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平成２８年小野町議会２月第１回会議 

 

議 事 日 程 （第１号） 

                             平成２８年２月１日（月曜日）午前１０時開会 

（１）町長挨拶 

（２）副町長・教育長・各課等の長の紹介 

（３）議会事務局職員・併任書記の紹介 

（４）各議員自己紹介 

（５）臨時議長紹介 

議  事 

日程第 １ 仮議席の指定について 

日程第 ２ 小野町議会議長の選挙について 

（追 加） 

日程第 １ 小野町議会副議長の選挙について 

日程第 ２ 議席の指定について 

日程第 ３ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ４ 会期等の報告について 

日程第 ５ 小野町議会常任委員会委員の選任について 

日程第 ６ 小野町議会運営委員会委員の選任について 

日程第 ７ 小野町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

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について 

日程第 ９ 田村広域行政組合議会の議員の選挙について 

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について 

            〔上程、説明、質疑、討論、採決〕 

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 
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開会 午前１０時００分 

 

◎町長挨拶 

○事務局長（吉田浩祥君） 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、議会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。 

  初めに、大和田町長よりご挨拶をいただきます。 

  町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 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、一言ご挨拶を申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては、このたびの議会議員選挙におきまして少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、町民の期待にこたえていただくよう、ご期待を申し上げます。 

  さて、現在は地方創生という地域自らが創造し、地域の特性を活かした地域づくりが求められています。 

  昨年10月に「小野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「結婚・出産・子育て・教育」等の子育

て支援に力点を置き、人口減少傾向を抑制し、長期的に持続可能な町づくりを目指すとともに、町政施行60周

年を契機とし、改めて高速交通綱の要衝にあること、災害に強い町であることなど、町の優位性を存分に発信

し、農商工の調和のとれた、「笑顔とがんばりの町」のキャッチフレーズにふさわしい元気な町づくりを目指

して参る所存であります。 

  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応

えられる行政運営ができますよう、特段の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にて、住民お一人お一人の負託に応えられますようご祈念申し上げ、新し

い議会のご挨拶とさせていただきます。 

  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（吉田浩祥君） 続きまして、職員の紹介をお願いいたします。 

  初めに、鈴木副町長より、町部局の各課等の長の紹介をお願いいたします。 

○副町長（鈴木慎也君） それでは、私から町部局の各課等の長を紹介申し上げます。 

  まず初めに、私、副町長、鈴木慎也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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  次に、建制順に紹介申し上げます。 

  初めに、総務課長兼参事、阿部京一でございます。 

○総務課長（阿部京一君） どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（鈴木慎也君） 続きまして、企画政策課長、佐藤浩でございます。 

○企画政策課長（佐藤 浩君） よろしくお願いいたします。 

○副町長（鈴木慎也君） 続きまして、参事兼税務課長、藤井義仁でございます。 

○税務課長（藤井義仁君） どうぞよろしくお願いいたします。 

○副町長（鈴木慎也君） 続きまして、参事兼町民生活課長兼除染推進室長、村上春吉でございます。 

○町民生活課長兼除染推進室長（村上春吉君） よろしくお願いします。 

○副町長（鈴木慎也君） 続きまして、健康福祉課長、山名洋一でございます。 

○健康福祉課長（山名洋一君） よろしくお願いします。 

○副町長（鈴木慎也君） 続きまして、参事兼産業振興課長、石井一一でございます。なお、石井につきまして

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。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（石井一一君） よろしくお願いいたします。 

○副町長（鈴木慎也君） 続きまして、地域整備課長、遠藤靖次でございます。 

○地域整備課長（遠藤靖次君） よろしくお願いいたします。 

○副町長（鈴木慎也君） 最後になりますが、会計管理者兼出納室長、宗像喜也でございます。 

○会計管理者兼出納室長（宗像喜也君） よろしくお願いいたします。 

○副町長（鈴木慎也君） 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（吉田浩祥君） 続きまして、西牧教育長より、教育委員会部局の課長の紹介をお願いいたします。 

○教育長（西牧裕司君） 続きまして、私から教育委員会の長をご紹介申し上げます。 

  初めに、私は教育長、西牧裕司と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。 

  次に、教育課長、吉田吉広でございます。 

○教育課長（吉田吉広君） どうぞよろしくお願いします。 

○教育長（西牧裕司君） 以上であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

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

 

