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   平生町告示第９号 

    平成２５年第３回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       平成２５年５月２９日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期  日  平成２５年６月３日 

   ２ 場  所  平生町議会議事堂 

   ３ 付議事項 

（１）平成２５年度平生町一般会計補正予算について 

（２）専決処分事項の承認について 

（平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例） 

（３）専決処分事項の承認について 

（平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

（４）平成２４年度平生町一般会計繰越明許費繰越額の報告について 

（５）平成２４年度平生町土地開発公社の経営状況の報告について 

（６）特別委員の辞任について 

（７）常任委員、議会運営委員及び委員長、副委員長の選任について 

（８）一部事務組合議会議員の選挙について 

（９）平生町農業委員会委員の推薦について 

（10）議会広報広聴調査特別委員会委員の選任について 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

１番 松本 武士君       ２番 村中 仁司君 

３番 久保 俊一君       ５番 中川 裕之君 

６番 河藤 泰明君       ７番 渕上 正博君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

12番 岩本ひろ子さん       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成２５年 第３回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                          平成２５年６月３日（月曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                     平成２５年６月３日 午前９時００分開会 

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 議案第１号 平成２５年度平生町一般会計補正予算 

 日程第５ 承認第１号 専決処分事項の承認について 

（平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例） 

 日程第６ 承認第２号 専決処分事項の承認について 

（平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第７ 報告第１号 平成２４年度平生町一般会計繰越明許費繰越額の報告について 

日程第８ 報告第２号 平成２４年度平生町土地開発公社の経営状況の報告について 

 日程第９ 特別委員の辞任について 

 日程第10 常任委員及び委員長、副委員長の選任について 

 日程第11 議会運営委員及び委員長、副委員長の選任について 

 日程第12 田布施・平生水道企業団議会議員の選挙について 

 日程第13 熊南総合事務組合議会議員の選挙について 

 日程第14 周東環境衛生組合議会議員の選挙について 

 日程第15 柳井地区広域消防組合議会議員の選挙について 

 日程第16 柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙について 

 日程第17 平生町農業委員会委員の推薦について 

 日程第18 議会広報広聴調査特別委員会委員の選任について 

 日程第19 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２  会期の決定（１日間） 

日程第４ 議案第１号 平成２５年度平生町一般会計補正予算 

日程第５ 承認第１号 専決処分事項の承認について 
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（平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例） 

 日程第６ 承認第２号 専決処分事項の承認について 

（平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第９ 特別委員の辞任について 

 日程第10 常任委員及び委員長、副委員長の選任について 

 日程第11 議会運営委員及び委員長、副委員長の選任について 

 日程第12 田布施・平生水道企業団議会議員の選挙について 

 日程第13 熊南総合事務組合議会議員の選挙について 

 日程第14 周東環境衛生組合議会議員の選挙について 

 日程第15 柳井地区広域消防組合議会議員の選挙について 

 日程第16 柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙について 

 日程第17 平生町農業委員会委員の推薦について 

 日程第18 議会広報広聴調査特別委員会委員の選任について 

 日程第19 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

１番 松本 武士君       ２番 村中 仁司君 

３番 久保 俊一君       ５番 中川 裕之君 

６番 河藤 泰明君       ７番 渕上 正博君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

12番 岩本ひろ子さん       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 羽山 敦紀君       書記 村井 泰行君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 山田 健一君  副町長 ………………… 佐竹 秀道君 
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教育長 ……………………………………………………………………… 高木 哲夫君     

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 吉賀 康宏君 

総合政策課長 ………… 角田 光弘君    町民課長 ……………… 石杉 功作君 

税務課長兼徴収対策室長 ………………………………………………… 山本 俊明君 

健康福祉課長 ………… 田代 信忠君    建設課長 ……………… 藤田  衛君 

教育次長兼学校教育課長 ………………………………………………… 福本 達弥君 

────────────────────────────── 

午前９時００分開会・開議 

○議長（福田 洋明君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより平成２５年第３回平生町議会臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（福田 洋明君）  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１１６条の規定により、議長において、平岡正一議員、岩本ひ

