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開会 午前１０時００分 

 

◎町長あいさつ 

○事務局長（鈴木澄夫君） 定刻になりました。 

  各議員の皆様、ご当選おめでとうございます。 

  これより初議会が開会されますが、暫時の間、事務局長において進行をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

  まず、初めに、宍戸町長よりごあいさつをいただきたいと存じます。 

  町長。 

〔町長 宍戸良三君登壇〕 

○町長（宍戸良三君） 本日ここに、新しく選ばれました議員の皆様により初めての小野町議会が開催されるに

当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては、このたびの議会選挙におきまして、尐数激戦の中での選挙戦であったかと存

じますが、町民の皆様の期待と信任をいただいて当選の栄誉を勝ち取られました。心からお祝いを申し上げま

すとともに、今後４年間にわたり、町の発展と住民福祉の向上に向けて全力を傾注され、町民の負託におこた

えいただき、ご活躍されることをご期待申し上げます。 

  さて、本年１月より東日本大震災に対する特別措置法が施行されましたが、喫緊の課題は、議会、行政区の

ご協力を得ながら除染計画を早期に策定し、計画実施を強力に推し進め、町民の皆様の安全・安心を確保し、

美しい小野町を取り戻すのと当時に、内外に小野町の安全宣言を行うことであると思います。震災からの一刻

も早い復興を果たすため、引き続いてインフラの復旧・整備、環境放射能の除去、風評被害の払拭、公立小野

町地方綜合病院の整備、尐子・高齢化対策、真に住みよいまちづくりなど諸課題を解決しながら、第４次小野

町振興計画に基づき、町の将来像の「きらめく人と自然 あったか小野町」に向かって、基本目標のすこや

か・はぐくみ・げんき・さわやか・あんしんの５つの目標を着実に実現していきたいと考えております。子供

たちが夢を持って健やかに成長し、希望の未来へ大きく羽ばたいていく、子供からお年寄りまですべての方々

が笑顔で頑張れる、幸せなまちを構築していきたいと存じます。 

  議員の皆様におかれましても、町政執行におきまして大所高所からご意見を賜り、町民の皆様の期待にこた

えられる行政運営ができますよう、特段のご指導、お力添えをお願いしたいと存じます。 

  議員の皆様が今後ますますご健勝でご精進され、住民お一人お一人の負託にこたえられますようご祈念申し

上げますとともに、私もさらなる町発展のために全力を傾注してまいる決意のほどを重ねて申し上げ、新しい

議会のごあいさつとさせていただきます。 

  それでは、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

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

 

◎副町長・教育長・各課等の長の紹介 



 

○事務局長（鈴木澄夫君） 次に、大江副町長より、町部局の各課等の長の紹介をお願いいたします。 

○副町長（大江賢一君） 私から町部局の各課等の長を紹介申し上げます。 

  まず、私は、副町長、大江賢一と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、建制順に紹介申し上げます。 

  初めに、総務課長兼参事兼政策調整室長、駒木根祐治でございます。 

○総務課長（駒木根祐治君） 駒木根と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（大江賢一君） 続きまして、企画商工課長、宗像利男でございます。 

○企画商工課長（宗像利男君） 宗像です。よろしくお願い申し上げます。 

○副町長（大江賢一君） 続きまして、参事兼税務課長、渡辺慶一でございます。 

○税務課長（渡辺慶一君） 渡辺でございます。よろしくお願いします。 

○副町長（大江賢一君） 続きまして、町民生活課長、村上春吉でございます。 

○町民生活課長（村上春吉君） 村上です。よろしくお願いします。 

○副町長（大江賢一君） 続きまして、健康福祉課長、藤井義仁でございます。 

○健康福祉課長（藤井義仁君） 藤井でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○副町長（大江賢一君） 続きまして、農林振興課長、石井一一でございます。なお、石井課長は農業委員会事

