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議会運営委員会会議録 

 

令和元年９月３０日 月曜日 

  午前９時０１分開議 

  午前９時２８分閉議（実時間２７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．本日の議事日程について 

１．議会運営委員会の閉会中継続調査の申し出

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 

       上 村 哲 三 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 

 

（午前９時０１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。 

                              

◎本日の議事日程について 

○委員長（成松由紀夫君） まず、１、本日の

議事日程についてを議題とし、（１）委員長報

告の（イ）議案２６件、（ロ）請願２件につい

て説明を求めます。 

○議会事務局長（宮田 径君） 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、宮田です。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、委員長報告の議案及び請願につい

て御説明を申し上げます。恐れ入りますが、座

って説明いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○議会事務局長（宮田 径君） 日程第１から

日程第２８までの市長提出案件２６件、及び請

願２件につきましては、おのおの付託されてお

りました関係の常任委員会から審査が終了した

旨の報告がありましたので、この審査の経過並

びに結果について、委員長報告がございます。 

 なお、採決に当たりましては、日程第１、議

案第５１号は単独で挙手採決、日程第２、議案

第５２号は単独で挙手採決、日程第３、議案第

５３号は単独で挙手採決、日程第４、議案第５

４号は単独で起立採決、日程第５、議案第５５

号は単独で挙手採決、日程第６、議案第５６号

及び日程第７、議案第５７号の２件は一括で挙

手採決、日程第８、議案第５８号は単独で起立

採決、日程第９、議案第５９号及び日程１０、

議案第６０号の２件は一括で挙手採決、日程第

１１、議案第６１号及び日程第１２、議案第６

２号の２件は一括で挙手採決、日程第１３、議

案第６３号及び日程第１４、議案第６４号の２

件は一括で挙手採決、日程第１５、議案第６５

号及び日程第１６、議案第６６号の２件は一括

で挙手採決、日程第１７、議案第６７号から日
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程第１９、議案第６９号までの３件は一括で挙

手採決、日程第２０、議案第７０号は単独で挙

手採決、日程第２１、議案第７１号は単独で挙

手採決、日程第２２、議案第７２号は単独で挙

手採決、日程第２３、議案第７３号は単独で挙

手採決、日程第２４、議案第７５号は単独で起

立採決、日程第２５、議案第７６号は単独で起

立採決、日程第２６、議案第７７号は単独で起

立採決、日程第２７、請願第１号は単独で起立

採決、日程第２８、請願第２号は単独で起立採

決となります。 

 なお、お手元に委員会審査結果表を配付いた

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。 

 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、

（２）議員提出発議案２件について、説明を求

めます。 

 なお、今回提出されております発議案は、本

委員会メンバー以外からの提出であり、会派等

からの議員発議案については、発議者代表から

説明することとされております。 

 本日、発議者代表である上村議員は傍聴され

ており、また、山本議員は本委員会に出席され

ておられますので、この際、本発議２件につい

て、それぞれ委員外議員も含め、説明をお願い

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

ます。 

 それでは、まず、発議案第１０号について、

上村議員、お願いいたします。 

○委員外議員（上村哲三君） 皆さん、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり） 

 発議案第１０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案に

ついてでございますが、本案は、先刻関連の請

願が採択されましたので、それを審査いたしま

した関係委員会の私どもが発議したものであり

ます。全会一致での採択となりましたことか

ら、発議に至ったことでございます。 

 内容につきましては、別紙発議案記載のとお

りでございますが、地方自治体が学校における

働き方改革を推進しながら、より質の高い学校

教育を実現するためには、学級編制の標準の引

き下げや加配の充実など教職員の定数改善が必

要であります。 

 また、義務教育については、地方公共団体の

財政事情により格差が生じることなく、教育の

機会均等と教育水準の維持向上が図られる必要

があり、国の責任において財源が確実に保障さ

れる必要があります。 

 そこで、国会及び政府に対し教職員定数の改

善及び義務教育に係る確実な財源保障を求める

必要があると考え、意見書案を提出した次第で

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上、説明をいた

だきましたが、何かございませんか。ありませ

んね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に、

発議案第１１号について、山本幸廣議員、お願

いいたします。 

○委員（山本幸廣君） 委員長から御指名いた

だきましたので、発議案１１号について、簡潔

に説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料を配付してありますので、そこ

らあたりから、私のほうからですね、説明をさ

せていただきたいと思います。 

 やつしろ産トマト消費拡大推進条例案につい
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ての提案であります。 