ろ子議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（福田 洋明君）  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（福田 洋明君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

諸般の報告につきましては、地方自治法第２３５条の２第３項の規定による平成２５年４月及

び５月実施の例月出納検査の結果報告並びに地方自治法第１２１条第１項の規定による本臨時会

における議案等の説明のため、出席を求めた者及び委任を受けた者の職氏名は、お手元に配布の

とおりであります。 

これをもって、諸般の報告を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１号 

日程第５．承認第１号 

日程第６．承認第２号 

日程第７．報告第１号 

日程第８．報告第２号 

○議長（福田 洋明君）  日程第４、議案第１号平成２５年度平生町一般会計補正予算及び日程第

５、承認第１号平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認について並び

に日程第６、承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認

についての件を一括議題といたします。 

  町長から、提案理由の説明並びに日程第７、報告第１号平成２４年度平生町一般会計繰越明

許費繰越額の報告について及び日程第８、報告第２号平成２４年度平生町土地開発公社の経営状

況の報告についてまでの報告を求めます。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  議員の皆さんおはようございます。 

６月に入りまして、今年もすでに１年の半ばを迎えているところであります。今年は４月から

５月にかけて、爽やかな天候に恵まれまして、ひらおウォーキング大会など野外での活動は十分

満喫できたことだと思います。一方で、平年に比べ雨が少なく、農家の方々にとっては雨が待ち

遠しいところでありましたが、ようやく先月２７日ごろに、当地域におきましても梅雨入りした

との気象庁による発表がございました。本町におきましても、今後まとまった降水量がもたらさ

れることが予想されますが、農作物にとって慈雨となりますよう祈るばかりであります。また、

近年全国各地でゲリラ豪雨などによる災害が発生をしており、これからの季節においては、一層

の警戒が必要なときで、危機管理意識を強く持って、適切に対応していきたいと思っております。 

 そのような本日、平成２５年第３回平生町議会臨時会を開催をいたしましたところ、御多忙に

もかかわりませず、全員の御出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 本臨時会に御提案申し上げます議案は、農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定に基

づきまして、平生町農業委員会委員の推薦をお願い申し上げますことと、瀬戸内海海区漁業調整

委員会委員の補欠選挙に伴います補正予算１件、専決処分にかかわります承認２件、繰越明許及

び土地開発公社にかかわる２件の報告をさせていただきたいと存じます。 

それでは、議案第１号平成２５年度平生町一般会計補正予算につきまして御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員の補欠選挙に係るもので、補正額

といたしましては、８８万１，０００円を追加いたしまして、予算総額は４８億７，６０８万１，

０００円となるものであります。 
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 歳出の内容といたしましては、７ページになりますが、選挙費に海区漁業調整委員補欠選挙費

