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平成 26年第１回砥部町議会臨時会 議事日程 

 

・開  会 

 

・開  議 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

日程第２ 会期の決定 

 

日程第３ 諸般の報告 

 

日程第４ 同意第１号 砥部町教育委員会委員の任命について 

 

追加日程第１   議長の辞職 

 

追加日程第２   議長の選挙 

 

追加日程第３   議長の特別委員の辞任 

     

追加日程第４   副議長の辞職 

 

追加日程第５   副議長の選挙 

 

追加日程第６   副議長の特別委員の辞任 

 

追加日程第７   常任委員の選任 

 

追加日程第８   議会運営委員の選任 

 

追加日程第９   特別委員の選任 
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追加日程第１０  伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の補欠選挙 

 

追加日程第１１  伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠選挙 

 

追加日程第１２  議員派遣 

 

・閉  会 
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平成 26年第１回砥部町議会臨時会 

平成 26年２月６日（木） 

午前９時 30分開会 

○議長（山口元之） ただいまから平成 26 年第１回砥部町議会臨時会を開会します。町

長から招集のあいさつがあります。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 皆さん、おはようございます。本日は公私ご多忙のところ、平成 26

年第１回臨時会にご出席を賜り、心から感謝申し上げます。開会に当たり、一言ご挨拶を

申し上げます。今年も本日から３日間、椿まつりが開催されます。椿まつりは縁起開運、

商売繁盛などを祈る祭として知られ、約 50万人の参拝者でにぎわいますが、今年こそはア

ベノミクス効果で地方の景気が回復することを切に願っているところであります。まだま

だ寒い日が続いていますが、椿まつりは伊予路に春を呼ぶ祭と称されており、これからは

少しずつ寒さも和らいでくるものと思っております。また、皆様ご承知のとおり、２月７

日から 24日までの間、ロシアのソチで冬季オリンピックが開催されます。日本からはスノ

ーボードに出場する松山市出身の青野令選手をはじめ、スキージャンプの高梨沙羅選手や、

41歳で出場する葛西紀明選手など、113人の選手が参加され、メダルの獲得も大いに期待

されるところであります。選手の皆さんには、最高のパフォーマンスを発揮していただき、

日本国民に夢と希望と感動を与えていただきたいと思います。さて、昨年の１月 27日に行

われました町長選挙におきまして、町民の皆様から温かいご支援を賜り、町政運営の舵取

りをさせていただくようになり、本日でちょうど丸１年を迎えました。私も就任１年前を

振り返りながら、初心を忘れることなく、皆さんと共に手を携えて、町政の発展に全力を

尽くして参る決意であります。今後も山積する問題を着実に解決するとともに、町民の皆

様の目線に立った町政運営に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員の皆様に

は引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は教育委員

の人事案件のご審議をお願いしておりますが、どうかご理解を賜り、ご同意いただきます

ようお願いを申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。 

○議長（山口元之） これから本日の会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山口元之） 日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会

議規則第 125条の規定により、16番三谷喜好君、１番小西昌博君を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（山口元之） 日程第２会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本臨

時会の会期は、去る１月 29日開催の議会運営委員会において、本日１日としております。

これにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○議長（山口元之） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日に決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（山口元之） 日程第３諸般の報告を行います。地方自治法第 121条第１項の規定

により、町長以下関係者の出席を求めましたのでご報告します。次に、監査委員より 12

月末日の、失礼しました。12月末日の例月現金出納検査について良好であった旨の報告が

ありました。以上で、諸般の報告を終わります。 

ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して、全員協議会を開催したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

午前９時 34分 休憩 

午後４時 12分 再開 

 

○議長（山口元之） 再開します。本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長

します。ここでしばらく休憩します。 

 

午後４時 13分 休憩 

午後６時 17分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 同意第１号 砥部町教育委員会委員の任命について 

○議長（山口元之） 再開します。日程第４同意第１号砥部町教育委員会委員の任命につ

いてを議題とします。提出者の説明を求めます。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 同意第１号砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町

教育委員会委員に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。平成 26年２月６日提出、砥部町長佐川秀紀。

住所、愛媛県伊予郡砥部町川井 1460番地１。氏名、森永とめ子。生年月日、昭和 29年４

月２日。提案理由、森永とめ子教育委員会委員の任期が平成 26年２月 16日満了するので、

その後任を任命するため、提案するものでございます。よろしくご審議賜りますよう、お

願い申し上げます。 

○議長（山口元之） お諮りします。本件については、質疑及び討論を省略して、採決を

行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（山口元之） 異議なしと認めます。よって、本件は質疑及び討論は省略して、採

決することに決定しました。 
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 これから、同意第１号の採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、

ご起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（山口元之） ご着席ください。起立多数です。よって、同意第１号は、同意する