 本市の豊かな自然を背景として育まれた良質

かつ安全で安心なやつしろ産トマトは、地域の

経済と市民の暮らしを潤し、本市を全国有数の

トマト供給基地に押し上げたことは、皆様御承

知のとおりだと思います。まさに誇るべき宝で

もあります。 

 その振興及び発展は、市民共通の願いであ

り、やつしろ産トマトがより身近な地域で流通

をし、消費されることで、やつしろ産トマトに

対する理解を深めるとともに、経済の循環や地

域の活性化を促進をし、市民の郷土愛を育むよ

うな取り組みを、やつしろ産トマト消費拡大と

位置づけ、その推進を図ることを決意いたしま

した。 

 今後は、農林漁業と商工業の連携、観光の振

興との連携、さらには食文化等の生活、文化の

継承等に市、生産者、事業者並びに市民一体と

なって取り組み、やつしろ産トマトを、消費拡

大を総合的かつ計画的に推進することを、条例

を提案をしたいという意味で御提案した次第で

あります。どうかひとつ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） ただいま説明をい

ただきましたが、何かありませんか。 

○委員（村川清則君） 趣旨はある程度わかる

んですが、これを提出するに至った経緯といい

ますか、昨年は、確かに非常に安くて苦労した

んですけれども、それでも価格保障制度あたり

で、ある程度補塡されている部分もございま

す。そういうことを含めて、経緯とか、どうい

う思いでこれを提出しようとなされたのか、お

聞きできればと思います。 

○委員（山本幸廣君） 今の質問であります

が、皆さん御承知のように、八代の基幹作物で

あるのは、もうトマトという状況は御存じかと

思いますが、近年のトマトの価格の状況という

のは御存じだと思います。大変生産資材は高騰

はするは、さらには、農家の方々の意欲を落と

したのが価格の低迷であります。これについて

は、もう村川委員、生産者の一人であられます

ので、その現状というのはしっかり把握なされ

ておられるというふうに思います。そういう状

況の中で、やつしろ産というトマトが大変、最

近になって産地間の競争の中でもですね、やつ

しろ産のトマトという認識というのが薄れてき

たような気がしてならないということもありま

す。同時に生産量が、供給と需要のバランスが

ですね、とてもバランスが崩れて、需要が、消

費が伸ばないという状況であるということは御

存じだと思いますが、その消費というのが、も

う市民の方々、消費者の方々が食べないとい

う、そういう意識をですね、やはりその意識を

改革するためにも、市民の運動として、そして

また、県民、国民の運動としてですね、まずは

条例をつくりながら、八代市の機運を高めてい

くと、やつしろ産のトマトを。そういう状況の

中で、条例をつくりながらですね、市と生産

者、事業者、さらにはですね、そういうのをき

ちっと位置づけしたらどうかなということで提

案をしたと、御理解をしていただきたいと思い

ます。 

○委員（橋本幸一君） 読んでみまして、確か

に八代の農産物の地産地消を、いろんな方法で

推進していくというのは、これはもう私も、同

じく賛同するものでございますが、現実問題と

して、今、この条例制定に当たってですね、手

順として、どのようなほかの自治体においては

されているのか、そういうことを、わかる範囲

でよろしいですから、示していただければと思

います。 

○委員長（成松由紀夫君） 今の橋本委員の御

指摘については、これは事務局に手順等、条例

を新規で制定する場合の手順についてというと

ころの、他市の状況も含めて、議会事務局のわ

かる範囲で、誰か答弁できますか。 
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○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） 