◎議会事務局職員・併任書記の紹介 

○事務局長（吉田浩祥君） 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ご紹介いたします。 

  私、議会事務局長の吉田浩祥でございます。よろしくお願いいたします。 

  次に、議会事務局次長の折笠顕一です。 

○事務局次長（折笠顕一君） 折笠です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局長（吉田浩祥君） 次に、総務文教常任委員会併任書記の企画政策課主任主査、草野隆行です。 

○企画政策課主任主査（草野隆行君） 草野です。よろしくお願いします。 
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○事務局長（吉田浩祥君） 次に、厚生産業常任委員会併任書記の地域整備課副主幹、二瓶由佳子です。 

○地域整備課副主幹（二瓶由佳子君） 二瓶と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局長（吉田浩祥君） 以上の４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（吉田浩祥君） 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、ご着席の順に

自己紹介をお願いいたします。 

  それでは、渡邊直忠議員よりお願いいたします。 

○渡邊直忠君 渡邊直忠と申します。年齢は68歳であります。私このたび初めてこういうふうな形で当選をさせ

ていただきました。そういうふうな形の中で、当然町の発展、それから地域の振興含めて、いろんな意味で頑

張っていきたいというふうに考えておりますので、なお一層のご協力、ご指導を賜りたい、よろしくお願いを

申し上げます。 

○会田明生君 おはようございます。会田明生です。４年間どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉田康市君 吉田康市と申します。１期４年間の経験を生かしながら、また４年間、町民の負託のために全力

で働きますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○竹川里志君 おはようございます。竹川里志です。町民の期待に応えるような議会運営に努めてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○宗像芳男君 宗像芳男でございます。今後４年間、町民の負託に応えるべく研さんを積みながら、また、町執

行部の皆様方のご協力、ご指導をいただきながら頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○田村弘文君 田村弘文でございます。今後４年間、皆さんのご指導をいただきながら町発展のために、微力で

はございますが、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。 

○籠田良作君 籠田良作と申します。このたびの選挙で２期目の当選を果たしてきました。これもやはり票の重

みを感じながら、町行政とともに町民福祉ために頑張ってまいりたいと思いますので、皆様方のご指導、ご鞭

撻、よろしくお願いいたします。 

○水野正廣君 水野正廣であります。３期目当選させていただきました。これから４年間、皆さんのお世話にな

って一生懸命やらせていただきます。お世話になりますが、よろしく。 

○遠藤英信君 遠藤英信です。みんなのご協力を得ながら頑張ってまいります。よろしくお願いします。 

○村上昭正君 おはようございます。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 久野峻と申します。３期12年間、大変お世話になってきたわけでありますが、更に引き続き今後

４年間、一生懸命頑張ってまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いをいたします。 

○佐  登君 おはようございます。佐 登です。今後４年間、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○事務局長（吉田浩祥君） ありがとうございました。 
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  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（吉田浩祥君） これより議会が開催されますが、２月第１回会議は、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。久野峻議員、議長席にご着席願

います。 

〔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１５分 

 

◎開会の宣告 

○臨時議長（久野 峻君） ただいまから平成28年小野町議会２月第１回会議を開会いたします。 

 

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

 

◎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。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎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。 

 

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

 

◎小野町議会議長の選挙について 

○臨時議長（久野 峻君） 日程第２、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、

指名推選にしたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○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で行うことに決定いたしました。 

  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） ６番、田村弘文議員。 

○６番（田村弘文君） 私が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〕 

○臨時議長（久野 峻君） ただいま田村弘文議員から、議長指名者の動議が提出されましたが、この動議は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。田村弘文議員を指名者に決定することにご異議ありませんか。 

〔「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、田村弘文議員が指名することに決定いたしました。 

  それでは、６番、田村弘文議員、ご指名を願います。 

  ６番、田村弘文議員。 

○６番（田村弘文君） 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。ただいま田村弘文議員が指名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ありませんか。 

〔「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
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に基づき、当選の告知をいたします。 

