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令和２年第６回府中町議会臨時会 

会 議 録（第１号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和２年１０月８日（木） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和２年１０月８日（木） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  益 田 芳 子 君    副議長  児 玉 利 典 君 

   １番  川 上 翔一郎 君     ２番  宮 本   彰 君 

   ３番  西 山   優 君     ４番  狩 野 雄 二 君 

   ５番  坂 田 栄 一 君     ６番  田 中 伸 武 君 

   ７番  山 口 晃 司 君     ８番  二 見 伸 吾 君 

   ９番  梶 川 三樹夫 君    １０番  西   友 幸 君 

  １１番  寺 尾 光 司 君    １２番  力 山   彰 君 

  １３番  三 宅 健 治 君    １４番  齋 藤   昇 君 

  １６番  橋 井   肇 君    １８番  木 田 圭 司 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 議長の選挙 

  ２ 議席の指定 

  ３ 会議録署名議員の指名 

  ４ 会期の決定 

  ５ 副議長の選挙 

  ６ 常任委員会委員の選任について 

  ７ 議会運営委員会委員の選任について 

  ８ 議会報特別委員会の設置及び委員の選任について 

  ９ 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 
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 １０ 第５８号議案 監査委員選任の同意について 

 追加日程第１ 

 議員提出第７号議案 災害対策特別委員会設置に関する決議について 

 追加日程第２ 

 閉会中の継続調査申し出について 

 追加日程第３ 

 議員提出第８号議案 府中町議会の議員の議員報酬の額の特例に関する条例を廃止す

る条例について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   末 平 顕 雄 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      総 務 企 画 部 長   増 田 康 洋 君 

      総務企画部次長兼総務課長   森 本 雅 生 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   森     太 君 

      議 会 事 務 局 次 長   木 村 武 司 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会前 午前 ９時２９分） 

○議会事務局長（森  太君） 皆さん、おはようございます。お集まりの皆様の御当

選にお祝いを申し上げるところでございます。 

  私、議会事務局長の森でございます。皆様が立ち寄りやすい事務局を目指したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  あらかじめ御案内なんですけれども、本日は議員紹介のための写真撮影があります

ので、お昼休みになりましたら第３委員会室へ順次お集まりいただきますようお願い

いたします。写真を撮るまで外のほうには出ないようにお願いいたします。 

  早速ですが、本日は一般選挙後、初の議会でありますので、議長が選任されるまで
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の間、地方自治法第１０７条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うこと

になっております。出席議員中、齋藤議員が年長の議員ですので、御紹介を申し上げ

ます。それでは、議長席へお着きください。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 皆さん、おはようございます。ただいま紹介されました齋

藤でございます。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。

新人議員です。不慣れな点が多々あると思いますが、よろしくお願いいたします。 

  お諮りします。 

  このたびの選挙において、お互いに当選の栄誉を担って議席を得たのでありますが、

ここで住所、氏名などの自己紹介をお願いしたいと思いますが、御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 御異議ないようでございます。 

  それでは、ただいまより自己紹介を登壇してお願いいたします。 

  あいうえお順で梶川議員から順次お願いいたします。 

○議員（梶川三樹夫君） 梶川三樹夫でございます。鶴江の一丁目に住んでおります。

６期目になりますが、府中町のためにまた頑張っていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議員（狩野雄二君） おはようございます。大通二丁目に住んでおります、新人の狩

野雄二と申します。住民の代表ということをしっかりと自覚し、皆様方の御指導をい

ただきながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議員（川上翔一郎君） おはようございます。瀬戸ハイムに住んでいる川上翔一郎と

申します。今回初めての当選ということで、皆様方と協力し合って３３歳、この府中

町のために頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○議員（木田圭司君） 皆さん、おはようございます。浜田二丁目に住んでおります木

田圭司と申します。このたび、６期目となります。引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議員（児玉利典君） 改めまして、皆様、おはようございます。山田二丁目におりま

す児玉利典でございます。２期目の当選をさせていただきました。皆様の御負託を受

けた以上、しっかりと皆様の御意見を議会で反映しそれを形にしていく、そういった

活動をしていきたいと思います。今後とも、どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。 
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○議員（坂田栄一君） おはようございます。瀬戸ハイム三丁目に住んでいます坂田栄