 ただいま橋本委員さんからお尋ねございまし

た、条例の制定についてということでの流れと

いうことでございますが、本市議会において

は、議員さん方からこれまでも既存の条例、例

えば、定数条例、既存の条例に対する一部改正

というのは、発議はあってございます。それを

含めて意見書の提出、そういった部分の発議も

いただいております。 

 今回条例ということでございまして、先ほど

申しましたとおり、既存の条例に対する改正等

は、これまでも幾度となく提出がなされている

ものでございます。今回新規の条例ということ

でございますので、新規の条例は、ちょっと過

去を調べてみましたところ、特段例は見当たり

ませんでした。しかし、私ども事務局といたし

ましては、今、議員さん方が発議される場合

は、委員会の２日目までに御提出いただいて、

提出要件、私どもが見ますのは、賛成者ですと

か、そのあたりの内容ではなく、賛成者の提出

要件がそろっていれば受理をいたしているとこ

ろでございます。 

 そこで、提出いただいたときに、他市の状況

を、私もちょっと見てましたところ、他市の状

況においては、市民の方の意見ですとか、パブ

リックコメントですとか、関係機関との調整、

それぞれをされていらっしゃる自治体もござい

ました。また、条例を提出するために、議会運

営委員会等になろうかと思いますが、そこにフ

ロー等をつくっていらっしゃる自治体もござい

ました。見る中で、それぞれ自治体に応じてや

り方はさまざまな手順を踏まれてやってらっし

ゃるということで、そういうのも考えますと、

本市ではそういった、現在はそういった規定が

ございませんもんですから、事務局としては要

件がそろっていれば受理をしたというふうなと

ころでございまして、他市の状況は、そういっ

た形でさまざまな、有識者を呼んだりですと

か、そういうのを進めた上でつくっていらっし

ゃるところもあるようでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。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、それで

は、ただいま説明等がございました発議案２件

についての委員会付託について協議いたしま

す。 

 発議案第１０号につきましては、本発議は、

請願書を文教福祉委員会で審議した結果、採択

となり、発議されたものではありますが、ま

ず、順番に、付託をお諮りしたいと思います

が、何かございますか。ございませんか。 

○委員（古嶋津義君） 文教福祉委員会で審議

をされ、採択をして、発議されたということ

で、委員会付託はいいんじゃないかと思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、発議案

第１０号につきまして、お諮りいたします。 

 まず、発議案第１０号については、委員会付

託を省略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。 

 次に、発議案第１１号につきましては、担当

の経済企業委員会に付託するか、しないかの御

意見はございませんか。 

○委員（橋本幸一君） いろんな、各団体等の

調整等、その辺が、今、中ではどうも伝わって

こない状況でございますので、私は、委員会付

託が相当かと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 委員会付託。ほか

にございませんか。 

（｢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、

発議案第１１号につきましては、経済企業委員

会に付託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。 

 なお、本日が最終日となりますことから、本

発議案については、この後の本会議途中に休憩

をとり、当該委員会で審査することとなります

ので、御承知おきをお願いいたします。 

 次に、（３）市長追加提出議案の（イ）決算

案件１１件について、説明を求めます。 

○総務企画部長（松村 浩君） 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、松村でございます。申しわけ

ございませんが、着座にて御説明をさせていた

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） 本日の追加提

出議案のうち、議案第７８号から８８号までの

決算議案１１件について御説明いたします。 

 議案第７８号の平成３０年度一般会計、並び

に議案第７９号から議案第８８号までの国民健

康保険や後期高齢者医療など１０の特別会計に

おきまして決算事務が完了し、また、監査員の

決算審査も終了いたしましたので、認定をお願

いするものでございます。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、何か質疑等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、市長追

加提出議案、すなわち決算議案１１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。いかがいたします

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） ほかにございませ

んか。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、お諮り

いたします。 

 決算議案１１件については、お手元の付託表

のとおり、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。 

 次に、（ロ）人事議案３件について、説明を

求めます。 

○総務企画部長（松村 浩君） それでは、人

事議案３件について、御説明いたします。 

 議案第８９号の教育委員会委員の任命につき

ましては、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の規定により、議会の同意を求めるもの

でございます。 

 今回は、本年９月３０日をもって１名の教育

委員会委員の任期が満了となりますことから、

後任の方を任命しようというもので、本年１０

月１日から４年間の任期でございます。 

 本日お配りしてあります議案その４を必要に

応じてごらんいただければと思います。 

 教育委員会委員候補者の奥村留美子様は、千

丁町にお住まいの６６歳の女性でございます。

奥村様は、大学を卒業後、昭和５１年に熊本県

教育委員会に採用され、以来長年にわたり学校

教諭及び校長として教育一筋に努められ、学校

現場で子供たちの指導、教育に熱心に取り組ま

れるとともに、在職されたその間、熊本県八代

教育事務所、熊本県教育庁教育政策課に勤務さ

れるなど、行政の立場からの経験も積まれてお

ります。また、八代小学校校長を退職されまし

た後も、平成３１年３月まで八代市教育サポー

トセンターにおいて、教育サポーターをお務め

いただくなど、教育に対し熱意をお持ちの方で
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ございます。 