  ここで、当選人に登壇の上、発言をお願いいたします。 

  村上昭正議員。 

〔議長 村上昭正君登壇〕 

○議長（村上昭正君） ただいま議長にご推薦をいただきました村上昭正でございます。 

  本当にご存じのとおり、前期４年間議長として務めさせていただきました。また再度再任というようなこと

で、この重みというのは前回以上のものがあるんだろうと思います。ぜひそういった意味でも、新たな議会と

いうようなことで議長の役目を果たしてまいりたいと思いますけれども、いかんせん、私１人だけでできるも

のでもありませんので、ぜひ皆様方のご協力をいただいて、全員で町民の福祉向上に努めてまいりたいと思い

ますので、今後４年間どうぞよろしくお願いを申し上げて、ご挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

○臨時議長（久野 峻君） 以上をもちまして、臨時議長の職務は全部終了いたしました。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） ただいま議長に就任しました村上昭正でございます。 

  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40分といたしますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  暫時休議といたします。 

 

休憩 午前１０時２３分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○議長（村上昭正君） それでは、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、日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎小野町議会副議長の選挙について 

○議長（村上昭正君） 追加日程第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、

指名推選にしたいと思います。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で行うことに決定いたしました。 

  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） 12番、佐 登議員。 

○１２番（佐  登君） 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） ただいま佐 登議員から副議長指名者の動議が提出されましたが、この動議は１名以上

の賛成者がありますので、成立いたします。 

  お諮りいたします。佐 登議員を指名者に決定すること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、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 登議員にご指名お願いいたします。 

  12番、佐 登議員。 

○１２番（佐  登君） 副議長に吉田康市議員を指名したいと思います。 

○議長（村上昭正君） ただいま佐 登議員が指名いたしました吉田康市議員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」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吉田康市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吉田康市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。 

  ここで、当選人に登壇の上、発言をお願いいたします。 

  吉田康市議員。 

〔副議長 吉田康市君登壇〕 

○副議長（吉田康市君） ただいま副議長に推薦をいただきました吉田康市と申します。 

  何分にも若輩なものでまだまだ勉強不足のところいっぱいありますけれども、村上議長を全力で補佐してい

き、皆様とともに明るいまちづくりのために全力で４年間やらせていただきますので、今後ともどうぞよろし
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くお願い申し上げます。 

 

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

 

◎議席の指定について 

○議長（村上昭正君） 追加日程第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、議長において指定いたします。 

  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。 

  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４３分 

 

再開 午前１０時４４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） 追加日程第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125条の規定により、議長において、 

     １番 渡 邊 直 忠 議員 

     ２番 会 田 明 生 議員 

 を指名いたします。 

 

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

 

◎会期等の報告について 

○議長（村上昭正君） 追加日程第４、会期等の報告をいたします。 

  初めに、会期は、地方自治法第102条第４項及び小野町議会の会期等に関する条例第１条の規定により、本

日からことしの12月31日までといたします。 
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  次に、２月第１回会議の日程は、お手元に配付の会議日程のとおり、本日１日限りといたします。 

  暫時休議といたします。 

  なお、再開の時間は指定いたしませんので、協議が終了次第に再開したいと思います。後ほど再開の時間を

ご連絡申し上げます。 

  暫時休議といたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午後 １時００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） 追加日程第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４項の規定により、 

  総務文教常任委員会委員に、 

  会田明生議員、宗像芳男議員、籠田良作議員、水野正廣議員、遠藤英信議員、吉田康市議員。 

  厚生産業常任委員会委員に、 

  渡邊直忠議員、竹川里志議員、田村弘文議員、久野峻議員、佐 登議員、村上昭正。 

  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、常任委員会委員は、ただいま指名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。 



－12－ 

  暫時休議といたします。 

 

休憩 午後 １時０２分 

 

再開 午後 １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。 

  各常任委員会の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。 

  総務文教常任委員会、委員長 籠田良作議員、副委員長 会田明生議員。 

  厚生産業常任委員会、委員長 田村弘文議員、副委員長 竹川里志議員。 

  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） 追加日程第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４項の規定により、 

  会田明生議員、竹川里志議員、宗像芳男議員、田村弘文議員、籠田良作議員、久野峻議員。 

  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、ただいま指名したとおり選任することに決定いたしました。 

 

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

 

◎議会広報編集委員会の報告 

○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。 

  渡邊直忠議員、竹川里志議員、宗像芳男議員、水野正廣議員、遠藤英信議員、佐 登議員。 

  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名で構成し、議長は委員長に、副議長は副委員長に当

たることにいたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎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。 