務局長も兼ねておりますことを申し添えます。 

○農林振興課長兼農業委員会事務局長（石井一一君） 石井でございます。よろしくお願いいたします。 

○副町長（大江賢一君） 続きまして、地域整備課長、佐藤喜春でございます。 

○地域整備課長（佐藤喜春君） 佐藤です。よろしくお願いいたします。 

○副町長（大江賢一君） 最後になりますが、参事兼会計管理者兼出納室長、仲野谷博でございます。 

○会計管理者兼出納室長（中野谷 博君） 仲野谷です。よろしくお願いします。 

○副町長（大江賢一君） 以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局長（鈴木澄夫君） 続きまして、矢内教育長より、教育委員会部局の課等の長の紹介をお願いいたしま

す。 

○教育長（矢内今朝見君） 教育委員会教育長の矢内今朝見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、教育委員会部局の課長等の紹介をさせていただきます。 

  まず、初めに、教育課長、先﨑幸雄でございます。 

○教育課長（先﨑幸雄君） 先﨑です。よろしくお願いいたします。 

○教育長（矢内今朝見君） 続きまして、施設整備室長、吉田浩祥でございます。 

○施設整備室長（吉田浩祥君） 吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（矢内今朝見君） 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎議会事務局職員・併任書記紹介 



 

○事務局長（鈴木澄夫君） 続きまして、議会の事務を担当いたします議会事務局職員を紹介いたします。 

  議会事務局の書記、味原広一であります。 

○書記（味原広一君） 味原です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局長（鈴木澄夫君） 次に、議会の併任書記を紹介いたします。 

  初めに、企画商工課主任主査、矢吹美加。 

○企画商工課主任主査（矢吹美加君） 矢吹です。よろしくお願いします。 

○事務局長（鈴木澄夫君） 地域整備課主任主査、根本慶一。 

○地域整備課主任主査（根本慶一君） 根本です。よろしくお願いします。 

○事務局長（鈴木澄夫君） 施設整備室副主幹、照山真。 

○施設整備室副主幹（照山 真君） 照山です。よろしくお願いします。 

○事務局長（鈴木澄夫君） 健康福祉課主任主査、新田徹。 

○健康福祉課主任主査（新田 徹君） 新田です。よろしくお願いします。 

○事務局長（鈴木澄夫君） 事務局長の鈴木です。 

  以上、６名で議会関係の事務を担当いたします。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎各議員自己紹介 

○事務局長（鈴木澄夫君） 次に、このたびの一般選挙においてご当選されました議員の方々に、ご着席順に自

己紹介をお願いいたします。 

  それでは、会田明生議員よりお願いいたします。 

○会田明生君 おはようございます。本日よりお世話になります、会田明生と申します。どうぞよろしくお願い

します。 

○事務局長（鈴木澄夫君） それでは、２番より順にお願いします。 

○吉田康市君 吉田康市と申します。よろしくお願いいたします。 

○竹川里志君 竹川里志です。よろしくお願いいたします。 

○宗像芳男君 宗像芳男でございます。よろしくお願いします。 

○田村弘文君 田村弘文です。よろしくお願いいたします。 

○籠田良作君 籠田良作と申します。町民のために４年間頑張りますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願

いいたします。 

○宇佐見留男君 宇佐見でございます。町民の負託にこたえるとともに、この町の復興再生に向けて一生懸命努

力したいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

○水野正廣君 水野正廣です。２期目になります。４年間お世話になります。 

○遠藤英信君 遠藤英信です。よろしくお願いします。 

○村上昭正君 村上昭正です。どうぞよろしくお願いいたします。 



 

○久野 峻君 久野峻といいます。よろしくお願い申し上げます。 

○佐 登君 佐登でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局長（鈴木澄夫君） ありがとうございました。 

  各議員の自己紹介は以上であります。 

 

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

 

◎臨時議長紹介 

○事務局長（鈴木澄夫君） これより議会が開催されますが、本臨時会は、一般選挙後初めての議会であります。

議長が選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職

務を行うことになっております。 

  出席議員においての年長議員であります久野峻議員をご紹介申し上げます。議長席にお願いいたします。 

〔臨時議長 久野 峻君登壇〕 

○臨時議長（久野 峻君） ただいまご紹介いただきました久野峻であります。 

  地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を行います。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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

