砥

部

町

議

会

平 成 29 年 第 １ 回 臨 時 会
会

議

録

平成 29 年第１回砥部町議会臨時会
招集年月日

平成 29 年２月６日

招 集 場 所

砥部町議会議事堂

開

平成 29 年２月６日

会

出 席 議 員

１
４
７
10
13
16

番
番
番
番
番
番

柿本 正
東 勝一
森永茂男
岡利昌
井上洋一
三谷喜好

欠 席 議 員

なし

地方自治法
第 121 条第１項
の
規定により
説明のため
会議に出席
した者の職、
氏名

町 長
教育長
企画財政課長
学校教育課長

午前９時３０分

２
５
８
11
14

番
番
番
番
番

会議録

議長宣告

佐々木公博
菊池伸二
松﨑浩司
政岡洋三郎
中島博志

３
６
９
12
15

佐川秀紀
武智省三
大江章吾
坪内孝志

副町長
総務課長
保険健康課長
社会教育課長

本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長
庶務係長

会議録署名

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

１番

傍聴者

１人

柿本

正

２番

佐々木公博

1

番 原田公夫
番 佐々木 雄
番 大平弘子
番 山口元之
番 平岡文男

上田文雄
相原清志
松下寛志
大内 均

前田正則
中山晃志

平成 29 年第１回砥部町議会臨時会

議事日程

・臨時議長紹介

・開

会

・開

議

日程第１

仮議席の指定

日程第２

議長の選挙

追加日程第１

議席の指定

追加日程第２

会議録署名議員の指名

追加日程第３

会期の決定

追加日程第４

副議長の選挙

追加日程第５

常任委員の選任

追加日程第６

議会運営委員の選任

追加日程第７

特別委員会の設置及び委員の選任

追加日程第８

愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

追加日程第９

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙

追加日程第 10

伊予消防等事務組合議会議員の選挙

2

追加日程第 11

伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠議員の選出

追加日程第 12

砥部町選挙管理委員及び補充員の選挙

追加日程第 13

議案第１号

平成 28 年度砥部町一般会計補正予算（第５号）

追加日程第 14

同意第 1 号

砥部町副町長の選任について

追加日程第 15

同意第２号

砥部町監査委員の選任について

追加日程第 16

同意第３号

砥部町監査委員の選任について

追加日程第 17

同意第４号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について

追加日程第 18

同意第５号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について

追加日程第 19 同意第６号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について

追加日程第 20 同意第７号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について

追加日程第 21 同意第８号

砥部町教育委員会教育長の任命について

追加日程第 22 同意第９号

砥部町教育委員会委員の任命について

・閉

会

3

平成 29 年第１回砥部町議会臨時会
平成 29 年２月６日（月）
午前９時 30 分開会
○議会事務局長（前田正則）

本日の臨時会は、一般選挙後初めての議会ですので、議長

が選挙されるまでの間、地方自治法第 107 条の規定によりまして、年長の議員が臨時に議
長の職務を行うこととなっております。出席議員のうち、三谷議員が年長者でございます
ので、三谷議員に臨時の議長をお願いいたします。三谷議員、どうぞ議長席の方へお着き
ください。
○臨時議長（三谷喜好）

ただいま紹介されました三谷でございます。地方自治法第 107

条の規定により、議長選挙の終わるまでの間、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろ
しくお願いをいたします。
ただいまから、平成 29 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
挨拶がございます。佐川町長。
○町長（佐川秀紀）