を新設し、選挙にかかわる人件費、事務費を計上いたしております。 

 歳入につきましては、前に戻りまして６ページでございますが、海区漁業調整委員補欠選挙費

にかかわる県委託金、及び財政基金からの繰入金を財源充当いたすものであります。 

 瀬戸内海海区の漁業調整委員会は、瀬戸内海海区内の操業調整等を行う機関でありまして、そ

の委員は、漁民委員９人（７ページに訂正発言あり）、学識経験委員４人、公益代表委員２人の

計１５人で構成されているものであります。このたび、その委員のうち選挙による委員でありま

す漁民委員１人が５月半ばに逝去され、委員に欠員が生じたため、漁業法第９３条第２項の規定

により、補欠選挙を行う必要が生じたものであります。同じく漁業法において準用されることと

なる公職選挙法第３４条第１項の規定によりまして、補欠選挙の期日はその行うべき事由が生じ

た日から５０日以内とされており、５月２１日開催の山口県選挙管理委員会におきまして、６月

１８日告示、２７日投票と定められたところであり、緊急に予算を編成する必要が生じたことか

ら、急遽臨時会での予算審議をお願いしたものであります。 

続きまして、承認第１号平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認に

ついて及び承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認に

ついて一括して御説明申し上げます。 

両条例の改正は、税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から喫緊の課題に対応するため、

地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布、４月１日から施行されたことに

伴うものであります。緊急に執行を要するため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、去

る４月１日に専決処分させていただいたものでありまして、同条第３項の規定により、承認をお

願いするものであります。 

まず、承認第１号平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認について

御説明を申し上げます。 

このたびの地方税制の一部改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実

現する等の観点から、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長・拡充、延滞金の見直し

など税制全般にわたる改革の一環として行われたものであります。 

主な改正の内容につきましては、個人住民税の住宅ローン控除の延長・拡充では、消費税率引

き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として実施されるものであります。所得

税の住宅ローン控除適用者で、平成２６年から平成２９年までの入居者を対象として、所得税か

ら控除しきれなかった住宅ローン控除額、または１３万６，５００円を限度に所得税の課税総所

得金額に１００分の７を乗じて得た額のいずれか小さい額を、個人住民税から控除するというも

のであります。 
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延滞金等の利率の見直しでは、現在の低金利の状況から、国税の見直しにあわせ、地方税に係

る延滞金及び還付加算金の利率を引き下げるものであります。 

以上が、専決処分をした平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例についての主な内容であ

ります。 

なお、施行期日は平成２５年４月１日ですが、施行期日の異なるものもありますので、附則に

て定めております。 

続きまして、承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承

認について申し上げます。 

改正の内容につきましては、地方税法の改正に伴いまして、国民健康保険から後期高齢者医療

制度に移行したことによりまして特定世帯となった国民健康保険の世帯の保険税につきまして、

特例を新たに設けたものであります。この特例の内容は、既に講じられております後期高齢者医

療制度移行後５年目までの間の世帯別平等割額を２分の１とする軽減措置に加え、移行後６年目

から８年目までの間においても、世帯別平等割額を４分の３とするものであります。 

続きまして、報告第１号及び報告第２号を一括して御説明申し上げます。 

報告第１号は、平成２４年度平生町一般会計繰越明許費繰越額の報告であります。 

子育て支援特別対策事業施設整備費、ため池等整備事業、佐賀漁港海岸保全施設整備事業、ま

た、平成２４年度の国の補正予算によります農免農道整備事業、佐賀漁港海岸保全施設整備事業、

道路点検事業と、国の震災復興特別会計の予備費活用によります平生中学校普通教室棟耐震改修

整備事業に係る平成２４年度平生町一般会計繰越明許費であります。地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書の御報告を申し上げるものであります。 

次に、報告第２号平成２４年度平生町土地開発公社の経営状況の報告についてであります。 

去る５月２３日、平生町土地開発公社理事会におきまして承認を得ましたので、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定に基づきまして、御報告を申し上げるものであります。 

以上をもちまして、本日御提案申し上げております議案の提案理由説明と報告を終わらさせて

いただきます。なお、説明不足の点もあろうかと思いますので、皆様方の御質問によりまして、

私並びに説明出席者によりお答えをいたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただき、御

議決並びに御承認を賜りますようにお願い申し上げます。 

すみません。ちょっと訂正をさせてください。瀬戸内海海区の漁業調整委員会の構成につきま

して、先ほど漁民委員９人を８人と申し上げたようでございますので、９人に訂正をしておわび

を申し上げます。 

○議長（福田 洋明君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、提出議案に対する質疑に入ります。 
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 まず、議案第１号平成２５年度平生町一般会計補正予算について質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

次に、承認第１号平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認について

及び承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認について

の件について、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。 

次に、報告第１号平成２４年度平生町一般会計繰越明許費繰越額の報告について及び報告第

２号平成２４年度平生町土地開発公社の経営状況の報告についての件について、一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。久保俊一議員。 

