
 

 

 

 

 

砥 部 町 議 会 

平 成 31 年 第 １ 回 臨 時 会 

会 議 録 

 



  



1 

 

 

平成 31年第１回砥部町議会臨時会 会議録 

 

招集年月日 平成 31年２月６日 

招 集 場 所 砥部町議会議事堂 

開 会 平成 31年２月６日 午前９時 30分 議長宣告 

出 席 議 員 

１ 番 柿本 正   ２ 番 佐々木公博  ３ 番 原田公夫 

４ 番 東 勝一   ５ 番 菊池伸二   ６ 番     

７ 番 森永茂男   ８ 番 松﨑浩司   ９ 番 大平弘子  

10 番    11 番 政岡洋三郎     12 番 山口元之  

13 番 井上洋一   14 番 中島博志       15 番 平岡文男  

16 番 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     佐川秀紀   副町長    上田文雄 

教育長     武智省三   総務課長   相原清志 

企画財政課長  大江章吾   地域振興課長補佐 林 健児 

子育て支援課長 田邊敏之   学校教育課長 門田敬三 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 
議会事務局長 前田正則 

庶務係長   楠 耕一 

会議録署名 

議員の指名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

９番 大平弘子  10番  

傍 聴 者 １人 
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日程第２ 会期の決定 

 

日程第３ 諸般の報告 

 

日程第４ 議案第１号 平成 30 年度砥部町一般会計補正予算(第 7 号) 

 

日程第５ 同意第１号 砥部町監査委員の選任について 

 

日程第６ 同意第２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 副議長の辞職 

 

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 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８ 伊予消防等事務組合議会議員の補欠選挙 

 

・閉  会 
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平成 31年第１回砥部町議会臨時会 

平成 31年２月６日（水） 

午前９時 30分開会 

○議長（松﨑浩司） ただいまから、平成 31 年第１回砥部町議会臨時会を開会します。町

長から招集の挨拶があります。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 本日は、公私ご多忙のところ平成 31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。開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。今年の冬は、年頭か

ら暖かく穏やかな日々が続いております。町内の梅の木も春を待ちきれず、いち早く開花を

始めたようでございます。伊予路に春を呼ぶと言われております椿まつりも始まります。今

年は、新しい元号の始まる記念すべき年となります。来る新しい時代の幕開けに向け、しっ

かりとした対応をしていかなければならないと考えておりますので、議員の皆様方のご指

導・ご支援をよろしくお願い申し上げます。さて、本日は、小学校の教室に空調設備を導入

するための関係経費２億 2,982万４千円を含む一般会計補正予算案、砥部町監査委員の選任

及び砥部町教育委員会委員の任命について、ご審議をお願いしております。どうかご理解を

賜り、ご議決・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（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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、９番大平弘子君、10番 君を指名いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（松﨑浩司） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、去る１月 30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（松﨑浩司） 異議なしと認めます。 

 よって会期は、本日１日に決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（松﨑浩司） 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、
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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いたします。 

 

 

午前９時 33分 休憩 

午後２時 50分 再開 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 議案第１号 平成 30年度砥部町一般会計補正予算（第７号） 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（松﨑浩司） 再開します。日程第４、議案第１号、平成 30 年度砥部町一般会計補

正予算第７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。 

○企画財政課長（大江章吾） それでは、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。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 30年度砥部町一

般会計補正予算第７号、平成 30年度砥部町の一般会計補正予算第７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２億 6,477

万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 101億 9,610万４千円とする。

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。第２条繰越明許費、地方自治法第 213条第 1項

の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は第２表繰越明許費による。第

３条債務負担行為補正、債務負担行為の追加は第３表債務負担行為補正による。第４条地方

債補正、地方債の変更は第４表地方債補正による。平成 31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。歳出につきましてご説明をさせていただきま