平成 29 年第１回臨時会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上

げます。まず始めに、厳しい選挙戦を勝ち抜かれ、当選されました議員の皆様に、心から
お喜びを申し上げます。また、私におきましても、町民の皆様方から温かいご支援とご負
託を賜り、引き続き町政運営の舵取りを務めさせていただくことになりました。町民の皆
様のご支援に感謝申し上げますとともに、重責をひしひしと感じているところでございま
す。１期目の４年間を振り返ってみますと、広田地域の活性化や農業振興、中学生までの
医療費無料化など、町民の皆様が心優しく笑顔で過ごすことができるまちづくりの実現に
向けて、一歩ずつではありましたが、全力で取り組んでまいりました。これからの４年間
も、私の政治理念であります町民主役のまちづくりをモットーに、子育てにやさしいまち
として、砥部焼と農産物の産地として、また、文化の薫るアートタウンとして、とりわけ
若い世代に住んでみたい、住んで良かったと思っていただける文化とこころがふれあうま
ちの実現に向け、四つの政策を柱に掲げて、全力で取り組んでまいります。まず、一つ目
の政策として、安心して楽しみながら子育てのできるまちづくりに取り組みます。従来の
子ども医療費助成やファミリーサポートセンターの運営などの子育て支援に加え、子育て
用品購入費助成を拡充させるとともに、待機児童解消のための保育所の充実や子育て世代
包括支援センターの開設など、子育て支援を推進してまいります。二つ目として、若者が
定着し地域経済が活性化するまちづくりに取り組みます。砥部焼ブランドを戦略の中核に
位置付け、県窯業技術センターとの連携を強化するとともに、関係団体と東京都で町産品
のアンテナショップを開催するなど、戦略的な砥部焼振興に努めます。また、農業分野に
おいても、広田地域の高原野菜や紅まどんななどのブランド果実の産地化などを推進して
まいります。三つ目として、笑顔がみえるまちづくりに取り組みます。住んでよかったと
実感できるまちづくりを推進するため、現在の障害福祉計画や高齢者福祉計画を見直しま
す。また、特定健診やがん検診などの利便性を高め受診率の向上を図り、病気の早期発見
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早期治療に努めるほか、産前産後ケアを強化するなど、健康づくりを推進してまいります。
さらに災害の備えとして、防災マップを充実させるほか、防災士や防災インストラクター
の養成を強力に進めるなど、地域の防災力の強化を図ってまいります。最後に四つ目の政
策として、
ふるさとづくりに取り組みます。広田地域の小さな拠点づくりを推進するため、
移動販売車と兼ねた高齢者の見守りの強化、移住・交流の促進、デマンドタクシーの継続
運行のほか、地域おこし協力隊の活動や、ふるさとフェスタの開催により賑わいの創出や
広田地域の魅力を発信してまいります。また、今年は、砥部焼磁器創業 240 年を迎えます。
240 年を記念して、町民ミュージカルを開催するなど、地域の価値観を再認識し、砥部町
への愛着や帰属意識を高めるなど、住民によるまちづくりを推進してまいります。これら
四つの政策の、一つ一つに責任を持ち不退転の決意で、全力で取り組んでまいります。さ
て、本日は、補正予算と人事案件のご審議をお願いしておりますが、議会の人事につきま
しても、ご審議されることと思います。新体制を整えていただきまして、町政発展のため、
ご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ、私の就任の挨拶並びに開会の挨拶とさ
せていただきます。
○臨時議長（三谷喜好）

これから本日の会議を開きます。本日の議長選挙までの議事日

程は、お手元に配布のとおりであります。日程第１、仮議席の指定を行います。仮議席は、
ただいまご着席の議席と指定します。
ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用いたしまして、全員協議会を開催したいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○臨時議長（三谷喜好）

午前９時 37 分

休憩

午後１時 10 分

再開

再開をします。日程第２、議長の選挙を行います。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
と思いますが、これにご異議ございませんか。
［「異議なし」の声あり］
○臨時議長（三谷喜好）

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

とに決定をいたしました。お諮りいたします。指名の方法については、臨時議長において
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］
○臨時議長（三谷喜好）

異議なしと認めます。よって臨時議長において指名することに

決定をいたしました。議長に森永茂男君を指名いたします。お諮りします。ただいま臨時
議長が指名いたしました森永茂男君を議長の当選人とすることに、ご異議ございませんか。
［「異議なし」の声あり］
○臨時議長（三谷喜好）

異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました森永

茂男君が議長に当選をされました。議長に当選された森永茂男君が議場におられますので、
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会議規則第 33 条第２項の規定により、当選の告知を行います。森永議長に就任のご挨拶を
お願いをいたします。森永君。
○議長（森永茂男）

一言、議長就任のごあいさつを申し上げます。この度、議員改選後

の議会構成にあたり、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。まこと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、執行機関におかれましては、第二次佐川町政がス
タートいたしますが、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。私といたし
ましては、行政機関と議会とが、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。よろしくお願いします。
○臨時議長（三谷喜好）