ことに決定しました。 

森永副議長、議長席にお着き願います。 

［山口議長辞職願提出］ 

○副議長（森永茂男） ただいま、山口議長から議長の辞職願が提出されました。お諮り

します。議長の辞職についてを日程に追加し、追加日程第 1として、議題とすることにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって、議長の辞職についてを日程に追加

し、追加日程第 1として議題とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第 1 議長の辞職について 

○副議長（森永茂男） 追加日程第 1議長の辞職についてを議題とします。地方自治法第

117条の規定により、山口議長の退場を求めます。 

［山口議長退場］ 

○副議長（森永茂男） 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（丸本正和） 朗読いたします。辞職願。この度一身上の都合により、議

長を辞職いたしたいので、許可されますようお願いいたします。平成 26年２月６日。砥部

町議会副議長森永茂男殿。砥部町議会議長山口元之。以上でございます。 

○副議長（森永茂男） お諮りします。山口議長の議長の辞職を許可することに、ご異議

ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって、山口議長の議長の辞職を許可する

ことに決定しました。山口議長の入場を求めます。 

［山口議長入場］ 

○副議長（森永茂男） ただいま、議長の辞職を許可することに決定しましたので、山口

議長、退任のご挨拶をお願いします。 

○議長（山口元之） 議長を退任するにあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。昨年

２月の初議会におきまして議員各位のご推挙により、議長の要職に就任いたしましてから

１年間、議員の皆様の心からのご支援、ご協力をいただき、大過なく職責を果たすことが

できましたことは、誠にありがたく、衷心より厚くお礼を申し上げます。この１年を振り

返ってみますと、議長として気負いすぎた面や、もっと努力すべき点があったのではない

かと反省しているところでございます。そんな中、本町の議会運営に関しましては、昨年
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９月の定例会から起立による表決を行うとともに、表決一覧表を公表することができまし

た。また、本年第１回定例会において予算特別委員会が設置される運びとなっております。

このように、議会改革を着実に進めていただいていることを議長として大変ありがたく、

議員の皆様のご協力に改めて心より感謝を申し上げる次第でございます。今後とも、砥部

町は陶街道の町づくりに向けて、様々な問題に取り組んで行かなければなりません。議長

を退任いたしましても、一議員として、町政の発展と住民福祉の向上に取り組んでまいる

所存でございますので、変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げ、議長退任の挨拶

といたします。大変ありがとうございました。 

○副議長（森永茂男） ただいま議長が欠けました。お諮りします。議長の選挙を日程に

追加し、追加日程第２として選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、追加

日程第２として選挙を行うことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第２ 議長選挙について 

 

○副議長（森永茂男） 追加日程第２議長の選挙を行ないます。お諮りします。選挙の方

法については、地方自治法第 118条第２項の規定により、指名推選にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うこと

に決定しました。お諮りします。指名の方法については、副議長において指名することに

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって、副議長において指名することに決

定しました。議長に 君を指名します。 

 お諮りします。ただいま副議長において指名しました 君を議長の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました 君

が議長に当選されました。議長に当選されました 君が議場におられますので、会

議規則第 33条第２項の規定により、当選の告知をします。新議長に就任のご挨拶をお願い

します。 

○議長（ ） 一言、議長就任のごあいさつを申し上げます。このたび、不肖私が

議員各位のご推挙をいただき、砥部町議会議長の要職に就任をさせていただくことになり

ました。誠に身に余る光栄でございます。私は、その器でないことは自分が一番よく承知
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をいたしております。ここに皆様のご推挙を受けましたうえには、そのご厚情に報いるこ

とができるよう、覚悟を新たにしているところであります。議会運営にあたりましては、

中立公正を旨とし、円滑な議会運営と活性化に最善をつくして参る所存でありますので、

議員各位におかれましては、ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。また、

行政におかれましては、佐川町政の本格的予算編成のもと、新しい町づくりに取り組まれ

ることとなりますが、素晴らしい手腕を発揮していただきますよう、ご期待申し上げる次

第でございます。私は行政と議会とがそれぞれの権限を尊重し、協力して町の発展と住民

福祉の向上に努めていくことが望ましい姿であると考えておりますので、理事者、職員の

皆様におかれましては、議会運営が円滑に進むことができるよう、ご協力をお願い申し上

げ、議長就任のあいさつといたします。 

○副議長（森永茂男） ただいま、 議長から議会改革特別委員の辞任願が提出されま

した。お諮りします。議長の特別委員の辞任についてを日程に追加し、追加日程第３とし

て議題とすることに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって、議長の特別委員の辞任についてを

日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに決定しました。 

 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第３ 議長の特別委員の辞任について 

○副議長（森永茂男） 追加日程第３議長の特別委員の辞任についてを議題とします。地

方自治法第 117条の規定により、 議長の退場を求めます。 

［ 議長退場］ 

○副議長（森永茂男） お諮りします。 議長の議会改革特別委員の辞任を許可するこ

とに、ご異議ありませんか。 

○副議長（森永茂男） 異議なしと認めます。よって、 議長の議会改革特別委員の辞

任を許可することに決定しました。 議長の入場を求めます。 

［ 議長入場］ 

○副議長（森永茂男） 議長は、議長席にお着きください。 

[森永副議長辞職願提出] 