○議員（３番 久保 俊一君）  平生土地開発公社でですね、これ、みのげ団地としてありますよ

ね。それで、この前みのげ団地周辺をちょっと見て回ったんですよ。これ、土地はだいたいどこ

に行けばあるんですか。 

それと、この土地の価格が書いてあるちゅうことは、この価格ちゅうことは、借り入れたとき

の手形ですか。それによってこの収支報告がいろいろ書いてありますよね。これ僕が間違えとる

かしらないんですけど、僕の記憶では、この土地開発公社は整理して清算するようなことも聞い

たような気もするんですよ。だからそれの考え、今後どうするんか。それで、このままずっとこ

の状態で、利子も払えん状態でずっといっているんですけど、このまま続けるのか。そして、そ

の土地がだいたいどこにきて、どういう土地か、ちょっと説明できたらお願いします。 

 僕自身現状に行ったんですけど、どこか場所わかりませんでしたのでよろしくお願いします。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  総合政策課長のほうから答弁いたします。 

○議長（福田 洋明君）  角田総合政策課長。 

○総合政策課長（角田 光弘君）  それではお答えいたしたいと思います。 

 まず、１点目のみのげの土地の場所でございますが、現在、既に県事業であります農免農道事

業の作業道として舗装して道路の形態をなしております。ですから、大井川沿いから大野促進住

宅に入るところから、ほぼ直角で新しい道路ができていると思います。現在、社協のほのぼのセ

ンターの西側になるんですかね、そちらに山に向かって新しい道ができています。二車線の道が。

そこが主には、みのげのここに上がっております土地であります。面積で約８７５平米というこ

とでございます。 
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 それと、ここに上がっております金額でございますが、これは、みのげの土地の台帳上の簿価

でありまして、毎年金融機関から借り入れを起こしまして、その利息を払いながら、毎年ずって

いるという状況でございます。 

 ３点目でございますが、公社の今後のあり方でございますが、現在、先ほど申し上げましたよ

うに県の農免農道の整備事業の作業道として、その土地を使っております。予定ではあと２年程

度で農免農道が完成するようでございますので、その完成後には、作業道のままで、工事終了後

には公社にまず県から返還していただきまして、その後、町が公社から買い取る予定でございま

す。その段階で、公社の解散ということになるわけでございますが、具体的な流れといたしまし

ては、解散に係る経費を計上いたしまして、解散に係る公社の理事会での同意、そのときに町議

会の議決、その後県知事への許可という手続きを経まして解散という流れになるわけでございま

す。以上でございます。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  賛成討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより採決に入ります。分割して採決を行います。 

まず、議案第１号平成２５年度平生町一般会計補正予算の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。 

よって、議案第１号の件は、原案のとおり可決されました。 

次に、承認第１号平生町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認について

及び承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認について

の件を一括起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。 
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よって、承認第１号及び承認第２号の件は、原案のとおり承認されました。 

ここで暫時休憩いたします。 

委員会室で全員協議会を開催いたします。午前９時３５分から全員協議会を開催いたします。 

本会議は、全員協議会が終了次第、再開するということにいたします。 

午前９時２１分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１０時５５分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．特別委員の辞任について 

○議長（福田 洋明君）  日程第９、特別委員の辞任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、河藤泰明議員の御退席をお願いします。 

〔６番 河藤 泰明議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  河藤泰明議員から、議会広報広聴調査特別委員会委員を辞任したいとの

申し出があります。 

お諮りいたします。本件は、申し出のとおり、辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、河藤泰明議員の議会広報広聴調査特別委員会委員の辞任を許可することに決定しまし

た。 

〔６番 河藤 泰明議員 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、地方自治法第１１７条の規定により、岩本ひろ子議員の御退席を

お願いします。 

〔１２番 岩本ひろ子議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  岩本ひろ子議員から、議会広報広聴調査特別委員会委員を辞任したいと