これで臨時議長の職務は、すべて終了いたしました。ご協力誠

にありがとうございました。森永議長、議長席にお着きください。
○議長（森永茂男）

お諮りします。お手元に配布しました追加議事日程のとおり、追加

日程第１、議席の指定から追加日程第 22 、同意第９号、砥部町教育委員会委員の任命に
ついてまでを日程に追加し、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（森永茂男）

異議なしと認めます。よって追加日程第１から追加日程第 22 まで

を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第１
○議長（森永茂男）

議席の指定

追加日程第１、議席の指定を行います。議席は、会議規則第４条第

１項の規定により、ただいま着席のとおり指定します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第２
○議長（森永茂男）

会議録署名議員の指名

追加日程第２、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、１番柿本正君、２番佐々木公博君を指名します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第３
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会期の決定

○議長（森永茂男） 追加日程第３、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、本日１日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（森永茂男）

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。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第４

○議長（森永茂男）

副議長の選挙

追加日程第４、副議長の選挙を行います。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（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（森永茂男）
した。

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

副議長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（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山口元之君が

副議長に当選されました。副議長に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。山口副議長に就任のご挨拶を
お願いします。12 番山口元之君。
○副議長（山口元之） 副議長就任にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。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。誠に身に余る光
栄であるとともに、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していきたいと
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にお願い申し上
げまして、就任のあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
○議長（森永茂男）

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

催します。
午後１時 21 分

休憩

午後３時 52 分

再開

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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追加日程第５
○議長（森永茂男）

常任委員の選任

再開します。追加日程第５、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（森永茂男）

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しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第６
○議長（森永茂男）

議会運営委員の選任

追加日程第６、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（森永茂男）

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しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第７
○議長（森永茂男）

特別委員会の設置及び委員の選任

追加日程第７、特別委員会の設置及び委員の選任についてを議題と

します。お諮りします。下水道整備事業に関する事項については、16 人の委員で構成する
下水道整備特別委員会を設置し、これに付託して、学校給食センター改築の関する事業に
ついては、16 人の委員で構成する砥部町学校給食センター改築検討特別委員会を設置し、
これに付託して、それぞれ調査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（森永茂男）

異議なしと認めます。よって特別委員会の設置については、ただい

ま申し上げましたとおり設置することに決定しました。お諮りします。ただいま設置され
ました特別委員会の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（森永茂男）

異議なしと認めます。よって特別委員会の委員については、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 56 分

休憩

午後３時 57 分

再開
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○議長（森永茂男）

再開します。各委員会の正副委員長については、お手元に配布の名

簿のとおり互選されましたので、ご報告します。今後、ご協力の程よろしくお願いします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第８
○議長（森永茂男）

愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

追加日程第８、愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行

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（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（森永茂男）

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。愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に佐川秀紀町長を指名します。お諮りしま
す。ただいま議長が指名しました佐川秀紀町長を愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員
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（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佐川秀紀町長が

当選されました。愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました、佐川秀紀町
長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。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第９
○議長（森永茂男）

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙

追加日程第９、伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙

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（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（森永茂男）

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。伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に政岡洋三郎君、大平弘子君を指名し
ます。お諮りします。ただいま議長が指名しました政岡洋三郎君、大平弘子君を伊予市・
伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の当選人と定めることに、ご異議ありませんか。
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［「異議なし」の声あり］
○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政岡洋三郎君、
大平弘子君が当選されました。伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に当選されま
した政岡洋三郎君、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。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 10

伊予消防等事務組合議会議員の選挙

○議長（森永茂男） 追加日程第 10、伊予消防等事務組合議会議員の選挙を行います。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（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（森永茂男）

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。伊予消防等事務組合議会議員に山口元之君、政岡洋三郎君を指名します。お諮りし
ます。ただいま議長が指名しました山口元之君、政岡洋三郎君を伊予消防等事務組合議会
議員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（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山口元之君、

政岡洋三郎君が当選されました。伊予消防等事務組合議会議員に当選されました山口元之
君、政岡洋三郎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。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 11