 

開会 午前１０時１３分 

 

◎開会の宣告 

○臨時議長（久野 峻君） ただいまから平成24年小野町議会第１回臨時会を開会いたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○臨時議長（久野 峻君） ただいま出席している議員は12名で、定足数に達しており、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○臨時議長（久野 峻君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 



 

 

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

 

◎仮議席の指定について 

○臨時議長（久野 峻君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

  仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたします。 

  これより議会の人事構成に入りますので、暫時の間、執行部の退席をお願いいたします。 

 

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

 

◎小野町議会議長選挙について 

○臨時議長（久野 峻君） 日程第２、これより小野町議会議長の選挙を行います。 

  選挙の方法についてお諮りいたします。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

名推選とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時議長（久野 峻君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選と決定いたしました。 

  次に、指名の方法についてお諮りいたします。 

〔「議長」と言う人あり〕 

○臨時議長（久野 峻君） 12番、佐登議員。 

○１２番（佐 登君） 私が議長指名者として指名したいと思います。 

〔「賛成」「異議なし」と言う人複数あり〕 

○臨時議長（久野 峻君） ただいま佐登議員から、議長指名者の動議が提出されましたが、１名以上の賛成

者がありますので、成立いたしました。 

  お諮りいたします。佐登議員を指名者と決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時議長（久野 峻君） ご異議なしと認めます。 

  よって、佐登議員が指名することに決定いたしました。 

  それでは、12番、佐登議員、ご指名願います。 

  12番、佐登議員。 

○１２番（佐 登君） 議長に村上昭正議員を指名いたします。 

○臨時議長（久野 峻君） お諮りいたします。ただいま佐登議員が指名いたしました村上昭正議員を議長の

当選人と定めることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時議長（久野 峻君） ご異議なしと認めます。 



 

  したがって、ただいま指名いたしました村上昭正議員が議長に当選されました。 

  ただいま議長に当選されました村上昭正議員が議場におられます。本席から、会議規則第33条第２項の規定

に基づき、当選の告知をいたします。 

  当選人に登壇の上、発言を願います。 

  村上昭正議員。 

〔議長 村上昭正君登壇〕 

○議長（村上昭正君） ただいま、皆様方の指名推選により小野町議会議長に推選していただきました村上昭正

でございます。 

  議長の名を汚さぬよう、しっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、皆様方のご協力をよろしくお願い

をいたします。 

○臨時議長（久野 峻君） 以上をもって臨時議長の職務は終わりました。ご協力、まことにありがとうござい

ました。 

  村上議長、議長席にご着席願います。 

○議長（村上昭正君） それでは、事務局長との打ち合わせを行いたいと思いますので、暫時休議といたします。 

  再開を10時50分といたします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○議長（村上昭正君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎日程の追加 

○議長（村上昭正君） 本日の議事日程の追加についてお諮りいたします。お手元に配付の追加日程を本日の日

程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 

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

 

◎小野町議会副議長の選挙について 

○議長（村上昭正君） 日程第１、これより小野町議会副議長の選挙を行います。 



 

  選挙の方法についてお諮りいたします。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

名推選とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選と決定いたしました。 

  次に、指名の方法についてお諮りいたします。 

〔「議長」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ７番、宇佐見留男議員。 

○７番（宇佐見留男君） 私が副議長指名者として指名したいと思います。 

〔「賛成」と言う人複数あり〕 

○議長（村上昭正君） ただいま宇佐見留男議員から副議長指名者の動議が提出されましたが、１名以上の賛成

者がありますので、成立いたしました。 

  お諮りいたします。宇佐見留男議員を指名者と決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  よって、宇佐見留男議員が指名することに決定いたしました。 

  それでは、７番、宇佐見留男議員、ご指名願います。 

  ７番、宇佐見留男議員。 

○７番（宇佐見留男君） 副議長に久野峻議員を指名いたします。 

○議長（村上昭正君） ただいま宇佐見留男議員が指名いたしました久野峻議員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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名いたしました久野峻議員が副議長に当選されました。 