  また、議会運営委員会終了後、全員協議会を開催いたします。 

  暫時休議といたします。 

  議会運営委員会の開催をお願いいたします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

 

再開 午後 ２時０９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 宗像芳男議員、副委員長 籠田良作議員。 

  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） 追加日程第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、現委員及び補充員の任期は、平成28年１月31日までとなっております。 

  初めに、小野町選挙管理委員会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、指名推選にしたいと思います。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。指名推選については、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、議長において指名することに決定いたしました。 
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  小野町選挙管理委員会委員に、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。小野町大字小野新町字舘廻87番地、

時田美子氏、昭和21年12月１日生まれ。小野町大字湯沢字仲平74番地、宗方國男氏、昭和26年８月10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会委員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」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村上信一氏、中野健治氏、時田美子氏、宗方國男氏が小野町選挙管

理委員会委員に当選されました。 

  次に、小野町選挙管理委員会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、指名推選にしたいと思います。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、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会委員の補充員に、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。小野町大字小野赤沼字内堀子110番地２、西牧福治氏、

昭和27年１月７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会委員の補充員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」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、西牧福治氏が小野町選挙管

理委員会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、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。 
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────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎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） 追加日程第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」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、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、渡邊直忠議員、竹川里志議員、水野正廣議員、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の議

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」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渡邊直忠議員、竹川里志議員、水野正廣議員、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渡邊直忠議員、竹川里志議員、水野正

廣議員、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。 

  当選人に登壇に上、発言を願います。 

  渡邊直忠議員より順にお願いいたします。 

〔１番 渡邊直忠君登壇〕 

○１番（渡邊直忠君） 公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員としてお引き受けをしまして、一生懸命頑張

りたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上です。 

〔３番 竹川里志君登壇〕 

○３番（竹川里志君） 公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員に推薦されました竹川里志です。 

  小野町を含め、田村地方の福祉向上に努め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。 
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〔７番 水野正廣君登壇〕 

○７番（水野正廣君） 公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員に指名推選されました水野であります。 

  再任になりますが、医療に対しての充実に全力を尽くして邁進したいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

〔９番 久野 峻君登壇〕 

○９番（久野 峻君） 公立小野町地方綜合病院企業団議会の議員に選出されました久野でございます。 

  引き続きの議員ということで、これから４年間、構成市町村内の医療技術等について、更に改革をしながら

進めていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 

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

 

◎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） 追加日程第９、田村広域行政組合議会の議員の選挙を行います。 

  田村広域行政組合議会規約第５条第１項及び第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項の規定のより、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」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、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、宗像芳男議員、佐 登議員の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、ただいま指名いたしました宗像芳男議員、佐 登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宗像芳男議員、佐 登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。 

  宗像芳男議員より順にお願いいたします。 
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〔４番 宗像芳男君登壇〕 

○４番（宗像芳男君） このたび田村広域行政組合議会の議員の推薦をいただきました宗像でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

〔１０番 佐  登君登壇〕 

○１０番（佐  登君） ただいま指名推選を受けました佐 登です。 

  田村広域行政組合議会の議員ということで、４年間お世話になります。よろしくお願いします。 

○議長（村上昭正君） それでは、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  それでは、暫時休議といたします。 

  組織表、構成表、作成をしなければなりません。 

  それから、町執行部にも入っていただく都合上、また大変申しわけないんですけれども、15分ほど暫時休議

をさせていただきたいと思います。 

  再開を２時40分からといたします。よろしくお願いいたします。 

  暫時休議といたします。 

 

休憩 午後 ２時２４分 

 

再開 午後 ２時４０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。２月第１回会議において決定いたしました議会の組織、構成に

ついては、お手元に配付のとおりであります。 

 

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

 

◎議案第１号の上程 

○議長（村上昭正君） 追加日程第10、議案第１号 小野町税条例の一部を改正する条例についてを議題といた

します。 

  事務局長に朗読させます。 

  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。 
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  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） それでは、議案第１号 小野町税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上