伊予市外二町共有物組合議会議員の選出

○議長（森永茂男） 追加日程第 11、伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠議員の選出
を行います。お諮りします。選出の方法については、議長において指名することにしたい
と思います。これに異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（森永茂男）

異議なしと認めます。よって選出の方法は、議長において指名する

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柿本正君、佐々木公博君を指名
します。お諮りします。ただいま議長が指名しました柿本正君、佐々木公博君を伊予市外
二町共有物組合議会議員に選出することに、ご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
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○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柿本正君、佐々
木公博君が伊予市外二町共有物組合議会議員に選出されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 12
○議長（森永茂男）

砥部町選挙管理委員及び補充員の選挙

追加日程第 12、砥部町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。

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薦
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（森永茂男）

異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選することに決

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（森永茂男）

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。選挙管理委員に、小川清一君、鵜川清君、亀井憲治君、西岡秀和君、以上の方を指
名します。お諮りします。ただいま議長が指名しました方を、選挙管理委員の当選人と定
めることにご異議ありませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長（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小川清一君、

鵜川清君、亀井憲治君、西岡秀和君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。選挙管
理委員補充員に、大城戸德雄君、中岡重樹君、仙波正司君、明賀徹君、以上の方を指名し
ます。お諮りします。ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と定
めることにご異議ありませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長（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大城戸德雄君、
中岡重樹君、仙波正司君、明賀徹君、以上の方が選挙管理員補充員に当選されました。次
に補充の順序についてお諮りします。補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序に
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（森永茂男）

異議なしと認めます。よって補充の順序は、ただいま議長が指名し

た順序に決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 13

第１号

平成 28 年度砥部町一般会計補正予算（第５号）

（説明、質疑、討論、採決）
○議長（森永茂男）

追加日程第 13、議案第１号、平成 28 年度砥部町一般会計補正予算

第５号を議題とします。提案理由の説明を求めます。大江企画財政課長。
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○企画財政課長（大江章吾）

一般会計の補正予算につきまして、ご説明をさせていただ

きます。お手元に予算書をお用意をお願いいたします。予算書の１ページをお願いをいた
します。議案第１号、平成 28 年度砥部町一般会計補正予算第５号。平成 28 年度砥部町の
一般会計補正予算第５号は、次に定めるところによる。歳入歳出予算補正、第１条、既定
の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 615 万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ 93 億 4,050 万２千円とする。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 29 年２月６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 615 万４千円につきまして、ご説明をさせていただきます。まず、２款総務
費、１項総務管理費の補正額 76 万９千円の増額でございますが、これにつきましては、機
構改革等につきまして不足する、職員の机、椅子の購入費でございます。４款衛生費、１
項保健衛生費の補正額 469 万８千円の増額でございますが、これにつきましては、がん検
診の受診者が大幅に増加いたしました。そのことによりまして検診の委託料を増額するも
のでございます。10 款教育費、６項保健体育費の補正額 68 万７千円の増額でございます
が、これにつきましては、陶街道ゆとり公園武道場におきまして、リオデジャネイロオリ
ンピック日本代表女子監督の南條充寿さん、和恵さんご夫妻と同オリンピック銅メダリス
ト山部佳苗選手による柔道教室の開催委託料と記念品代でございます。財源でございます
が、２ページをお願いをいたします。繰越金 484 万１千円、そして諸収入、これにつきま
しては、検診事業の個人負担金でございますが、131 万３千円でございます。以上で、補
正予算につきまして説明を終わります。ご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長（森永茂男）

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］
○議長（森永茂男）

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（森永茂男）

討論なしと認めます。採決を行います。本案は、原案のとおり決定

することに賛成の方は、ご起立願います。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。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。
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ます。
午後３時 53 分

休憩

午後４時８分

再開

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 14

同意第１号

砥部町副町長の選任について
12

（説明、質疑、討論、採決）
○議長（森永茂男） 再開します。追加日程第 14、同意第１号、砥部町副町長の選任につ
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、砥部町長副町長の選任について。次の者を砥部町副町