  ただいま副議長に当選されました久野俊議員が議場におられます。本席から、会議規則第33条第２項の規定

に基づき、当選の告知をいたします。 

  当選人に登壇の上、発言を願います。 

  久野峻議員。 

〔副議長 久野 峻君登壇〕 

○副議長（久野 峻君） ただいま指名推選をいただきまして副議長に就任いたしました久野峻でございます。 

  浅学非才ではありますが、この小野町に山積する課題等を含めまして、より小野町民の負託にこたえられる

ように一生懸命頑張ってまいります。 

  また、議長を補佐しながら、この議会の将来につなげていきたいなと考えておりますので、今後ともよろし

くお願いをいたします。 

○議長（村上昭正君） 暫時休議をいたします。 



 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１０時５６分 

 

○議長（村上昭正君） 再開いたします。 

 

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

 

◎議席の指定について 

○議長（村上昭正君） 日程第２、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、議長において指名いたします。 

  なお、議長を最終番、副議長を最終２番の11番といたします。 

  事務局長に朗読させます。 

  鈴木事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

○議長（村上昭正君） 暫時休議といたします。 

  この間に議席の移動をお願いいたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１０時５７分 

 

○議長（村上昭正君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（村上昭正君） 日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員に、会議規則第118条の規定により、議長において、 

     １番 会 田 明 生 議員 

     ２番 吉 田 康 市 議員 

 を指名いたします。 

 

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



 

 

◎会期の決定について 

○議長（村上昭正君） 日程第４、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。この臨時会の会期を本日限り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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日限りと決定いたしました。 

  会期日程については、お手元に配付のとおりであります。 

  暫時、休議といたします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午後 １時２５分 

 

○議長（村上昭正君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎小野町議会常任委員会委員の選任について 

○議長（村上昭正君） 日程第５、小野町議会常任委員会委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定により、 

  総務文教常任委員会委員に、 

  吉田康市議員、宗像芳男議員、籠田良作議員、宇佐見留男議員、遠藤英信議員、久野峻議員。 

  厚生産業常任委員会委員に、 

  会田明生議員、竹川里志議員、田村弘文議員、水野正廣議員、佐登議員、村上昭正議員。 

  以上のように指名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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、常任委員会の委員は、ただいま指名いたしましたとおり選任することに決定いたしました。 

 

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

 

◎各常任委員会正副委員長の互選 

○議長（村上昭正君） 各常任委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第７条第２項の規定により、委員会

の互選となっております。 



 

  暫時休議といたしますので、その間、委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果を議長に報告願い

ます。 

  なお、互選の職務は、委員会条例第８条第２項の規定により、年長委員が行うことになっておりますので、

申し添えをいたします。 

  暫時休議といたします。 

 

休憩 午後 １時２６分 

 

再開 午後 １時３９分 

 

○議長（村上昭正君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  各常任委員会の委員長、副委員長の互選の結果について報告がありましたので、議長より報告いたします。 

  総務文教常任委員会、委員長 遠藤英信議員、副委員長 籠田良作議員。 

  厚生産業常任委員会、委員長 水野正廣議員、副委員長 田村弘文議員。 

  以上のとおり互選されました。 

 

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

 

◎小野町議会運営委員会委員の選任について 

○議長（村上昭正君） 日程第６、小野町議会運営委員会委員の選任を行います。 

  小野町議会運営委員会の委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定により、 

  宗像芳男議員、籠田良作議員、宇佐見留男議員、水野正廣議員、遠藤英信議員、佐登議員。 

  以上のように指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、小野町議会運営委員会の委員は、ただいま指名しましたとおり選任することに決定いたしまし

た。 

 

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

 

◎広報委員会の報告 

○議長（村上昭正君） 次に、各常任委員会において互選されました議会広報編集委員会の委員について報告が

ありましたので、議長より報告いたします。 

  会田明生議員、吉田康市議員、竹川里志議員、宗像芳男議員、田村弘文議員、宇佐見留男議員。 

  以上であります。 



 