○議長（ ） ただいま、森永副議長から副議長の辞職願が提出されました。お諮

りします。副議長の辞職についてを日程に追加し、追加日程第４として議題にすることに

ご異議はありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、副議長の辞職についてを日程に追加

し、追加日程第４として議題にすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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追加日程第４ 副議長の辞職について 

○議長（ ） 追加日程第４副議長の辞職についてを議題とします。地方自治法第

117条の規定により、森永副議長の退場を求めます。 

［森永副議長退場］ 

○議長（ ） 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（丸本正和） 朗読をいたします。辞職願。この度一身上の都合により、

副議長を辞職いたしたいので、許可されますようお願いいたします。平成 26年２月６日。

砥部町議会議長 殿。砥部町議会副議長森永茂男。以上でございます。 

○議長（ ） お諮りします。森永副議長の副議長の辞職を許可することに、ご異

議はありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、森永副議長の副議長の辞職を許可す

ることに決定しました。森永副議長の入場を求めます。 

［森永副議長入場］ 

○議長（ ） ただいま、副議長の辞職を許可することに決定しましたので、森永

副議長、退任のご挨拶をお願いします。 

○副議長（森永茂男） 副議長を退任するに当たりまして、一言お礼を申し上げます。昨

年２月の初議会で、皆さまの温かいご支持により、副議長の要職に就任させていただきま

した。以来１年間、至らぬ点が多々ありましたにもかかわりませず、この職務を執行する

ことができましたことは、山口議長はじめ議員の皆様方並びに町執行部各位の終始変わら

ないご指導とご鞭撻のたまものであり、ここに謹んで厚くお礼申し上げます。今後も一議

員として町政の伸展に献身する覚悟でございますので、一層のご指導とご協力をお願いい

たしまして、退任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（ ） ただいま、副議長が欠けました。お諮りします。副議長の選挙を日

程に追加し、追加日程第５として、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありません

か。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加

日程第５として選挙を行うことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第５ 副議長の選挙 

○議長（ ） 追加日程第５副議長の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法

につきましては、地方自治法第 118条第２項の規定により、指名推選にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ 昌） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに
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決定しました。お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定し

ました。副議長に西村良彰君を指名します。 

 お諮りします。ただいま、議長において指名しました西村良彰君を副議長の当選人と定

めることに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました西村良彰君が

副議長に当選されました。副議長に当選されました西村良彰君が議場におられますので、

会議規則第 33条第２項の規定により、当選の告知をします。西村副議長に就任のご挨拶を

お願いします。 

○副議長（西村良彰） 副議長就任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。このたび、皆

様のご推挙をいただき、副議長に就任することになりましたことは、誠に身に余る光栄で

あると同時に、責任の重大さを痛感しているところでございます。副議長の要職を十分に

果たすことができるかどうか、不安もございますが、議長のご指導とご助言をいただきな

がら、名誉ある席を汚さずに、その職責を全うするよう最大の努力をいたしたいと決意し

ているところでございます。議員各位のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ

まして、就任のごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（ ） ただいま、西村副議長から議会改革特別委員の辞任願が提出されま

した。お諮りします。副議長の特別委員の辞任についてを日程に追加し、追加日程第６と

して議題とすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって副議長の特別委員の辞任についてを日

程に追加し、追加日程第６として議題とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第６ 副議長の特別委員の辞任について 

○議長（ ） 追加日程第６副議長の特別委員の辞任についてを議題とします。地

方自治法第 107条の規定により、117条の、すみません。117条の規定により、西村副議長

の退場を求めます。 

［西村副議長退場］ 

○議長（ ） お諮りします。西村副議長の議会改革特別委員の辞任を許可するこ

とに、ご異議ありませんか。 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、西村副議長の議会改革特別委員の辞

任を許可することに決定しました。西村副議長の入場を求めます。 

［西村副議長入場］ 
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○議長（ ） お諮りします。任期満了に伴う常任委員の選任についてを日程に追

加し、追加日程第７として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって常任委員の選任についてを日程に追加

し、追加日程第７として議題とすることに決定しました。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７ 常任委員の選任 

○議長（ ） 追加日程第７常任委員の選任を行います。お諮りします。常任委員

の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、お手元に配布の名簿のとおり

指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、常任委員はお手元に配布の名簿のと

おり選任することに決定しました。 

 お諮りします。任期満了に伴う議会運営委員の選任についてを日程に追加し、追加日程

第８として、議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員の選任についてを日程

に追加し、追加日程第８として議題とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第８ 議会運営委員の選任 