長に選任することについて、地方自治法第 162 条の規定により、議会の同意を求める。平
成 29 年２月６日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、伊予郡砥部町北川毛 817 番地３。氏名、
上田文雄。生年月日、昭和 31 年４月 17 日。提案理由、上田文雄副町長の任期が、平成 29
年２月 14 日に満了することに伴い、その後任を選任するため、提案するものでございます。
よろしくお願いいたします。
○議長（森永茂男）

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］
○議長（森永茂男）

質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

［討論なし］
○議長（森永茂男）

討論なしと認めます。

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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって第１号は、これに同意する

ことに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 15

同意第２号

砥部町監査委員の選任

（説明、質疑、討論、採決）
○議長（森永茂男） 追加日程第 15、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 条の除斥の規定により中島博志君の退場を求めます。
[中島博志議員退場]
○議長（森永茂男）

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 29 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総津 790
番地。氏名、中島博志。生年月日、昭和 24 年 11 月 27 日。提案理由、政岡洋三郎監査委員
の任期が、平成 29 月２月５日に満了したことに伴い、その後任を選任するため、提案する
ものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長（森永茂男）

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］
○議長（森永茂男）

質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

［討論なし］
○議長（森永茂男）

討論なしと認めます。
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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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第２号は、これに同意

することに決定しました。中島博志君の除斥を解除します。
[中島博志議員入場]
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 16

同意第３号

砥部町監査委員の選任

（説明、質疑、討論、採決）
○議長（森永茂男） 追加日程第 16、同意第３号、砥部町監査委員の選任についてを議題
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３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 29 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岩谷口 556
番地。氏名、影浦浩二。生年月日、昭和 43 年８月 22 日。提案理由、影浦浩二監査委員の
任期が、平成 29 月２月 15 日に満了することに伴い、その後任を選任するため、提案する
ものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長（森永茂男）

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］
○議長（森永茂男）

質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

［討論なし］
○議長（森永茂男）

討論なしと認めます。

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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第３号は、これに同意

することに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 17

同意第４号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任

追加日程第 18

同意第５号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任

追加日程第 19

同意第６号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任

追加日程第 20

同意第７号

砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任

（説明、質疑、討論、採決）
○議長（森永茂男） 追加日程第 17、同意第４号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の
選任についてから、追加日程第 20、同意第７号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選
任についてまでの４件を一括議題とします。提出者の説明を求めます。佐川町長。
○町長（佐川秀紀）

同意第４号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
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次の者を砥部町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第 423 条
第３項の規定により、議会の同意を求める。平成 29 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宮内 509 番地。氏名、古川孝之。生年月日、昭和 27 年 12 月 22
日。提案理由、中村成士委員の任期が、平成 29 月２月 15 日に満了することに伴い、その
後任を選任するため、提案するものでございます。同意第５号、砥部町固定資産評価審査
委員会委員の選任について。次の者を砥部町固定資産評価審査委員会委員に選任すること
について、地方税法第 423 条第３項の規定により、議会の同意を求める。平成 29 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大南 131 番地２。氏名、沼田泰博。
生年月日、昭和 25 年３月 19 日。沼田泰博委員の任期が、平成 29 月２月 15 日に満了する
ことに伴い、その後任を選任するため、提案するものでございます。同意第６号、砥部町
固定資産評価審査委員会委員の選任について。次の者を砥部町固定資産評価審査委員会委
員に選任することについて、地方税法第 423 条第３項の規定により、議会の同意を求める。
平成 29 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玉谷 70 番地。氏
名、橋本敏彦。生年月日、昭和 28 年２月２日。橋本敏彦委員の任期が、平成 29 月２月 15
日に満了することに伴い、その後任を選任するため、提案するものでございます。同意第
７号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について。次の者を砥部町固定資産評価
審査委員会委員に選任することについて、地方税法第 423 条第３項の規定により、議会の
同意を求める。平成 29 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重
光 463 番地１。稲荷寿。生年月日、昭和 32 年 10 月８日。德野重友委員の任期が、平成 29
月２月 15 日に満了することに伴い、その後任を選任するため、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をいたします。
○議長（森永茂男）

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］
○議長（森永茂男）

質疑なしと認めます。

討論及び採決については、１件ごとに行います。同意第４号、砥部町固定資産評価審査
委員会委員の選任について討論を行います。討論はありませんか。
［討論なし］
○議長（森永茂男）討論なしと認めます。
同意第４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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第４号は、これに同意