  なお、議会広報編集委員会は、議長、副議長を含む８名で構成することになります。 

 

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

 

◎議会運営委員会正副委員長の互選 

○議長（村上昭正君） ここで暫時休議といたしますので、その間、議会運営委員会を開き、委員会条例第７条

第２項の規定により正副委員長の互選を行い、その結果を議長に報告願います。 

  なお、互選の職務は、委員会条例第８条第２項の規定により、年長委員が行うことになっておりますので、

申し添えをいたします。 

  暫時休議といたします。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時４９分 

 

○議長（村上昭正君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議会運営委員会委員長及び副委員長の互選の結果について報告がありましたので、議長より報告いたします。 

  委員長 宇佐見留男議員、副委員長 宗像芳男議員。 

  以上のとおり互選されました。 

 

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

 

◎小野町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

○議長（村上昭正君） 日程第７、小野町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 

  これにつきましては、選挙管理委員会より、委員及び補充員の任期満了に伴い選挙を行う事由が生じた旨、

通知があったことによるものであります。 

  なお、委員及び補充員の任期は、平成24年１月31日となっております。 

  初めに、小野町選挙管理委員についてお諮りいたします。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といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。指名については、議長において指名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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 



 

  したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

  小野町選挙管理委員に、小野町大字小野新町字中通１番地、櫛田京子氏、昭和22年３月28日生まれ。小野町

大字塩庭字平内３番地、草野榮雄氏、昭和19年９月30日生まれ。小野町大字小戸神字李作180番地、村上信一

氏、昭和26年８月３日生まれ。小野町大字菖蒲谷字高屋敷71番地の１、草野義廣氏、昭和23年12月12日生まれ。 

  以上、４名を指名いたします。 

  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４名を、小野町選挙管理委員の当選人と定める

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名いたしました、櫛田京子氏、草野榮雄氏、村上信一氏、草野義廣氏が、小野町選

挙管理委員に当選されました。 

  次に、小野町選挙管理委員の補充員についてお諮りいたします。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、指名推選といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。指名については、議長において指名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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

  小野町選挙管理委員の補充員に、小野町大字浮金字北ノ内102番地、新田正仁氏、昭和23年３月23日生まれ。

小野町大字夏井字浮内34番地、岩塚幸貴氏、昭和25年９月５日生まれ。小野町大字小野新町字中通121番地の

２、矢内清仁氏、昭和27年10月５日生まれ。小野町大字皮籠石字堰場22番地、中野健治氏、昭和35年６月22日

生まれ。 

  以上４名を指名いたします。 

  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４名を、小野町選挙管理委員の補充員の当選人

と定めることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名いたしました、新田正仁氏、岩塚幸貴氏、矢内清仁氏、中野健治氏が、小野町選

挙委員の補充員に当選されました。 

  補充員の順序につきましては、ただいまの指名順といた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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、補充員の順序につきましては、ただいまの指名順と決定いたしました。 



 

 

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

 

◎公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員の選挙について 

○議長（村上昭正君） 日程第８、公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員の選挙を行います。 

  公立小野町地方綜合病院企業団規約第６条第２項の規定により、小野町議会の中から選挙すべき定数は４名

であります。 

  お諮りいたします。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、指名推選といたした

いと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。指名については、議長において指名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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

  公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員に、籠田良作議員、水野正廣議員、遠藤英信議員、久野峻議員の

４名を指名いたします。 

  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４名を公立小野町地方綜合病院企業団議会議員

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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名いたしました、籠田良作議員、水野正廣議員、遠藤英信議員、久野峻議員が、公

立小野町地方綜合病院企業団議会の議員に当選されました。 

  ただいま公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員に当選されました籠田良作議員、水野正廣議員、遠藤英

