砥

部

町

議

会

平 成 28 年 第 １ 回 臨 時 会
会

議

録

平成 28 年第１回砥部町議会臨時会 会議録
招集年月日

平成 28 年２月５日（金）

招 集 場 所

砥部町議会議事堂

開

平成 28 年２月５日 午前９時 30 分 議長宣告

会

出 席 議 員

１
４
７
10
13
16

番
番
番
番
番
番

欠 席 議 員

なし

小西昌博
松﨑浩司

２
５
８
11
14

山口元之
土居英昭
三谷喜好

町 長
教育長
企画財政課長
地方自治法
第 121 条第１項 学校教育課長
の規 定 に よ り
説明のため
会議に出席
した者の職氏名

佐川
武智
大江
坪内

番
番
番
番
番

秀紀
省三
章吾
孝志

本会議に職務のため出席した者の職氏名
会議録署名

古川孝之
佐々木隆雄
大平弘子
西村良彰
中島博志

３
６
９
12
15

副町長
総務課長
戸籍税務課長

菊池伸二
森永茂男
政岡洋三郎
井上洋一
平岡文男

上田 文雄
重松 邦和
岡田 洋志

議会事務局長 丸本 正和
庶務係長
中山 晃志

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。

議員の指名

12 番 井上洋一
13 番 土居英昭
14 番 中島博志（追加指名）

傍聴者

１人

1

番
番
番
番
番

平成 28 年第１回砥部町議会臨時会

・開

会

・開

議

議事日程

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 承認第１号 専決処分第４号の承認について
（砥部町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）
日程第５ 議案第１号 平成 27 年度砥部町一般会計補正予算（第４号）
日程第６ 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

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
2

追加日程第９
・閉

議員派遣

会

3

平成 28 年第１回砥部町議会臨時会
平成 28 年２月５日（金）
午前９時 30 分開会
○議長（平岡文男） ただいまから、平成 28 年第１回砥部町議会臨時会を開会いたし
ます。町長から招集のご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 28 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、一言ごあいさつを申し上げます。
今年の冬は、昨年末からとても暖かく、暖冬になると期待しておりましたが、１月の後
半には強い寒気が流れ込み、日本各地で大荒れの天気となりました。本町におきまして
も、山間部を中心に大雪となり、地元の建設業者の皆様には、フル稼働で除雪作業にあ
たっていただき、とても感謝をいたしております。また、広田の総津地区におきまして
は、凍結による水道管の破裂により、断水が生じました。住民の皆様にお詫びを申し上
げます。伊予路に春を告げる椿まつりも、今年は、14 日からと、まだ少し先でございま
すので、七折の梅の開花とともに春の訪れが待ち遠しい今日でございます。さて、本日
は、夏の参議院議員選挙を控え、今国会において、先日成立いたしました、公職選挙法
の改正に伴うシステム改修経費などの補正予算並びに教育委員の人事案件及び税の専決
処分の承認について、ご審議をお願いをしております。いずれも詳細に説明をさせてい
ただきますので、ご議決、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさ
つといたします。
○議長（平岡文男） 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（平岡文男） 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、12 番井上洋一君、13 番土居英昭君を指名いたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第２ 会期の決定
○議長（平岡文男） 日程第２会期の決定についてを議題といたします。お諮りします。
本臨時会の会期は、去る１月 28 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］
○議長（平岡文男） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日に決定をいたしま
した。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第３ 諸般の報告
○議長（平岡文男） 日程第３諸般の報告を行います。まず、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をいたします。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、諸般の報告を終わります。
ここでしばらく休憩をいたします。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、よろしくお願いをいたします。
午前９時 34 分 休憩
午後２時 45 分 再開
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第４ 承認第１号 専決処分第４号の承認について
（砥部町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（平岡文男） 再開をいたします。日程第４承認第１号専決処分第４号の承認に
ついてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。岡田戸籍税務課長。
○戸籍税務課長（岡田洋志） それでは、承認第１号の説明を申し上げます。お手元に
承認第１号をお願いいたします。承認第１号専決処分第４号の承認について。地方自治
法第 179 条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に
よりこれを報告し承認を求める。
平成 28 年２月５日提出、
砥部町長佐川秀紀。
それでは、
次の専決処分書をお願いいたします。専決第４号専決処分書。砥部町税条例等の一部を
改正する条例の一部を改正することについて、地方自治法第 179 条第１項の規定に基づ
き、次のとおり専決処分する。平成 27 年 12 月 28 日に専決したものでございます。改正
の内容でございますが、新旧対照表でご説明させていただきます。専決第４号資料、砥
部町税条例等の一部を改正する条例新旧対照表をお願いいたします。
第 51 条第２項第１
号は、町民税、県民税と法人町民税の減免申請書、次の第 139 条の３第２項第１号は、
特別土地保有税減免申請書でございます。個人番号の利用手続きが一部見直され、申告
等のあとに関連して提出されると考えられるこれらの申請書において、個人番号の記載
を要しないこととなり、法人番号のみの記載をすることとなったものでございます。以
上で改正内容の説明を終わります。また、専決処分書にお戻りください。附則、この条
例は、公布の日から施行する。以上で承認第１号の説明を終わらせていただきます。ご
承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長（平岡文男） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はございません
5

