとお

り、本件については、この後の各派代表者会に

おいて協議され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）その他について何かありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（成松由紀夫君） なければ次に、２．

その他について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２５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。 

  令和元年８月２８日 

 議会運営委員会 

 委 員 長 

 