信議員、久野峻議員が議場におられます。本席から、会議規則第33条第２項の規定に基づき、４名の議員に当

選の告知をいたします。 

  当選人に登壇の上、発言を願います。久野峻議員より順にお願いいたします。 

  久野峻議員。 

〔１１番 久野 峻君登壇〕 

○１１番（久野 峻君） ただいま指名を受けました久野であります。今、地域医療を考えてみた場合、小野町

の病院のこれからの体制といいますか、診療については、非常に重要であると考えておりまして、小野町が

68％のシェアを持っているというふうな状況の中でも、やはり率先して私どもが運営に当たっていかなければ

ならないというふうに考えておりまして、まだまだ山積する問題がありますが、一つ一つ頑張ってやっていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 



 

○議長（村上昭正君） 続きまして、遠藤英信議員、お願いいたします。 

〔９番 遠藤英信君登壇〕 

○９番（遠藤英信君） ただいまご指名いただきまして、ありがとうございます。 

  私は、小野町議会地域医療調査特別委員会の委員長として今までさまざまの経験をさせていただきました。

それらの経験を踏まえながら、一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（村上昭正君） 続きまして、水野正廣議員、お願いいたします。 

〔８番 水野正廣君登壇〕 

○８番（水野正廣君） ただいまご指名を受けました水野であります。 

  １年間、病院議員をさせていただきました。その経験を生かしまして、４年間一生懸命頑張っていきたいと

思います。現在、建物の建てかえについていろいろ課題が多うございますが、一生懸命頑張ってやっていきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村上昭正君） 続きまして、籠田良作議員、お願いいたします。 

〔６番 籠田良作君登壇〕 

○６番（籠田良作君） 指名されました籠田良作でございます。 

  私は、病院に以前３年間おりましたが、やはり地域医療の充実ということを常々言ってまいりました。今回、

議員に指名されましたので、４年間頑張って、この小野町の地域医療を充実という課題がございますので、皆

様方のご協力、よろしくお願いします。 

 

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

 

◎田村広域行政組合議会の議員の選挙について 

○議長（村上昭正君） 日程第９、田村広域行政組合議会の議員の選挙を行います。 

  田村広域行政組合規約第５条第２項の規定により、小野町議会の中から選挙すべき定数は２名であります。 

  お諮りいたします。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といたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。指名については、議長において指名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」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

  田村広域行政組合議会の議員に、田村弘文議員、竹川里志議員の２名を指名いたします。 

  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２名を田村広域行政組合議会の議員の当選人と



 

定めることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名いたしました、田村弘文議員、竹川里志議員が、田村広域行政組合議会の議員に

当選されました。 

  ただいま田村広域行政組合議会の議員に当選されました田村弘文議員、竹川里志議員が議場におられます。

本席から、会議規則第33条第２項の規定に基づき、２名の議員に当選の告知をいたします。 

  当選人に登壇の上、発言を願います。 

  田村弘文議員より、順にお願いいたします。 

〔５番 田村弘文君登壇〕 

○５番（田村弘文君） ただいまご指名いただきました田村でございます。 

  何分、初めてのことで、皆様方のご協力をいただきながら、立派に職責を果たしてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（村上昭正君） 続きまして、竹川里志議員、お願いいたします。 

〔３番 竹川里志君登壇〕 

○３番（竹川里志君） ただいま指名を受けました竹川里志であります。 

  職責を全うして、田村広域行政組合の活性化に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（村上昭正君） 暫時休議といたします。 

  再開を２時35分といたします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（村上昭正君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

  なお、町執行部の方々にご報告いたします。本臨時会において決定いたしました議会の組織・構成について

は、お手元に配付の資料のとおりであります。 

 

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

 

◎議案第１号の上程 

○議長（村上昭正君） 日程第10、議案第１号 小野町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについてを議題といたします。 

  事務局長に朗読させます。 



 

  鈴木事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

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

 