か。
［質疑なし］
○議長（平岡文男） 質疑なしと認めます。
これから討論を行います。討論はありませんか。
［討論なし］
○議長（平岡文男） 討論なしと認めます。
これから承認第１号の採決を行います。本案は、原案のとおり承認することに賛成の
方のご起立を願います。
［起立多数］
○議長（平岡文男） 起立全員でございます。ご着席ください。よって承認第１号は、
原案のとおり承認されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第５ 議案第 1 号 平成 27 年度砥部町一般会計補正予算（第４号）
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（平岡文男） 日程第５議案第１号平成 27 年度砥部町一般会計補正予算第４号
についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。大江企画財政課長。
○企画財政課長（大江章吾） それでは、一般会計補正予算第４号について、ご説明を
させていただきます。27 年度砥部町一般会計補正予算書第４号をお手元にお願いをいた
します。１ページをお願いをいたします。議案第１号平成 27 年度砥部町一般会計補正予
算第４号。平成 27 年度砥部町の一般会計補正予算第４号は、次に定めるところによる。
第１条、歳入歳出予算補正。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 99 万９千円
を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 82 億 5,313 万５千円とする。２、歳
入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の
金額は、第１表歳入歳出予算補正による。平成 28 年２月５日提出、砥部町長佐川秀紀。
それでは３ページをお願いをいたします。歳出補正額 99 万９千円につきまして、ご説明
をさせていただきます。今回の補正は、２款総務費のみでございます。１項の総務管理
費の補正額 13 万５千円の増額でございますが、
公園管理に従事しております臨時職員が、
業務中に怪我をしたため、その治療費を補償するものでございます。公務災害を認定す
るための認定審査委員会委員の報酬３万５千円と補償費 10 万円でございます。
２項の選
挙費の補正額 86 万４千円の増額でございますが、選挙人名簿登録制度の見直し、住所要
件の改正でございます。
それに伴います選挙人名簿システム改修委託料 86 万４千円でご
ざいます。財源でございますが、２ページ、左のページの２ページをお願いいたします。
９款地方交付税、一般財源でございますが、これを 46 万７千円増額をいたしました。特
定財源といたしまして、13 款国庫支出金のうち、２項の国庫補助金を 43 万２千円増額
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いたしました。これは選挙人名簿システム改修費に対する補助金でございます。同じく
特定財源といたしまして、19 款諸収入のうち、５項の雑入を 10 万円増額をいたしまし
た。これは公務災害補償費に対して支払われる保険金でございます。以上で補正予算に
ついての説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いをいたし
ます。
○議長（平岡文男） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はございません
か。
［質疑なし］
○議長（平岡文男） 質疑なしと認めます。
これから討論を行います。討論はありませんか。
［討論なし］
○議長（平岡文男） 討論なしと認めます。
これから議案第１号の採決を行います。本案は、原案のとおり可決することに賛成の
方は、ご起立を願います。
［起立多数］
○議長（平岡文男） 起立多数です。ご着席ください。よって議案第１号は、原案のと
おり可決されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第６ 同意第１号砥部町教育委員会委員の任命について
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（平岡文男） 日程第６同意第１号砥部町教育委員会委員の任命を議題とします。
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 28 年２月５日提出、砥部町長佐
川秀紀。住所、伊予郡砥部町岩谷口 556 番地。氏名、影浦弥生。生年月日、昭和 49 年３
月 21 日。提案理由、影浦弥生教育委員会委員の任期が平成 28 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。よろしくお願いいたします。
○議長（平岡文男） 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。よって本件は、質疑及び討論は省略して採
決することに決定をいたしました。
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、
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ご起立を願います。
［起立多数］
○議長（平岡文男） 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
ことに決定をいたしました。
松﨑副議長、議長席にお着き願います。
［平岡文男議長退席］
○副議長（松﨑浩司） ただいま平岡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（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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、平岡議長の退場を求めます。
［平岡議長退場］
○副議長（松﨑浩司） 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 28 年２月５日。砥部
町議会副議長松﨑浩司殿。砥部町議会議長平岡文男。以上でございます。
○副議長（松﨑浩司） お諮りします。平岡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（松﨑浩司） 異議なしと認めます。よって、平岡議長の議長の辞職を許可す
ることに決定しました。平岡議長の入場を求めます。
［平岡議長入場］
○副議長（松﨑浩司） 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、平岡
議長、退任のご挨拶をお願いします。
○議長（平岡文男） 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たら
と思います。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
就任しましてから早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。誠にありがたく、衷心より、厚くお礼を申し上げ
たらと思います。ありがとうございました。私にとって、２度目の議長職ではありまし
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たが、この１年を振り返ってみますと、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、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、住民の期待と信頼に応えられるよう、
様々な課題に取り組んでい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まして、
議長の退任のあいさつといたします。
この１年間、大変ありがとうございました。
○副議長（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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。議長に井上洋一君を指名します。
お諮りします。ただいま副議長において指名しました井上洋一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（松﨑浩司） 異議なしと認めます。よってただいま指名しました井上洋一君
が議長に当選されました。議長に当選されました井上洋一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
願いいたします。