一と申します。１年生議員であります。本当に、諸先輩を見習ってしっかりと勉強さ

せていただき、府中町のために頑張らさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議員（田中伸武君） おはようございます。城ヶ丘に住んでおります新人の田中伸武

です。町民のために、そして民主主義のために皆さんともに頑張りましょう。よろし

くお願いします。 

○議員（寺尾光司君） おはようございます。宮の町一丁目に住んでおります寺尾光司

と申します。町職員時代はいろいろお世話になりました。ありがとうございました。

このたび、初当選させていただきました。心新たというか、新しいスタートというこ

とに思っております。皆様方と一緒に議論し、府中町のまちづくりをさらに前進させ

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議員（西 友幸君） おはようございます。青崎東に住んでます西と申します。今期

４期目なんですが、青崎東というところは今度はＪＲのマンションが建って３００ぐ

らいの数で、もう数がすごい増えてくるんです。これ別個にしようかなと思うとるん

ですが、３期目のいろいろ振り返って考えると意外と数の原理を重視する議員が多く

て、私は本来議員というのはもっと違うと思うんですよ。議員は住民の方に対してい

かに何をしていくか、形あるもので返すか。これ一番重要なことだと私は考えていま

す。ですから皆さん、住民重視でしっかり頑張って、それぞれのノウハウを生かして

やっていただきたいと思ってます。思いはそれだけです。ありがとうございました。 

○議員（西山 優君） 皆さん、おはようございます。西山優といいます。みくまり一

丁目に住んでおります。府中町が大好きです。今後も一生懸命、府中町の方のために、

よりよいまちづくりになるように一生懸命頑張ります。どうかよろしくお願いします。 

○議員（橋井 肇君） おはようございます。公明党の橋井肇でございます。清水ヶ丘

に住んでおります。住民の皆様の声をしっかりと行政に届けてまいる覚悟です。どう

ぞよろしくお願いをいたします。 

○議員（二見伸吾君） おはようございます。宮の町二丁目に住んでおります、日本共

産党の二見伸吾でございます。今回、２期目になります。選挙で掲げました公約の実

現と、よりよい府中町のために皆さんと力を合わせて頑張りますので、よろしくお願

いをいたします。 
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○議員（益田芳子君） 皆さん、おはようございます。益田芳子でございます。今回、

４期目の議員でございます。今回、特に女性議員一人となりました。これからも、男

女共同参画推進をしてまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。 

○議員（三宅健治君） おはようございます。本町二丁目に住んでおります新人の三宅

健治でございます。議員としての品位を損なうことなく、全力で活動してまいります。

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議員（宮本 彰君） おはようございます。みくまり三丁目に住んでおります宮本彰

と申します。府中町民のために頑張りたいと思っておりますので、どうか御指導、御

鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

○議員（山口晃司君） おはようございます。鶴江二丁目に住んでおります、山口晃司

と申します。４７歳です。４期目になりました。町民の皆様の声をスムーズに議会に

届けるためにも安定した議会運営、この一翼を担っていきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議員（力山 彰君） 皆さん、おはようございます。みくまり一丁目に住んでおりま

す力山彰と申します。今回で３期目になります。府中町民のために力を注いでいきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（齋藤 昇君） おはようございます。青崎東に住まいしております新人議

員の齋藤昇です。明るい府中町を目指して粉骨砕身、努力いたします。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  以上で、自己紹介を終わります。 

○議会事務局長（森  太君） すみません、開会前に御案内をいたします。議会報等

の関係で写真撮影を許可しておりますので、よろしくお願いいたします。その他、議

場では携帯電話の着信音は審議の妨げになりますので電源を切っていただきますか、

マナーモードにしてください。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（開会 午前 ９時４６分） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員１８名で、定足数に達しておりますので、議会は成立いたしてお

ります。よって、令和２年第６回府中町議会臨時会を開会いたします。 
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  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付しておりますとおりでございます。この日程によっ