 このように人格が高潔で、教育、学術及び文

化に識見を有しておられることから、教育委員

会委員として適任と考え、議会の同意をお願い

するものであります。 

 次に議案第９０号の公平委員会の選任につい

ては、地方公務員法の規定により議会の同意を

求めるものです。 

 今回は、本年９月３０日をもって１名の公平

委員会委員の任期が満了となりますことから、

この方を再任として選任するもので、本年１０

月１日から４年間の任期でございます。 

 公平委員会候補者の山本八重子様は、西松江

城町にお住まいの７０歳の女性です。山本様

は、これまで長年にわたり学校教諭及び校長と

して教育一筋に努められ、学校現場で子供たち

の指導、教育に熱心に取り組まれるとともに、

在職中には熊本県八代教育事務所指導主事や八

代市教育委員会教育研究所長なども務められた

後、八代市立八竜小学校長を最後に定年退職さ

れ、現在は中九州短期大学において特任教授と

して御活躍されているところでございます。 

 公平委員会委員は平成２７年１０月からお引

き受けいただいておりまして、同職にふさわし

い見識を有する方であり、適任であると考え、

議会にお諮りするものであります。 

 最後に、議案第９１号の監査委員の選任につ

いては、市議会議員のうちから選任された監査

委員でありました増田一喜委員の後任者につい

て同意を求めるものでございまして、後任の監

査委員として、古嶋津義議員をお願いするもの

でございます。 

 以上が、本日追加提出を予定しております３

件の人事議案でございます。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、人事議案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す

か。いかがいたしますか。 

○委員（橋本幸一君） 付託なしでお願いしま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま付託なし

の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、お諮り

いたします。 

 人事議案３件については、委員会付託を省略

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。 

 ここで、執行部は退席を願います。 

○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報告を求めます。 

○議会事務局長（宮田 径君） それでは、常

任委員会委員の選任について御説明させていた

だきます。 

 常任委員会等の委員につきましても、さきの

議会運営委員会で、お手元に配付しております

内容で御報告をしているところでございます。 

 本日の本会議では、議会広報委員会を除き、

この内容をもって４常任委員会、議会運営委員

会に係る委員の選任が行われます。 

 委員選任の後は、直ちに休憩に入りまして、

その間に４常任委員会及び議会運営委員会を開

いていただきまして、それぞれ正副委員長の互

選が行われる予定となっております。 

 なお、この際の委員会の開催順序でございま

すけども、経済企業委員会、建設環境委員会、

議会運営委員会の順に第一委員会室で開催をお

願いいたします。また、文教福祉委員会、総務

委員会、この順に第２委員会室で開催をいただ
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く予定でございます。 

 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、何か質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に、

（５）閉会中の継続審査・調査の申し出につい

て報告を求めます。 

○議会事務局長（宮田 径君） それでは、閉

会中の継続審査・調査申し出につきまして御説

明をいたします。 

 令和元年９月定例会議事日程第６号の３枚目

をお開きいただきたいと思います。 

 こちらに閉会中の継続審査・調査の申し出の

あった案件を記載いたしておりますけども、倫

理に関する特別委員会では所管事務調査１件、

経済企業委員会では所管事務調査２件、文教福

祉委員会では所管事務調査２件、建設環境委員

会では陳情１件、所管事務調査２件、総務委員

会では所管事務調査２件となっております。 

 なお、議会運営委員会におきましては、この

後御決定をいただくことを予定いたしまして、

ごらんの３件を記載しておりまして、合計で１

３件となっております。 

 また、これとは別に、決算議案１１件につき

ましては、それぞれ所管の常任委員会におきま

して、同様に継続審査となる予定でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま報告が終

わりましたが、何か質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、（６）その

他について、何かありませんか。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議会運営委員会の閉会中継続審査の申し出に

ついて 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、次に、

２、本委員会の閉会中の継続調査の申し出につ

いてお諮りいたします。 

 本委員会は、議会の運営に関する事項、議会

の会議規則、委員会に関する条例等に関する事

項、議長の諮問に関する事項について、閉会中

も引き続き調査することとし、継続調査を申し

出たいと思いますが、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。 

                              

◎その他 

○委員長（成松由紀夫君） 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） 

○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。 

（午前９時２８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３０日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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