○議長（井上洋一） 12 番井上洋一であります。一言、議長就任のごあいさつを申し上
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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。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いたしておりますが、ここに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・公正を旨とし、円滑な運営と活性化に最善
を尽くしてまいる所存でありますので、議員各位におかれましては、御支援・御鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。また、佐川町政におかれましては、４年目という仕
上げの年を迎えますが、引き続き健全財政を堅持しつつ、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（松﨑浩司） 井上洋一議長は、議長席にお着きください。
○議長（井上洋一） お諮りします。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ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 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しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第３ 会議録署名議員の追加指名
○議長（井上洋一） 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
１25 条の規定により、14 番中島博志君を追加指名します。
[松﨑副議長辞職願提出]
○議長（井上洋一） ただいま松﨑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
にご異議ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 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。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第４ 副議長の辞職について
○議長（井上洋一） 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
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第 117 条の規定により、松﨑副議長の退場を求めます。
［松﨑副議長退場］
○議長（井上洋一） 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 28 年２月５日。砥
部町議会議長井上洋一殿。砥部町議会副議長松﨑浩司。以上でございます。
○議長（井上洋一） お諮りします。松﨑副議長の副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］
○議長（井上洋一） 異議なしと認めます。よって、松﨑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。松﨑副議長の入場を求めます。
［松﨑副議長入場］
○議長（井上洋一） 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、松﨑副議長、退任のご挨拶をお願いします。
○副議長（松﨑浩司） 副議長を退任するにあたりまして、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
遂行することができましたことは、平岡議長を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御指導と御鞭撻のたまものであり、ここに謹んで厚く御礼申し上げ
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、退任のごあいさつとさせていただきます。一年間あ
りがとうございました。
○議長（井上洋一） 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（井上洋一） 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（井上洋一） 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］
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○議長（井上洋一） 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。これにご異議ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 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。副議長に大平弘子君を指名します。
お諮りします。ただいま議長において指名しました大平弘子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（井上洋一） 異議なしと認めます。よってただいま指名しました大平弘子君が
副議長に当選されました。
副議長に当選されました大平弘子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。大平弘子副議長に就任のご
挨拶をお願いします。
○副議長（大平弘子） 議席番号８番大平弘子です。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、皆さま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おり
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。議員各位の御指導、御鞭撻を
賜りますようお願い申し上げまして、就任のごあいさつといたします。よろしくお願い
いたします。
○議長（井上洋一） 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。これにご異議ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 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しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第６ 常任委員の選任
○議長（井上洋一） 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。これにご異議ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 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
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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（井上洋一） 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しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第７ 議会運営委員の選任
○議長（井上洋一） 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。これにご異議ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 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。
ここでしばらく休憩をします。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３時 17 分 休憩
午後３時 18 分 再開
○議長（井上洋一） 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
ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 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（井上洋一）