す。初めに２款総務費でございますが、86万５千円を追加いたしまして、９億 1,362万２千

円とするものでございます。１項の総務管理費で、ふるさと応援寄附金の増額に伴いまして、

返礼品等の関係経費を追加するものでございます。３款民生費でございますが、1,486 万８

千円を追加し 41億 3,403万７千円とするものでございます。２項児童福祉費で、砥部こども

園のブロック塀改修工事費を追加するものでございます。10款教育費でございますが、２億

4,904 万４千円を追加し 16 億 1,257 万 7 千円とするものでございます。２項小学校費では、

ブロック塀の改修工事費と空調設備の整備費を追加するものでございます。その他、９月補

正で計上いたしました空調設備の整備工事費の設計委託料につきまして財源組換を行ってお

ります。３項中学校費につきましては、修繕料を追加するものでございます。続きまして歳

入でございますが、２ページをご覧いただきたいと思います。13款の国庫支出金 4,687万１

千円、16款の寄附金 253万円、20款町債２億 2,930万円をそれぞれ増額いたしまして、一般

財源といたしまして、18款繰越金を 1,392万４千円減額するものでございます。続きまして

４ページをお願いをいたします。繰越明許費でございます。この繰越明許費でございますが、
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今回補正いたしますブロック塀の改修事業費と、そして空調設備の事業費の委託料、そして

工事費の全額を翌年度に繰り越すものでございます。続きまして５ページをお願いをいたし

ます。債務負担行為でございます。債務負担行為でございますが、砥部焼伝統産業会館駐車

場造成工事につきまして、早期に契約をして早期に完成を目指すため、期間を 31年度、限度

額を 4,781万４千円を設定するものでございます。続きまして６ページをお願いをいたしま

す。地方債の補正でございますが、変更でございます。ブロック塀の改修と空調設備の整備

事業の財源といたしまして、学校教育施設等整備事業を２億 2,930万円増額いたしまして、

２億 7,940万円とするものでございます。以上で説明を終わります。ご審議賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（松﨑浩司） 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」の声あり］ 

○議長（松﨑浩司） 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」の声あり］ 

○議長（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 同意第１号 砥部町監査委員の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（松﨑浩司） 日程第５、同意第１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、山口元之君の退場を求めます。 

［山口元之議員退場］ 

○議長（松﨑浩司） 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 31年２月６日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、伊予郡砥部町外山 350番地、氏名、山口

元之、生年月日、昭和 20年１月 24日。提案理由、中島博志監査委員の退職に伴う後任を選

任するため、提案するものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松﨑浩司） 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」の声あり］ 

○議長（松﨑浩司） 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」の声あり］ 
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○議長（松﨑浩司） 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。 

［起立多数］ 

○議長（松﨑浩司） 起立多数です。ご着席ください。よって、同意第１号は、これに同意

することに決定しました。山口元之君の入場を求めます。 

［山口元之議員入場］ 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 同意第２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（松﨑浩司） 日程第６、同意第２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２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 31年２月６日提出、砥部町長佐川秀紀。住

所、伊予郡砥部町高尾田 1173番地 29、氏名、廣瀨美和子、生年月日、昭和 32年 11月 12日。

提案理由、廣瀨美和子教育委員会委員の任期が、平成 31年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（松﨑浩司） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（松﨑浩司） 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」の声あり］ 

○議長（松﨑浩司） 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（松﨑浩司） 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。 

 政岡副議長、議長席にお着き願います。 

○副議長（政岡洋三郎） ただいま松﨑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（政岡洋三郎） 異議なしと認めます。 

 よって議長の辞職を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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追加日程第 1 議長の辞職 

○副議長（政岡洋三郎） 追加日程第１、議長の辞職を議題とします。地方自治法第 117条

の規定により、松﨑議長の退場を求めます。 

［松﨑議長退場］ 

○副議長（政岡洋三郎） 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（前田正則） 辞職願。このたび、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 31年２月６日。砥部町議会副議長政岡洋三郎

様。砥部町議会議長松﨑浩司。 

○副議長（政岡洋三郎） お諮りします。松﨑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（政岡洋三郎） 異議なしと認めます。 

よって松﨑議長の議長の辞職を許可することに決定しました。 

松﨑議長の入場を求めます。 

［松﨑議長入場］ 

○副議長（政岡洋三郎） 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、松﨑議

長、退任の挨拶をお願いします。 

○議長（松﨑浩司） 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、

政岡副議長をはじめ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、衷心より厚くお礼申し上げます。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、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を申し上げ、議長退任の挨拶

といたします。１年間、ありがとうございました。 

○副議長（政岡洋三郎） 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（政岡洋三郎） 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 
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○副議長（政岡洋三郎） 追加日程第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。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（政岡洋三郎） 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、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（政岡洋三郎） 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。 

 議長に中島博志君を指名します。 

 お諮りします。ただいま副議長が指名しました中島博志君を、議長の当選人とすることに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○副議長（政岡洋三郎） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました中島博志君が議長に当選されました。議長に当選された中