◎議案第１号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  宍戸町長。 

〔町長 宍戸良三君登壇〕 

○町長（宍戸良三君） 議案第１号 小野町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについ

てご説明申し上げます。 

  本案は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則

の一部を改正する省令が平成23年12月14日公布、施行されたことに伴い、小野町税条例について関係する条文

を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定により、同月21日に専決処分をいたしました

ので、同条第３項の規定によりご報告を申し上げ、承認を求めるものであります。 

  概要につきましては、東日本大震災に係る雑損控除等の特例といたしまして、当該特例損失金額、当該親族

資産損失額の町民税に係る条例の適用につきまして、「平成23年度」と定められていたものを「当該特例損失

金額、当該親族資産損失額が生じた年」と改めるため、関係する条文につきまして所定の改正を行ったもので

あります。 

  以上、条例の専決処分案件につきましてご説明を申し上げましたが、慎重ご審議の上、ご承認を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎議案第１号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第１号 小野町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第１号について質疑を終わります。 

 

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

 

◎議案第１号の討論 



 

○議長（村上昭正君） 続いて、討論を行います。 

  議案第１号を討論に付します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 討論なしと認めます。 

  したがって、議案第１号の討論を終わります。 

 

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

 

◎議案第１号の採決 

○議長（村上昭正君） 次に、議案の採決を行います。 

  議案第１号 小野町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてお諮りいたします。

本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１号については原案のとおり承認されました。 

 

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

 

◎議案第２号の上程 

○議長（村上昭正君） 日程第11、議案第２号 小野町監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題

といたします。 

  地方自治法第117条の規定に基づき、10番、佐登議員の退席を求めます。 

〔１０番 佐 登君退席〕 

○議長（村上昭正君） 事務局長に議案の朗読をさせます。 

  鈴木事務局長。 

〔議会事務局長朗読〕 

 

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

 

◎議案第２号の説明 

○議長（村上昭正君） 町長の提案理由の説明を求めます。 

  宍戸町長。 

〔町長 宍戸良三君登壇〕 

○町長（宍戸良三君） 議案第２号 小野町監査委員の選任につき同意を求めることについてご説明をいたしま



 

す。 

  本案は、議会議員から選任する監査委員に、小野町大字湯沢字新田82番地の41、昭和28年11月25日生まれ、

佐登議員を選任いたしたく、地方自治法第196条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでありま

す。 

  佐氏は、議員各位ご高承のとおり、町行政発展に対する熱意が強く、町監査業務遂行に必要とされる公正

かつ円滑な常識を備えておられ、町監査委員として人格・識見とも最もふさわしい人材と確信をいたしますの

で、ご同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

  なお、同氏は、私及び副町長と、地方自治法第198条の２に規定する親族関係にはなく、在職禁止に当たら

ないことを申し添えます。 

  以上、議案第２号 小野町監査委員の選任につき同意を求めることについてご説明を申し上げましたが、慎

重ご審議の上、ご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案の説明といたします。よろしくお願い申

し上げます。 

 

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

 

◎議案第２号の質疑 

○議長（村上昭正君） 議案に対する質疑を行います。 

  議案第２号 小野町監査委員の選任について同意を求めることについて、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） 質疑なしと認めます。 

  したがって、議案第２号について質疑を終わります。 

 

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

 

◎議案第２号の討論、採決 

○議長（村上昭正君） 次に、討論を省略し、採決したいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（村上昭正君） ご異議なしと認めます。 

  議案の採決を行います。 

  お諮りいたします。議案第２号 小野町監査委員の選任につき同意を求めることについて、原案に賛成する

議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（村上昭正君） 起立全員であります。 

  したがって、議案第２号 小野町監査委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり同意す



 

ることに決定いたしました。 

  10番、佐登議員の入場を求めます。 

〔１０番 佐 登君入場〕 

○議長（村上昭正君） ただいまの人事案件の結果について申し上げます。全員賛成により同意されましたこと

を報告いたします。 

  佐登議員、登壇の上、御発言を願います。 

〔１０番 佐 登君登壇〕 

○１０番（佐 登君） ただいま小野町監査委員ということで選任をいただき、まことにありがとうございま

した。誠心誠意、町発展のために尽くしてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上

げます。 

 