○議長（ ） 追加日程第８議会運営委員の選任を行います。お諮りします。議会

運営委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、お手元に配布の名簿

のとおり、指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員は、お手元に配布の名

簿のとおり選任することに決定しました。 

 お諮りします。欠員が生じた議会改革特別委員会の委員の選任についてを日程に追加し、

追加日程第９として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、特別委員の選任についてを日程に追

加し、追加日程第９として議題とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第９ 特別委員の選任 

○議長（ ） 追加日程第９特別委員の選任を行います。お諮りします。欠員が生
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じた議会改革特別委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、山口元

之君、土居英昭君を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、欠員が生じた議会改革特別委員は、

山口元之君、土居英昭君を選任することに決定しました。  

 ここでしばらく休息します。休憩します。休憩時間を利用して、各委員会の正副委員長

の互選を行ってください。 

 

午後６時 46分 休憩 

午後６時 47分 再開 

 

○議長（ ） 再開します。各委員会の正副委員長の互選結果については、お手元

に配布の名簿のとおり選任されました。今後、ご協力の程よろしくお願いします。  

 お諮りします。欠員が生じた伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の補欠選挙に

ついてを日程に追加し、追加日程第 10として議題にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合

議会議員の補欠選挙についてを日程に追加し、追加日程第 10として議題とすることに決定

しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第 10 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の補欠選挙 

○議長（ ）  追加日程第 10伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の補欠

選挙を行います。お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第２項の規

定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選によることに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長によって指名することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、議長によって指名することに決定し

ました。伊予市・ 君、松﨑浩司君を指

名します。 

 お諮りします。ただいま、議長が指名しました 君、松﨑浩司君を、当選人と

定めることに異議はありませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました 君、

松﨑浩司君が当選されました。 君、松﨑浩司君が議場におられますので、会議

規則第 33条第２項の規定により、当選の告知をします。 

 お諮りします。欠員が生じた伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠選挙についてを日

程に追加し、追加日程第 11として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、伊予市外二町共有物組合議会議員の

補欠選挙についてを日程に追加し、追加日程第 11として議題とすることに決定しました。  

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第 11 伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠選挙 

○議長（ ） 追加日程第 11 伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠選挙を行い

ます。お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選によることと

決定しました。お諮りします。指名の方法については、議長によって指名することにした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、議長によって指名することに決定し

ました。伊予市外二町共有物組合議会議員に山口元之君を指名します。 

 お諮りします。ただいま、議長が指名しました山口元之君を当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました山口元之君が、

当選されました。山口元之君が議場におられますので、会議規則第 33条第２項の規定によ

り、当選の告知をします。 

 お諮りします。２月中に開催予定の第５回議会報告会に議員を派遣するための議員派遣

についてを日程に追加し、追加日程第 12として、議題にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、議員派遣についてを日程に追加し、

追加日程第 12として、議題とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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追加日程第 12 議員派遣について 

○議長（ ） 追加日程第 12 議員派遣についてを議題とします。お諮りします。

２月中に開催予定の第５回議会報告会に、 平岡文

男君、

松﨑浩司君、森永茂男君、及び議会報告会開催地区の地元議員を派遣したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（ ） 異議なしと認めます。よって、議員派遣については、派遣すること

に決定しました。 

 これで本日の議事日程は、すべて終了しました。会議を閉じます。町長あいさつをお願

いします。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 閉会にあたり、一言お礼を申し上げます。議員の皆様には、本日提

案させていただきました人事案件につきまして、原案どおりご同意いただき誠にありがと

うございました。

昌議員様、そして副議長に就任されました西村良彰議員様に心よりお喜びを申し上げます

とともに、お二人の今後のご活躍をご祈念申し上げます。そして、山口議長さん、森永副

議長さんには、１年間大変お世話になりました。心から感謝とお礼を申し上げます。また

委員会の正副委員長も決定され、いよいよ新しい体制の下、町政運営がスタートいたしま

す。議会と執行部が両輪として、円滑に町政を推進し、町民の皆様が心優しく笑顔で過ご

すことができる町づくりに努めてまいりたいと思いますので、議員の皆様のご指導ご協力

をお願い申し上げます。これから次第に春めいてまいりますが、まだまだ寒い日が続きま

す。議員の皆様におかれましては、くれぐれも健康にご留意いただき、本町発展のために

ご活躍いただきますよう、ご祈念申し上げまして、お礼のご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（ ） 以上をもって、平成 26年第１回砥部町議会臨時会を閉会します。 

 

午後６時 54分 閉会 
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地方自治法第 123条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明するた

めにここに署名する。 

 

 

 

          砥部町議会議長 
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