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議会運営委員会会議録 

 

令和元年９月１９日 木曜日 

  午後２時１５分開議 

  午後２時２９分閉議（実時間１３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．付議案件について 

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  亀 田 英 雄 君 

委  員  大 倉 裕 一 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 

 議会事務局長     宮 田   径 君 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

            土 田 英 雄 君 

 

（午後２時１５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２３件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、

１、付議案件につきまして、説明をさせていた

だきます。座って説明をいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○議会事務局長（宮田 径君） お手元の委員

会付託表（議案）をごらんいただきたいと思い

ます。 

 今回の委員会への付託予定案件は、決算議案

３件、予算議案２件、事件議案３件、条例議案

１５件の合計２３件でございます。 

 まず、経済企業委員会へは、議案第５１号、

５２号の決算議案２件、議案第５４号の予算議

案１件、議案第５６号、５７号の事件議案２

件、議案第７２号、７３号の条例議案２件の、

以上計７件でございます。 

 次に、文教福祉委員会へは、議案第５４号、

５５号の予算議案２件、議案第６５号、６６

号、６７号、６８号、６９号、７０号、７１号

の条例議案７件の、以上９件でございます。 

 建設環境委員会へは、議案第５３号の決算議

案１件、議案第５４号の予算議案１件、議案第

５６号、５７号、５８号の事件議案３件、議案

第６４号の条例議案１件の、以上、計６件でご

ざいます。 

 最後に、総務委員会へは、議案第５４号の予

算議案１件、議案第５６号、５７号の事件議案

２件、議案第５９号、６０号、６１号、６２

号、６３号の条例議案５件の、以上、計８件で

ございます。 

 なお、その後のページに、議案第５４号及び

議案第５６号、５７号の詳細な付託表を添付い

たしておりますので、ごらんいただきたいと思

います。 
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 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） ないですね。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）請願２件及び陳情１件につい

て、説明を求めます。 

○議会事務局長（宮田 径君） それでは、

（ロ）請願、陳情について御説明いたします。 

 お手元の請願・陳情付託先審査用、議会運営

委員会資料をごらんいただきたいと思います。 

 ９月定例会開会日翌日の９月１１日の午後５

時までに受理いたしましたのは、請願２件及び

陳情１件でございます。 

 請願第１号・市道腰越平線の早期災害復旧に

つきましては、泉町栗木４８９６－１、泉町区

長会会長の岩村広人さんから提出されたもので

ございまして、担当課は建設部建設政策課、紹

介議員は谷川登議員でございます。 

 請願第２号・教職員定数の改善及び義務教育

に係る確実な財源保障に関する意見書の提出方

につきましては、本町２丁目４－２４、金建幸

助さんから提出されたもので、担当課は教育部

学校教育課、紹介議員は金子昌平議員、北園武

広議員、髙山正夫議員、谷川登議員、村山俊臣

議員の５名でございます。 

 陳情第５号・八代市中心市街地活性化に伴う

八代市袋町町内旧河川堤防「とも」一部撤去に

ついては、夕葉町１１－５、八代市代陽校区住

民自治推進協議会会長中野良樹さんから提出さ

れたもので、担当課は建設部土木課となってお

ります。 

 以上でございます。 

 また、委員会への参考送付分といたしまし

て、協議事項のところに１件を記載しておりま

すけども、こちらにつきましては、全国自動車

道市議会協議会から表題に関する要望書の提出

を求めるものでございまして、次回、議長上京

の折に国へ提出すること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） 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、委員会の付託はどのようにいたしましょう

か。 

○委員（大倉裕一君） 委員長腹案で、よかっ

たら御説明お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、委員長

腹案ということでございますので、お手元の別

紙に基づき決定したいと思います。 

 まず、請願第１号については、担当課が建設

部建設政策課ですので、建設環境委員会になろ

うかと思いますが、この取り扱いでよろしいで

しょうか。 

（｢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、本請願につい

ては、建設環境委員会に付託いたします。 

 次に、請願第２号については、担当課が教育

部学校教育課ですので、文教福祉委員会になろ

うかと思いますが、この取り扱いでよろしいで

しょうか。 

（｢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、本請願につい

ては、文教福祉委員会に付託いたします。 

 最後に、陳情第５号については、担当課が建
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設部土木課ですので、建設環境委員会になろう

かと思いますが、この取り扱いでよろしいでし

ょうか。 

（｢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、本陳情につい

ては、建設環境委員会に付託いたします。 

 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３件につ

いて、説明を求めます。 

○総務企画部長（松村 浩君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務企

画部、松村でございます。申しわけございませ

んが、座りまして説明させてください。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○総務企画部長（松村 浩君） あした、９月

２０日の一般質問最終日に、追加提出議案とし

まして、事件議案３件を予定いたしておりま

す。 

 議案第７５号から議案第７７号までは、いず

れも契約の締結についてでございまして、八代

市議会の議決に付すべき契約に関する条例の規

定により、議会の議決を求めるものです。 

 まず、議案第７５号は、八代市防災行政情報

通信システム整備委託について、契約金額１４

億９６００万円で、ＮＴＴ西日本・フィールド

テクノ八代市防災行政情報通信システム整備共

同企業体と契約を締結しようとするものでござ

います。 

 次に、議案第７６号は、八代市新庁舎建設工

事について、契約金額１２９億８０００万円

で、前田建設工業・和久田建設・松島建設建設

工事共同企業体と契約を締結しようとするもの

です。 

 次に、議案第７７号は、八代市新庁舎建設に

係るＣＬＴ製造等業務について、契約金額２億

２４０万円で、八代森林組合と契約を締結しよ

うとするものでございます。 

 以上が、あした追加提案を予定しております

３件の事件議案でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 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） なければ、それで

は、市長追加提出予定議案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。 

○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） 委員会付託の声が

出ております。古嶋議員、何かございますか。 

○委員（古嶋津義君） 私は要らんと思いま

す。なし。 

○委員長（成松由紀夫君） なしですか。 

○委員（亀田英雄君） 委員会付託でお願いし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員会付託という

ことでございますが、それでは、一応分かれて

おりますので、採決いたします。 

○委員（亀田英雄君） 私の以前の記憶によれ

ば、委員会付託という声のあれば、それはそっ

ちば尊重するようなっていう、これは私の記憶

なんですが、ちょっと確認してくれんかな。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会します。 

（午後２時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２７分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、御理解をいただいております。御

意見は出ておりましたが、お諮りいたします。 
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 市長追加提出予定議案３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。 

 付託表を配付させます。 

（書記、資料配付） 

○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。 

○議会事務局長（宮田 径君） それでは、議

案第７５号、７６号、７７号の契約の締結につ

いての３件の議案について、御説明をいたしま

す。 

 この３件につきましては、いずれも契約の締

結に関する議案でございますので、建設環境委

員会の所管となろうかと思います。 

 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、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、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。 

（｢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、何かありませ

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、次に、

２、その他について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後２時２９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９月１９日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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