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議会運営委員会会議録 

 

令和２年３月２日 月曜日 

  午前１０時１４分開議 

  午前１０時２８分閉議（実時間１２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）市長提出案件 

 （２）議員提出発議案 

 （３）その他 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  福 嶋 安 徳 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  上 村 哲 三 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 

 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１０時１４分 開会） 

○委員長（福嶋安徳君） 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（福嶋安徳君） まず、１．本日の議

事日程についてを議題とし、（１）市長提出案

件４１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、本

日から３月定例会が始まりますけども、どうぞ

よろしくお願いいたします。座って説明をさせ

ていただきます。 

 まず、市長提出案件４１件についてでござい

ますけども、３月定例会議事日程（第１号）を

御覧いただければと思います。 

 まず最初に、日程第１．会期の決定というこ

とで、本日から３月２４日までの２３日間をお

決めいただきます。その後、日程第２から日程

第４２まで、議案第１号から４１号までの市長

提出案件の議案４１件につきまして一括議題と

し、市長より提案理由の説明がございます。 

 内訳は予算議案が１７件、事件議案が４件、

条例議案が２０件の計４１件でございます。 

 そして、日程第４３ということで動議が１件

ございますので、そちらのほうを御審議いただ

く予定になっております。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 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（福嶋安徳君） なければ、次に、

（２）議員提出発議案１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当委

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

明をすることとされております。 

 本日発議者代表である橋本幸一議員は本委員
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会に出席されておられますので、この際、本発

議１件について説明をお願いしたいと思います

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（福嶋安徳君） 御異議なしと認めま

す。 

 それでは、発議案第１号について、橋本幸一

議員、お願いいたします。 

○委員（橋本幸一君） ただいま、新型コロナ

ウイルスにつきましては、さきの代表者会で

も、本議会でもどう対応するかということで、

今大変な問題になっております。特に、ここ

一、二週間がこの日本国内においては最大の山

場を迎えるんじゃないかという。対応いかんに

よってはですね。 

 そういう状況の中で、本議会としてもです

ね、国に対しての新型コロナウイルスによる感

染症対策等を求める意見書ということで、５項

目の対策を全力をもって対応していただきた

い、その思いで今回出させていただきました

が、現在、新型コロナウイルスの感染につきま

しては、一日も早く、先ほども申しましたが、

議決をいただきましてですね、国及び政府へ意

見書を送付したいと考えております。 

 そこで、本日ですね採決いただければ早急に

国への送付ができますことから、今回の意見書

の提出を出したわけでございます。ぜひとも、

その趣旨を御理解いただきましてですね、本日

の採決をしていただければと思う次第でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） 以上、説明をいただ

きましたが、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） なければ、それでは

ただいま説明がございました発議案１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

長、省略で」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 省略でよろしゅうご

ざいますか。 

 それではお諮りいたします。 

 発議案第１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（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 なお、本発議案については、本日、採決まで

願うとの説明がございましたので、本日上程

後、提出者の趣旨説明の後、質疑を行い、討論

・採決となりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

                              

◎その他 

○委員長（福嶋安徳君） 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（福嶋安徳君） なければ、次に、大

項目２．その他についてでございますが、何か

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようであれば、

ここで議長より報告がございますので、お願い

いたします。 

○議長（上村哲三君） 皆さん、おはようござ

います。議会運営委員会、大変御苦労さんでご

ざいます。 

 それではまず、本日から３月定例会が始まり

ますが、定例会には傍聴の方も含め、同室会場

内に複数の方々が集まることになりますので、

まず、本会議場入り口、傍聴席入り口、さらに

は、議員の出退勤表示前に消毒液を設置するこ

ととなりました。議員各位におかれましては、

小まめな手洗いはもちろんのこと、手指の消毒

をお願いいたします。 

 次に、各会議中におけるマスクの着用につい

てですが、このような状況でございますので、
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各議員におかれましてはマスクの着用を実施す