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

 

◎報告第１号の報告 

○議長（村上昭正君） 日程第12、報告第１号 専決処分の報告について、朗読を省略し、町長の報告を求めま

す。 

  宍戸町長。 

〔町長 宍戸良三君登壇〕 

○町長（宍戸良三君） 報告第１号 専決処分の報告についてでありますが、本案は、地方自治法第180条第１

項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分事項により専決処分をしたのでご報告申し上

げるものであります。 

  内容につきましては、福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の減尐及び福島県市町村総合事務組合規

約の変更について、地方自治法第286条第１項の規定に基づき、３月31日をもって福島県市町村総合事務組合

から伊達市国見町大枝小学校組合、田島・下郷町衛生組合、西部環境衛生組合、西白河地方衛生処理一部事務

組合及び白河地方水道用水供給企業団を脱退させ、４月１日から南会津地方環境衛生組合を加入させるもので

ありまして、同組合規約に所定の改正を行うものであります。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

 

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

 

◎閉議の宣告 

○議長（村上昭正君） 以上をもって、本日の会議日程は全部終了いたしました。 

 

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

 



 

◎議長あいさつ 

○議長（村上昭正君） 臨時議会閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

  先ほど議会議長という大役を仰せつかり、まことに身に余る光栄に存じますとともに、今その責任の重大さ

をひしひしと痛感いたしているところであります。昨年３月に起きた東日本大震災及び原発事故が引き起こし

た数々の問題で、我が町においても多くの課題が山積しております。問題解決のために、我々議会といたしま

しても、今後その重責を担っていかなければならないことは言うまでもありません。 

  また、過疎化の進行や尐子・高齢化問題、経済悪化による財政問題等々、その対策に柔軟かつ的確に対応し

ていかなければならないことも、同時に議会に求められる大きな役割ではないかと考えるところであります。 

  今議会は、議員削減により12名という尐数精鋭で活動していくことになりましたので、各議員のモチベーシ

ョンを高めながら、町民の皆さんのニーズにこたえられるよう、最善の努力を尽くす決意でございます。 

  また、町執行機関とは一歩離れ、二歩離れず、正しい判断のもと十分な審議を尽くし、議会としての役割を

果たしてまいるつもりでございます。そのためにも、今後４年間、各議員の一層のご支援を賜りますよう心か

らお願い申し上げ、就任あいさつと臨時議会閉会でのごあいさつにかえさせていただきたいと思います。 

  長時間にわたり慎重審議、まことにありがとうございました。 

 

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

 

◎町長あいさつ 

○議長（村上昭正君） この際、町長から発言があれば、これを許します。 

  宍戸町長。 

〔町長 宍戸良三君登壇〕 

○町長（宍戸良三君） 平成24年小野町議会第１回臨時会の閉会に当たりまして、一言御礼とごあいさつを申し

上げます。 

  本日より、議員各位におかれましては、新たな任期が始まりました。議会構成も決定し、新小野町議会が始

動となりました。今後４年間、本町の発展のため、ご指導、ご支援、ご協力のほど、改めてよろしくお願いを

申し上げます。 

  本臨時会には専決処分の承認１案件、人事案件１案件、専決処分の報告１案件、合計３案件をご提案、ご報

告申し上げたところでありますが、議員の皆様にはそれぞれご議決、ご承認を賜り、ありがとうございました。

議会のご精励に対しまして、改めて感謝と敬意を申し上げます。 

  今後とも大震災や放射能被害に係る復興施策を推し進め、町民の負託にこたえてまいる所存であります。 

  また、気象庁の予報によりますと、まだまだ厳冬期が続くようでありますので、議会におかれましても、皆

様全員がご健康でご活躍されますことをご祈念申し上げ、簡単ではありますが、閉会に当たっての御礼のあい

さつにいたします。ありがとうございました。 

 

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



 

 

◎閉会の宣告 

○議長（村上昭正君） これをもって、平成24年小野町議会第１回臨時会を閉会といたします。 

 

                    午後 ２時５０分 