することに決定しました。
同意第５号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について討論を行います。討論
はありませんか。
［討論なし］
○議長（森永茂男）討論なしと認めます。
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同意第５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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第５号は、これに同意

することに決定しました。
同意第６号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について討論を行います。討論
はありませんか。
［討論なし］
○議長（森永茂男）討論なしと認めます。
同意第６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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第６号は、これに同意

することに決定しました。
同意第７号、砥部町固定資産評価審査委員会委員の選任について討論を行います。討論
はありませんか。
［討論なし］
○議長（森永茂男）討論なしと認めます。
同意第７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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第７号は、これに同意

することに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 21

同意第８号

砥部町教育委員会教育長の任命について

（説明、質疑、討論、採決）
○議長（森永茂男） 追加日程第 21、同意第８号、砥部町教育委員会教育長の任命につい
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８号、砥部町教育委員会教育長の任命について。次の者を砥

部町教育委員会教育長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 29 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宮内 2417 番地。氏名、武智省三。生年月日、昭和 21
年 12 月２日。提案理由、武智省三教育委員会委員兼教育長の任期が、平成 29 月２月 16
日に満了することに伴い、新教育委員会制度に基づく教育長を任命するため、提案するも
のでございます。よろしくお願いいたします。
○議長（森永茂男）

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。
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［質疑なし］
○議長（森永茂男）

質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

[討論なし］
○議長（森永茂男）討論なしと認めます。
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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第８号は、これに同意

することに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 22

同意第９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（森永茂男） 追加日程第 22、同意第９号、砥部町教育委員会委員の任命について
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９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２項の規定により、議会の同意を求める。平成 29 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総津 570 番地。氏名、丸本正和。生年月日、昭和 30 年 11
月８日。提案理由、久保野伸一教育委員会委員の任期が、平成 29 月２月 16 日に満了する
ことに伴い、その後任を任命するため、提案するものでございます。よろしくお願いいた
します。
○議長（森永茂男）

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

［質疑なし］
○議長（森永茂男）

質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。

[討論なし］
○議長（森永茂男）討論なしと認めます。
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。
［全員起立］
○議長（森永茂男）

全員起立です。ご着席ください。よって同意第９号は、これに同意

することに決定しました。
お諮りします。各委員長より閉会中の継続調査の申し出がありましたので、議会の運営
に関する事項及び議長の諮問に関する事項については議会運営委員会に、常任委員会の所
管事務等の調査事項については所管の常任委員会に、特別委員会の調査事項については特
別委員会にそれぞれ付託し、閉会中の継続調査と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（森永茂男）

異議なしと認めます。よって各委員長から申し出のとおり、閉会中
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の継続調査と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、新しい議長に就任されました
森永議員様、そして副議長に就任されました山口議員様に、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、井上前議長様、大平前副議長様には、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。ありがとうございました。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なっ
て、円滑に町政を推進し、文化とこころがふれあうまちの実現に向け、全力で取り組んで
まいりますので、議員の皆様の一層のご支援・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。本日は、本当にありがとうございまし
た。
○議長（森永茂男）

以上をもって、平成 29 年第１回砥部町議会臨時会を閉会します。

どうもお疲れでございました。

午後４時 29 分

18

閉会

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。

砥部町議会臨時議長

砥部町議会議長

砥部町議会議員

砥部町議会議員

19

資

料

20

平成29年2月6日

委 員 会 名 簿

議

長

森 永 茂男

副 議長

山 口 元之

（常任委員会）
委員長

三谷喜好

総 務 常 任 委 員 会
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平岡文男

山口元之
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菊池伸二

委員長
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議 会 広 報 常 任 委 員会

佐々木公博

三谷喜好

原田公夫

委 員
副委員長

佐々木

雄

佐々木公博

（議会運営委員会）
委員長

井上洋一

議 会 運 営 委 員 会

三谷喜好

平岡文男

委 員
副委員長

松﨑浩司

委員長

松﨑浩司

副委員長

菊池伸二

委員長

政岡洋三郎

副委員長

大平弘子
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