て会議を進めてまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 御異議なしと認めます。 

  よって、議事日程のとおり会議を進めることといたします。 

  次に、議事進行上、仮議席を指定いたしたいと思います。 

  現在、お名前のあいうえお順に席に着いていただいておりますので、これを仮議席

といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 御異議ないようでございますので、ただいまこの着席の席

を仮議席に指定いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（齋藤 昇君） それでは、日程第１の前にお諮りします。 

○議員（力山 彰君） 動議。 

○臨時議長（齋藤 昇君） はい、力山議員。 

○議員（力山 彰君） 力山でございます。 

  ここの席に配付してあります、正副議長選挙前に本会議を休憩し、所信表明を聞く

よう求める議案については緊急を要する議案とは思えませんので、付議しないように

お願いします。自治法１０２条第５項に照らして、ちょっとそぐわないと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議員（田中伸武君） 異議あり。 

○臨時議長（齋藤 昇君） はい、異議あり。田中議員、お願いします。 

○議員（田中伸武君） ８番、田中です。 

  今、力山議員のほうから議案に付すべきではないという意見が出ましたけども、私

は議案に付すべきだと考えます。自治法の１１２条に基づいて連名で事前に提出した

正式な議案でありますから、ぜひ議案として御審議願いたい。根拠としては、さっき

の１０２条を求められましたけども、１０２条の解釈の中で昨日も事務局とちょっと

話をしましたけども、１０２条の６番の６に該当する会議の進行に必要なものは臨時
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会において告示を要せず議し得る。議題とできるという解釈だと僕は思っております。

これは、選挙に関する、あるいは選挙する前に休憩を取って意見表明会を開こうとい

う提案の議案でありますから、選挙に密接に関連した、しかも今議論しなければいけ

ない緊急の議題であるというふうに考えます。 

  以上です。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 局長、お願いします。 

○議会事務局長（森  太君） 今の動議に関して賛成の議員の方いらっしゃいましょ

うか。今の田中議員の動議に関して賛成の方いらっしゃいますか。 

（発言する者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 局長、お願いします。 

○議会事務局長（森  太君） 動議の成立か否かを今問うてますので。 

（発言する者あり） 

○議会事務局長（森  太君） ですから、動議の成立について問わなければなりませ

んので、暫時お待ちください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（齋藤 昇君） 恐れ入りますが、ちょっと休憩を取らせていただきます。

５５分に議会のほうを再開させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  ただいま休憩です。 

（休憩 午前９時５２分） 

 

（再開 午前９時５７分） 

○臨時議長（齋藤 昇君） ただいまより、議会を再開させていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（齋藤 昇君）  ただいま二つの動議が提出され、これらは対立していま

すので、先決動議は田中議員の提出された休憩を取る動議と認めます。 

  この動議は１名以上の賛成者がありましたので、成立いたします。 

  直ちに、正副議長選挙前に本会議を休憩し、所信表明会を開くよう求める動議を議

題として、ただいまから採決を行います。 

  これより採決を行います。 

  田中議員。 
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○議員（田中伸武君） ８番、田中です。 

  採決の前に質疑、討論を行うよう求めます。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 事務局長、お願いします。 

○議会事務局長（森  太君） 今の動議なんですけれども、議事進行の動議ですので、

即決ということになっております。 

  以上です。 

○臨時議長（齋藤 昇君） これより採決を行います。 

  ただいまの出席議員１８名で、採決に加わる者１７名です。 

  お諮りします。 

  動議のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 賛成少数でございます。 

  よって、この動議は否決されました。 

  続いて、力山議員から正副議長選挙の前に本会議を休憩し、所信表明会を開くよう

に求める議案を付議しない動議が提出がありました。 

  この動議は１名以上の賛成者がありましたので、成立いたします。 

  直ちに、正副議長選挙前に本会議を休憩し、所信表明会を開くよう求める議案は付

議しないの動議を議題として、採決を行います。 

  田中議員。 

○議員（田中伸武君） 今の動議に対しても、やはり質疑、そして賛否の討論をぜひや

るべきだと思います。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 事務局長、お願いします。 

○議会事務局長（森  太君） 今の動議の採決はもう出ておりますので、遡ることは

できないものかと思います。 

  以上です。 

（発言する者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 繰り返しになりますが、採決をされておりますので、