の申し出があります。 

お諮りいたします。本件は、申し出のとおり、辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、岩本ひろ子議員の議会広報広聴調査特別委員会委員の辞任を許可することに決定しま

した。 

〔１２番 岩本ひろ子議員 入場〕 
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○議長（福田 洋明君）  次に、地方自治法第１１７条の規定により、中川裕之議員の御退席をお

願いします。 

〔５番 中川 裕之議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  中川裕之議員から、議会広報広聴調査特別委員会委員を辞任したいとの

申し出があります。 

お諮りいたします。本件は、申し出のとおり、辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、中川裕之議員の議会広報広聴調査特別委員会委員の辞任を許可することに決定しまし

た。 

〔５番 中川 裕之議員 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、地方自治法第１１７条の規定により、久保俊一議員の御退席をお

願いします。 

〔３番 久保 俊一議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  久保俊一議員から、議会広報広聴調査特別委員会委員を辞任したいとの

申し出があります。 

お諮りいたします。本件は、申し出のとおり、辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、久保俊一議員の議会広報広聴調査特別委員会委員の辞任を許可することに決定しまし

た。 

〔３番 久保 俊一議員 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、地方自治法第１１７条の規定により、村中仁司議員の御退席をお

願いします。 

〔２番 村中 仁司議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  村中仁司議員から、議会広報広聴調査特別委員会委員を辞任したいとの

申し出があります。 

お諮りいたします。本件は、申し出のとおり、辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、村中仁司議員の議会広報広聴調査特別委員会委員の辞任を許可することに決定しまし

た。 
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〔２番 村中 仁司議員 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  次に、地方自治法第１１７条の規定により、松本武士議員の御退席をお

願いします。 

〔１番 松本 武士議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  松本武士議員から、議会広報広聴調査特別委員会委員を辞任したいとの

申し出があります。 

お諮りいたします。本件は、申し出のとおり、辞任を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、松本武士議員の議会広報広聴調査特別委員会委員の辞任を許可することに決定しまし

た。 

〔１番 松本 武士議員 入場〕 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．常任委員及び委員長、副委員長の選任について 

日程第１１．議会運営委員及び委員長、副委員長の選任について 

○議長（福田 洋明君）  日程第１０、常任委員及び委員長、副委員長の選任について並びに日程

第１１、議会運営委員及び委員長、副委員長の選任についてまでを一括議題といたします。 

常任委員、議会運営委員及び委員長、副委員長の選任については、平生町議会委員会条例第

５条第４項及び第６条第２項の規定により、議長において指名いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

ただいまから指名いたします。 

まず、総務厚生常任委員に、村中仁司議員、平岡正一議員、福田洋明議員、細田留美子議員、

渕上正博議員、中川裕之議員。委員長に村中仁司議員、副委員長に平岡正一議員。 

次に、産業文教常任委員に、久保俊一議員、柳井靖雄議員、河内山宏充議員、岩本ひろ子議員、

河藤泰明議員、松本武士議員。委員長に久保俊一議員、副委員長に柳井靖雄議員。 

次に、議会運営委員に、河藤泰明議員、渕上正博議員、柳井靖雄議員、細田留美子議員、久保

俊一議員、村中仁司議員。委員長に河藤泰明議員、副委員長に渕上正博議員。 

それぞれ指名及び選任いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの常任委員、議会運営委員及び委員長、

副委員長に選任することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．田布施・平生水道企業団議会議員の選挙について 

日程第１３．熊南総合事務組合議会議員の選挙について 

日程第１４．周東環境衛生組合議会議員の選挙について 

日程第１５．柳井地区広域消防組合議会議員の選挙について 

日程第１６．柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙について 

○議長（福田 洋明君）  日程第１２、田布施・ 平生水道企業団議会議員の選挙についてから日程

第１６、柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙についてまでを一括議題といたします。 

これより、田布施・ 平生水道企業団議会議員、熊南総合事務組合議会議員、周東環境衛生組合

議会議員、柳井地区広域消防組合議会議員並びに柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙を行い

ます。 

お諮りいたします。選挙の方法につきまして、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。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御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しました。 

