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平成 27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 

 

日程第５ 同意第２号 砥部町監査委員の選任について 

 

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  会議録署名議員の追加指名 

          

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  常任委員の選任 

 

追加日程第７  議会運営委員の選任 

 

追加日程第８  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９  伊予消防等事務組合議会議員の補欠選挙 
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追加日程第１０ 伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠選出 

 

追加日程第１１ 議員派遣 

 

・閉  会 
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平成 27 年第１回砥部町議会臨時会 

平成 27 年２月６日（金） 

午前９時 30 分開会 

 ただいまから平成 27 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） 本日は公私ご多忙のところ、平成 27 年第１回臨時会にご出席を賜

り、心から感謝を申し上げます。開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。皆様ご承知

のとおり、砥部町は合併 10周年を迎えることができました。去る１月 24 日には、多くの

方々のご臨席を賜り、合併 10 周年記念式典を盛会のうちに挙行することができました。改

めまして、議員各位並びに関係各位に感謝とお礼を申し上げます。さて、砥部町は、さら

なる飛躍に向け、11 年目をスタートいたしました。私も町長就任から任期の後半がスター

トいたします。人口減少への対応や、道路や下水道の社会基盤整備など、課題は山積して

おりますが、町民の皆様が幸せを感じ、心優しく笑顔で暮らすことができる町づくりに全

力で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を申し上げます。本日は、教育委員と監査委員の人事案

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。 

 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 

 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、15番平岡文男君、16番三谷喜好君を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

 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。 

［「異議なし」の声あり］ 

 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 

 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
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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、よろしくお願いします。 

 

午前９時 33 分 休憩 

午後４時 47 分 再開 

 

 再会します。本日の会議時間は、議事進行の都合により、あらかじ

め延長します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

 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 27 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高尾田 1173 番地 29。氏名、廣瀬美和子。生年月日、昭和 32 年

11 月 12 日。提案理由、廣瀬美和子教育委員会委員の任期が平成 27 年２月 16 日に満了す

るので、その後任を任命するため、提案するものである。よろしくご審議賜りますよう、

お願い申し上げます。 

 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］ 

 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。 

 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］ 

 起立多数です。ご着席ください。よって、同意第１号は、同意する

ことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 同意第２号 砥部町監査委員の選任について 

 日程第５同意第２号砥部町監査委員の選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、政岡洋三郎君の退場を求めます。 

［政岡洋三郎君退場］ 
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 提出者の説明を求めます。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 同意第２号砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町監査委

員に選任することについて、地方自治法第 196 条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。平成 27 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北川毛 446

番地。氏名、政岡洋三郎。生年月日、昭和 17 年 10 月 26 日。提案理由、井上洋一監査委員

の辞職に伴う後任を選任するため、提案するものでございます。ご審議賜りますよう、お

願いを申し上げます。 

 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］ 

 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。 

 これから、同意第２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］ 

 起立多数です。ご着席ください。よって、同意第２号は、同意する

ことに決定しました。政岡洋三郎君の入場を求めます。 

［政岡洋三郎君入場］ 

 西村副議長、議長席にお着き願います。 

［ 議長辞職願提出］ 

○副議長（西村良彰） 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（西村良彰） 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（西村良彰） 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 議長の退場を求めます。 

議長退場］ 

○副議長（西村良彰） 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

長を辞職したいので、許可されますようお願いいたします。平成 27 年２月６日。砥部町議

。以上でございます。 

○副議長（西村良彰） お諮りします。 議長の議長の辞職を許可することに、ご異議
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ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、 議長の議長の辞職を許可する

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（西村良彰） 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、

議長、退任のご挨拶をお願いします。 

 議長を退任するにあたり、一言お礼のごあいさつを申し上げます。

昨年２月の臨時会におきまして、議員各位のご推挙により、議長の要職に就任しましてか

ら１年間、議員の皆さまの心からのご支援、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多々あったの

ではないかと反省しているところでございます。そんな中で、本町の議会運営に関しまし

ては、昨年の第１回定例会において、全員の議員で構成する予算特別委員会を設置し、当

初予算を審査いたしました。また、８月には、中学生による、こども議会を開催すること

ができました。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は、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、色々な課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の福祉向上に取り組

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

退任のあいさつといたします。誠にありがとうございました。 

○副議長（西村良彰） 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（西村良彰） 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（西村良彰） 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］ 

○副議長（西村良彰） 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。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（西村良彰） 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。議長に平岡文男君を指名します。 

 お諮りします。ただいま副議長において指名しました平岡文男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（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました平岡文男君

が議長に当選されました。議長に当選されました平岡文男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（平岡文男） 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させていただくことになりま

した。私はその器でないことは自分が一番よく承知いたしております。皆様のご推挙を受

けましたうえは、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

ございます。議会運営にあたりましては、中立、公正、円滑な運営と活性化に最善を尽く

してまいる所存でございます。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、佐川町政も３年目を迎えられ、引

き続き健全財政を堅持し、より豊かな住みよい町づくりに向けて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ろうかと

思います。理事者の皆様、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（西村良彰） 平岡議長は、議長席にお着きください。 

○議長（平岡文男） お諮りをいたします。会議録署名議員の追加指名を日程に追加し、

追加日程第３として議題とすることにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって会議録署名議員の追加指名についてを

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いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第３ 副議長の辞職について 