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。選挙の方法については、地方自治法第 118 条第２項
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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（井上洋一） 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（井上洋一） 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。伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に

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

ることにご異議ありませんか。
［
「異議なし」の声あり］
○議長（井上洋一） 異議なしと認めます。よってただいま指名しました
松﨑浩司君が当選されました。

君、

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。議員派遣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（井上洋一） 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９として議題とすることに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第９ 議員派遣について
○議長（井上洋一） 追加日程第９議員派遣についてを議題といたします。お諮りしま
す。２月に開催予定の議会報告会に全議員を派遣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（井上洋一） 異議なしと認めます。よって議員派遣については、全議員を派遣
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案件につきまして、いずれもご議決、ご承認、ご同意いただ
き、誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。また、私にとりまして、
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４年の任期の最後の年であり、仕上げの年であると考えております。同時に、議員の皆
様にとりましても、任期最後の極めて大切な年になろうかと思います。新議長に就任さ
れました井上議員様、そして副議長に就任されました大平議員様に心よりお祝い申し上
げますとともに、お二人の手腕に大いなる期待と今後一層のご活躍をご祈念申し上げま
す。そして、平岡前議長様、松﨑前副議長様には、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
もと、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、町民の負託に応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。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（井上洋一） 以上をもって、平成 28 年第１回砥部町議会臨時会を閉会します。
午後３時 23 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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平成28年2月5日

委 員 会 名 簿
議

長

井上洋一

副議長

大平弘子

（常任委員会）
委員長

山口元之

総 務 常 任 委 員 会

古川孝之

政岡洋三郎

井上洋一

土居英昭

菊池伸二

大平弘子

委 員
副委員長

森永茂男

委員長

厚生文教常任委員会

委 員
副委員長

松﨑浩司

委員長

三谷喜好

産業建設常任委員会

平岡文男
小西昌博

西村良彰

委 員

中島博志

副委員長
委員長

菊池伸二

議会広報常任委員会

大平弘子

山口元之

委 員
副委員長

小西昌博

委員長

平岡文男

中島博志

（議会運営委員会）
議 会 運 営 委 員 会

山口元之
委 員

副委員長

中島博志

委員長

三谷喜好

西村良彰

三谷喜好

（特別委員会）
下水道整備特別委員会

委 員

全議員

副委員長
委員長

中島博志

議会改革特別委員会

古川孝之

佐々木隆雄

委 員
副委員長

山口元之

委員長

土居英昭

砥部町学校給食センター
改 築 検 討 特 別 委 員 会 副委員長

土居英昭

委 員

古川孝之
18

全議員

（一部事務組合）
伊予市･伊予郡養護老人ﾎｰﾑ組合議会

松﨑浩司

井上洋一
小西昌博

森永茂男

政岡洋三郎

山口元之

土居英昭

橋本敏彦

伊 予 消 防 等 事 務 組合 議 会

井上洋一

三谷喜好

土居英昭

大洲･喜多衛生事務組合議会

井上洋一

伊予市外二町共有物組合議会

（広域連合議会）
愛媛県後期高齢者医療広域連合議会

佐川秀紀

（土地開発公社）
理事

松﨑浩司

理事

山口元之

理事

平岡文男

理事

三谷喜好

土地開発公社役員
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監事

土居英昭