お諮りいたします。被選挙人の指名の方法につきましては、議長において指名することにいた

したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御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しました。 

ただいまから指名いたします。 

田布施・ 平生水道企業団議会議員に、柳井靖雄議員、久保俊一議員、中川裕之議員。 

熊南総合事務組合議会議員に、細田留美子議員、河藤泰明議員、松本武士議員。 

周東環境衛生組合議会議員に、河内山宏充議員、渕上正博議員。 

柳井地区広域消防組合議会議員に、中川裕之議員。 

柳井地域広域水道企業団議会議員に、河内山宏充議員をそれぞれ指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました各組合議会議員を当選人と定める
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ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしましたそれぞれの議員が当選されました。 

ただいま各組合議会議員に当選されました方々が議場におられますので、本席から会議規則第

３０条第２項の規定による告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．平生町農業委員会委員の推薦について 

○議長（福田 洋明君）  日程第１７、平生町農業委員会委員の推薦についての件を議題といたし

ます。 

お諮りいたします。議会推薦の農業委員２名のうち、まず、岩本ひろ子議員を推薦したいと思

います。なお、地方自治法第１１７条の規定により除斥に該当しますので、岩本ひろ子議員の御

退席をお願いします。 

〔１２番 岩本ひろ子議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  それでは、岩本ひろ子議員を農業委員として推薦することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、岩本ひろ子議員を推薦することに決しました。どうぞお入りください。 

〔１２番 岩本ひろ子議員 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  それでは次に、農業委員として、村中仁司議員を推薦したいと思います。

同じく除斥に該当しますので、村中仁司議員の御退席をお願いします。 

〔２番 村中 仁司議員 退席〕 

○議長（福田 洋明君）  それでは、村中仁司議員を農業委員として推薦することに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

よって、村中仁司議員を推薦することに決しました。どうぞお入りください。 

〔２番 村中 仁司議員 入場〕 

○議長（福田 洋明君）  したがいまして、議会推薦の農業委員は２人とし、岩本ひろ子議員、村

中仁司議員、以上の方を推薦することに決しました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第１８．議会広報広聴調査特別委員会委員の選任について 

○議長（福田 洋明君）  日程第１８、議会広報広聴調査特別委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

 議会広報広聴調査特別委員会委員の選任については、平生町議会委員会条例第５条第４項の規

定により、議長において指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）   御異議なしと認めます。 

ただいまから指名をいたします。 

中川裕之議員、岩本ひろ子議員、河藤泰明議員、久保俊一議員、村中仁司議員、松本武士議員

を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）   御異議なしと認めます。 

よって議会広報広聴調査特別委員会委員は、ただいま指名いたしましたとおり選任することに

決しました。 

ここで暫時休憩いたします。午前１１時３０分から再開いたします。 

午前１１時１４分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１１時３０分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

 ただいま、議会広報広聴調査特別委員会委員長から、委員会を開催し、委員長に中川裕之議員、

副委員長に岩本ひろ子議員を互選したとの申し出がありましたので御報告いたします。 

○議長（福田 洋明君）  ここで、日程の追加についてお諮りいたします。 

 本日の議事日程に、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを追加し、日程第１９として

議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

 よって、議会運営員会の閉会中の継続調査についてを追加し、日程第１９として議題とするこ

とに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９. 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（福田 洋明君）  日程第１９、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての件を議題と
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いたします。 

会議規則第６７条第２項の規定により、議会運営委員長から本会議の会期日程等議会の運営に

関する事項について閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りいたします。議会運営委員長から申し出のとおり、議会運営委員の任期中における閉会

中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御異議なしと認めます。 

したがいまして、議会運営委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（福田 洋明君）  以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は、全部終了いた

しました。 

これにて、平成２５年第３回平生町議会臨時会を閉会いたします。 

午前１１時３２分閉会 

────────────────────────────── 
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