○議長（平岡文男） 追加日程第３会議録署名議員の追加指名を行います。会議規則第１

25条の規定により、１番小西昌博君を追加指名いたします。 

[西村副議長辞職願提出] 

○議長（平岡文男） ただいま、西村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

ご異議はございませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４ 副議長の辞職について 

○議長（平岡文男） 追加日程第４副議長の辞職についてを議題といたします。地方自治

法第 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（平岡文男） 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、副

議長を辞職したいので、許可されますようお願いいたします。平成 27年２月６日。砥部町

議会議長平岡文男殿。砥部町議会副議長西村良彰。以上でございます。 

○議長（平岡文男） お諮りします。西村副議長の副議長の辞職を許可することに、ご異

議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって、西村副議長の副議長の辞職を許可す

ることに決定いたしました。西村副議長の入場を求めます。 

［西村副議長入場］ 

○議長（平岡文男） ただいま、副議長の辞職を許可することに決定をいたしましたので、

西村副議長、退任のご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（西村良彰） 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月の臨時会で、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、この職務を遂行するこ

の終始変わ

らないご指導とご鞭撻のたまものであり、ここに謹んで厚く御礼を申し上げます。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、退任のごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございまし

た。 

○議長（平岡文男） 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。これにご異議ございませ

んか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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追加日程第５ 副議長の選挙 

○議長（平岡文男） 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、指名推選としたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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、議長において指名することにした

いと思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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。副議長に松﨑浩司君を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま、議長において指名しました松﨑浩司君を副議長の当選人と定

めることに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました松﨑浩司君が

副議長に当選されました。副議長に当選されました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。松﨑副議長に就任のご挨拶を

お願いいたします。 

○副議長（松﨑浩司） 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まして、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

決意している次第であります。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、就任のあいさつといたします。よろしくお願い申し上げます。ありがとうござ

いました。 

○議長（平岡文男） 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６として議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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６として議題とすることに決定いたしました。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第６ 常任委員の選任 

○議長（平岡文男） 追加日程第６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。これにご異議ございませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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いたしました。 

 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７として、議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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７として議題とすることに決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７ 議会運営委員の選任 

○議長（平岡文男） 追加日程第７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。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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いたしました。 

 ここでしばらく休憩をいたします。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５時 14 分 休憩 

午後５時 15 分 再開 

 

○議長（平岡文男） 再開いたします。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いたします。  

 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８として議題にしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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８として議題とすることに決定

しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第８ 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（平岡文男）  追加日程第８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。選挙の方法は、地方自治法第 118 条第２項の規定により、
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指名推選にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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。

これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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い

たしました。伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に、森永茂男君、古川孝之君を

指名いたします。 

 お諮りします。ただいま、議長が指名しました森永茂男君、古川孝之君を当選人と定め

ることにご異議はございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました森永茂男君、

古川孝之君が当選されました。森永茂男君、古川孝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、当選の告知をいたします。 

 お諮りします。欠員が生じた伊予消防等事務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９として議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって、伊予消防等事務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９として議題とすることに決定いたしました。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第９ 伊予消防等事務組合議会議員の補欠選挙 

○議長（平岡文男） 追加日程第９伊予消防等事務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。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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い

たしました。伊予消防等事務組合議会議員に三谷喜好君、土居英昭君を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま、議長が指名しました三谷喜好君、土居英昭君を当選人と定め

ることにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 
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○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました三谷喜好君、

土居英昭君が、当選されました。三谷喜好君、土居英昭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、当選の告知をいたします。 

 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出についてを日

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。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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

補欠選出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いたしまし

た。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第 10 伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠選挙 

○議長（平岡文男） 追加日程第 10 伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠議員を選出

するため選挙を行います。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。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 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

決定をいたしました。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（平岡文男） 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を

いたしました。伊予市外二町共有物組合議会議員 を指名いたします。 

 

議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。 が、

当選されました。 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月に開催予定の第８回議会報告会に議員を派遣するため、議員派遣に

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（平岡文男） 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 11として、議題とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第 11 議員派遣について 
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○議長（平岡文男） 追加日程第 11 議員派遣についてを議題といたします。お諮りしま

す。２月に開催予定の第８回議会報告会は、地区開催となった場合は、平岡文男君、松﨑

浩司、 井上洋一君、西村良彰君、森永茂男君、山口元之君、土居英昭君、大

平弘子君、 政岡洋三郎君、小西昌博君、古川孝之君、菊池伸二君、及び開

催地区の地元議員を派遣することとし、団体を対象に開催することとなった場合は、全議

員を派遣したいと思います。これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって、第８回議会報告会については、ただ

いま申しあげたとおり派遣することに決定をいたしました。 

 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。町長のごあいさつを

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

案をさせていただきました人事案件につきまして、原案のとおりご同意いただきまして誠

にありがとうございました。心より御礼を申し上げます。また新しく議長に就任されまし

た平岡議員様、そして副議長に松﨑議員様には、心よりお喜びを申し上げますとともに、

議長さん、西村前副議長さんには、一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、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、町民の負託にこたえて

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。今年は

椿さんも遅いということで、まだまだ寒い日が続きますが、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（平岡文男） 以上をもって、平成 27年第１回砥部町議会臨時会を閉会します。 

 

午後５時 24 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 

 

               議長 

 

               議員 

 

               議員 
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