げます。 

  本案は、平成28年度与党税制改正大綱において、一部の手続における個人番号の利用の扱いを見直す方針が

示されたこと等を踏まえ、平成27年12月25日、地方税法施行規則の一部が改正されたことに伴い、住民税・特

別土地保有税減免申請書等に関連して提出される一定の書類については、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法による個人番号の記載を不要とする改正を行

うもので、公布の日から施行するものであります。 

  以上、議案第１号 小野町税条例の一部を改正する条例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、ご議決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。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１号の採決 

○議長（村上昭正君） 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についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決定する

こと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、議案第１号については原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎議案第２号の上程 

○議長（村上昭正君） 追加日程第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、８番、遠藤英信議員の退席を求めます。 

〔８番 遠藤英信君退席〕 

○議長（村上昭正君） 事務局長に議案の朗読をさせます。 

  吉田事務局長。 

〔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。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 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、小野町大字谷津作字小治郎84番地の３、昭和20年６月27日生ま

れ、遠藤英信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。 

  遠藤英信氏は、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られておられ、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なく、在職禁止に当たらな

いことを申し添えます。 
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  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き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。 

  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。 

  ８番、遠藤英信議員の入場を求めます。 

〔８番 遠藤英信君入場〕 

○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。 

  遠藤英信議員、登壇の上、ご発言を願います。 

  ８番、遠藤英信議員。 

〔８番 遠藤英信君登壇〕 

○８番（遠藤英信君） 一言ご挨拶申し上げます。 
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  ただいま小野町監査委員に選任されました遠藤でございます。 

  小野町の発展と福祉の向上に誠心誠意、監査役をいたします。よろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

 

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

 

◎閉議の宣告 

○議長（村上昭正君） 以上をもって、２月第１回会議の会議日程は全部終了いたしました。 

 

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

 

◎議長挨拶 

○議長（村上昭正君） 閉会に当たりまして、私よりご挨拶を申し上げます。 

  本日は初議会というようなことで、それぞれの議会の議員の構成等々含めて会議をしてきたわけでございま

すけれども、先ほど議員の方々にはお話をさせていただきましたけれども、執行部の皆様方にも再度、議長と

いう大役を仰せつかりました。本当に２回目というようなことでありますけれども、初心を忘れずにしっかり

と取り組んでまいりたいと思います。 

  議論をずっとしております人口減少、それから子育ての問題、様々な課題が山積している状況でありますの

で、私、議長を初め、議員各位、それぞれ思いを持って今回全員当選をしてきたわけでありますので、執行部

の皆さん方にもぜひそういった思いを酌んでいただいて、この小野町を少しでもよくするというような覚悟で

これから４年間務めてまいりますので、ご指導とご鞭撻あわせてお願いを申し上げたいと思います。 

  いろんな意味で、各議員も２期目、３期目、４期目、最長で５期目というようなベテランにもなってまいり

ましたので、両輪のごとく進めてまいりたいと思いますので、大和田町長を初め、執行部の皆さん方に改めて

お願いを申し上げて、ご挨拶にさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 

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

 

◎町長挨拶 

○議長（村上昭正君） それでは、町長から発言があれば、これを許します。 

  大和田町長。 

〔町長 大和田 昭君登壇〕 

○町長（大和田 昭君） 平成28年小野町議会２月第１回会議の閉会に当たりまして、一言御礼とご挨拶を申し

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、新しい小野町議会が

始動いたします。今後４年間、本町発展のためご活躍いただきますよう、改めてよろしくお願い申し上げます。 
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  今２月第１回会議では、条例の一部改正案件１件、人事案件１件、計２案件をご提案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、ご同意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。 

  今後も人口減少に歯どめをかけるべく、生活環境の整備や阿武隈高原道路の延伸に合わせた地域基盤の整備、

認定こども園等の子供たちが伸び伸びと学べる教育環境の整備、公立小野町地方綜合病院と連携した保健、医

療、福祉の充実、地域産業の振興、少子化対策など、元気なまちづくりのため、積極的に歩みを進めてまいる

所存であります。 

  まだまだ寒い日が続きますので、皆様全員がご健康でご活躍されますことをご祈念を申し上げ、簡単ではあ

りますが、閉会に当たっての御礼の挨拶といたします。 

  本日はまことにありがとうございました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村上昭正君） 本日の会議は、これをもって散会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ２時５５分 

 

 

 

 