ることとし、発言の際はマスクを外しての発言

をお願いいたします。 

 また、マスクについては各自で準備していた

だくこととし、どうしても忘れてこられた場合

のみ、数に限りがありますので事務局にお申出

ください。 

 また、今定例会の傍聴については、本来は公

開の原則でありますが、感染防止対策の観点か

らお控えいただくということで御決定をいたし

ました。なお、報道関係による傍聴について

は、マスク着用及び熱等の症状の有無確認後、

許可することといたしております。 

 次に、本定例会における質疑・一般質問につ

いては、このような状況から４日間を２日間と

し、人数については最大１０名とすることに決

定されました。 

 次に、管外行政視察につきましては、このよ

うな事態を鑑み、本市から他市へ視察に行く場

合、逆に他市から本市に視察にお越しいただく

場合も含め、当分の間、自粛することとなりま

した。 

 また、このような状況でありますので、各議

員におかれましても、感染防止対策の一環と

し、結果的には各自の御判断になられるかとは

思いますが、管外への不要不急での外出につい

て自重していただきますようお願いいたしま

す。 

 最後に、今回の対応結果につきましては、市

民の皆様にもお知らせする必要がございますの

で、市議会ホームページでの周知はもちろんの

こと、報道機関への情報提供、さらにはエフエ

ムやつしろでの放送により対応することとなり

ました。 

 以上が報告でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいま、新型コロ

ナウイルスに対する本市議会の対応について報

告がございましたが、何か御意見等はございま

せんか。 

○委員（亀田英雄君） 議会運営委員会のスタ

ンスとしてですよ、最終的に議会運営はここで

決めるというスタンスであろうかと思います。

今、議長の報告は、代表者会で決まったことだ

ったと思うとです。 

○委員長（福嶋安徳君） そうですね。（｢小

会したがよか」と呼ぶ者あり） 

（委員亀田英雄君「小会しますか」と呼ぶ）

（｢うん、ちょっと小会して」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 小会します。 

（午前１０時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２５分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会へ戻します。 

 今、議長からの新型コロナウイルス感染症対

策に関する報告がございました。それに対する

御意見等がありましたら、お願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） 確認をしたいんですけ

ど、傍聴者の関係なんですが、私がちょっと受

けとめきらんだったもんだけんが確認をするん

ですけども、傍聴者は基本的に入れない。マス

コミについては、熱とか感染防止をしたところ

で認める場合があるという受けとめ方でよかっ

たでしょうか。 

○議長（上村哲三君） すいません、報告の中

にちょっと文言が漏れておりました。 

 代表者会の中では、最大限のやはり配慮をす

べきだろうということでですね、マスク着用の

件から議題に上げていったんですが、今回につ

いてはですね、傍聴は御遠慮願いましょうとい

うことになりました。そのように決定されまし

た。ただし、報道関係についてはですね、いろ

んな権利の関係も発生しておりますので、その

代わり、その前にある程度こちらで思案をして

おりました問診票とかですね、そういう関係を

ちゃんとしていただいた上での入場を許可する

ということで、先ほど報道のほうには伝えたと



 

－4－

ころでございます。 

 以上です。よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） それでいいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員長（福嶋安徳君） いろいろと御気遣い

をいただきましてありがとうございました。 

 先ほど議長からの報告がございましたが、本

市議会の対応につきましては、先ほど議長が報

告いたしましたとおりでございます。そのよう

に、皆さんで決定いただければお願いしたいと

思いますが。いかがいたしましょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、その件に

ついては決定いたしたいというふうに思いま

す。 

 そのほかに何かありませんか。 

○議会事務局長（宮田 径君） 議会事務局よ

り１件御報告がございます。 

 秘書広報課より、今会期中、本会議場におけ

る写真撮影の申出があり、議長と協議の上、許

可されております。 

 また、報道機関から今会期中本会議の写真及

びテレビ撮影の申出があれば、議長と協議の

上、許可をされることになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ただいまの件につき

まして、その旨、御承知願いたいと思います。 

 ほかにありませんでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 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１０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２年３月２日 

議会運営委員会 

委 員 長 
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