島博志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。

中島議長に就任のご挨拶をお願いします。 

○議長（中島博志） 一言、議長就任にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。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。誠に身に余る光栄でございます。私が、その器でないことはよく承知してお

ります。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。松﨑前議長におかれましては、議会改革の推進

にご尽力いただき、１年間、本当にお世話になりました。私も、中立・公正を旨とし、円滑

な議会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ので、議員各位には、今後と

も、ご支援・ご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、

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、手腕を発揮していた

だきますよう、ご期待を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、議長就任のご挨拶に代えさせていただきます。 

○副議長（政岡洋三郎） 中島議長、議長席にお着き願います。 

○議長（中島博志） ただいま政岡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］ 
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○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって副議長の辞職を日程に追加し、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 副議長の辞職 

○議長（中島博志） 追加日程第３、副議長の辞職を議題とします。地方自治法第 117条の

規定により、政岡副議長の退場を求めます。 

［政岡副議長退場］ 

○議長（中島博志） 事務局長に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（前田正則） 辞職願。このたび、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 31年２月６日。砥部町議会議長中島博志様。

砥部町議会副議長政岡洋三郎。 

○議長（中島博志） お諮りします。政岡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（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって政岡副議長の副議長の辞職を許可することに決定しました。 

政岡副議長の入場を求めます。 

［政岡副議長入場］ 

○議長（中島博志） 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、政岡副議

長、退任のご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（政岡洋三郎） 副議長を退任するにあたり、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、松﨑議長をはじめ、議員の皆様方、並びに町執行部各位のご指導とご鞭撻

の賜物であり、ここに謹んで厚くお礼を申し上げます。今後も、一議員として町政の発展に

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。１年間、ありがとうございました。 

○議長（中島博志） 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４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（中島博志） 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４として選挙を行うことに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４ 副議長の選挙 



10 

 

○議長（中島博志） 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（中島博志） 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を決定しました。 

 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（中島博志） 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 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 君を、副議長の当選人とすることに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました 君が副議長に当選されました。副議長に当選され

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。 副議長に就任のご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（ ） ただいま、副議長に就任をいたしました。一言ご挨拶を申し上げま

す。このたび、皆さまのご推挙により、副議長に就任することになりました。誠に身に余る

光栄であると同時に、責任の重大さを痛感をいたしております。副議長の要職を十分に果た

すことができるだろうかという不安はありますが、中島議長のご指導、ご助言をいただいて、

名誉ある職を汚さないよう、しっかりと頑張っていきたいと思っております。議員各位のご

指導、ご協力を心からお願いを申し上げまして、簡単ですが就任のご挨拶といたします。よ

ろしくお願いします。 

○議長（中島博志） 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５、常任委員の選任から追加日程第８、伊予消防等事務組合議会議員の補欠選挙までを

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（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって追加日程第５から追加日程第８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５ 常任委員の選任 

○議長（中島博志） 追加日程第５、常任委員の選任を行います。 

 お諮りします。任期満了に伴う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
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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（中島博志） 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 議会運営委員の選任 

○議長（中島博志） 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。任期満了に伴う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（中島博志） 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します。休憩時間を利用し、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 20分 休憩 

午後３時 21分 再開 

 

○議長（中島博志） 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、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７ 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（中島博志） 追加日程第７、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（中島博志） 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（中島博志） 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。 
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 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に、平岡文男君、柿本正君を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました、平岡文男君、柿本正君を当選人とすること

にご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 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、柿本正君が当選されました。平岡文男君、柿

本正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８ 伊予消防等事務組合議会議員の補欠選挙 

○議長（中島博志） 追加日程第８、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。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 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（中島博志） 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、井上洋一君、三谷喜好君を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました、井上洋一君、三谷喜好君を当選人とするこ

とにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 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、三谷喜好君が当選されました。井上洋一君、

三谷喜好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。 

 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、挨拶をお願いしま

す。 

○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、新しく議長に就任されました中島博

志議員様、そして副議長に就任されました 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、松﨑議長様、政岡副議長

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
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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。

これから日増しに春めいてまいりますが、まだまだ寒い日もございます。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、誠にありがとうござ

いました。 

○議長（中島博志） 以上をもって、平成 31年第１回砥部町議会臨時会を閉会します。 

 

 

午後３時 26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。 
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