遡ることはできないものと思料いたします。 

  以上です。 
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○臨時議長（齋藤 昇君） これより採決を行います。 

  ただいまの出席議員１８名で、採決に加わる者１７名です。 

  お諮りします。 

  この動議のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 賛成多数でございます。 

  よって、この動議は可決されました。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（齋藤 昇君） それでは、日程第１、議長の選挙を議題に供します。 

  お諮りします。 

  選挙の方法は地方自治法第１１８条第１項の規定による投票及び同条第２項の規定

による指名推選がありますが、いずれの方法といたしましょうか。 

（「投票」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） それでは、投票によって行います。 

  次に、任期ですが、地方自治法第１０３条第２項に基づき、議長の任期は議員の任

期と定められておりますが、議会の申し合わせにより、２年で改選することになって

おります。今回もこの申し合わせに従ってよろしいでしょうか。 

○議員（田中伸武君） ８番、田中。 

  議長の任期を２年とここで申し合わせることについては、ちょっと議論が必要だと

思います。自治法に反して任期を独自に議会で決めるというのはよくあるケースです

けども、なぜ２年にするのか、そういう説明もなしにここで申し合わせることには反

対です。そういう根拠をきちっと説明して理由をつけた上で、自治法に反してるけど

もこういう理由で我々は申し合わせしようじゃないかということであれば賛成なり反

対なりすることができると思います。２年の任期というのはいろんな密約を生んだり、

あるいはその先で取引を生んだり、そういうことにつながりかねないものであります

から、ぜひ、そうでないんだと、そうでないんなら理由があるんだということを説明

の上、２年の申し合わせについて本会議でやればいいと思います。 

  以上。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 今、田中議員から動議が出されましたので、賛成の方いら
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っしゃいますか。 

（賛成者挙手） 

  ただいま田中議員から議長の任期の動議の提出がありました。 

  この動議は１名以上の賛成がありましたので、成立いたします。 

  直ちに、議長の任期の動議を議題として採決を行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） はい。 

○議員（田中伸武君） ８番、田中。 

  動議ではなくて、２年の申し合わせをするということに、その根拠を説明を求めて

るわけで動議というわけではありません。議長の発言への質問です。それ事務局が説

明してください。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 事務局長です。 

  これは、議会の中で申し合わせがありまして、それによる２年という任期でござい

ます。 

  以上です。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 田中議員。 

○議員（田中伸武君） ８番、田中。 

  その申し合わせの、なぜそういう申し合わせをするに至ったのかの根拠の説明がい

るんではないかということであり、何か、おととしの府中町議会の副議長の改選のと

きは議長が、副議長については若い人になるべく経験させるためだとかそういうこと

で１年の任期にしておるんだとかいう説明をきちんとされておりますけども、今回議

長について２年で回すというのはどういう根拠なのか、理由を付してみんなに提案す

べきだと思いますが、そういうことです。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 西議員、関連でお願いします。 

○議員（西 友幸君） 僕、今期４期目なんですが、以前、慶徳議員がいらっしゃいま

して副議長２年やられましたよね。このときだけ役場出身いうことで、それよう分か

らんですけど、ここでなんぼでも田中議員の言われるように決め方ある思うんですよ。

２年にせないけん言う理由もないし、１年でもええし、根拠は何もないですよ。あり

ます、事務局長。あったら言ってください、私受けて立つけん。あります、何か根拠
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は。１年でもええじゃない。慶徳さんのときあったやない、事実２年やったやない副

議長、違う。あのとき２年やったよ、慶徳さんのとき副議長。今１年って言われたけ

ど。何か根拠に基づいとる。説明できんじゃろう、ああいうことやっとるけん。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 事務局長、お願いします。 

○議会事務局長（森  太君） 事務局長です。 

  私の立場といたしましては、申し合わせで２年、議長は２年、副議長につきまして

は現在１年ということに決まっておりますので、それを決めたのは議会の皆様でいら

っしゃいますので、これにつきまして説明をするような立場にないものと思います。 

  以上です。 

○臨時議長（齋藤 昇君） これより採決を行います。 

  ただいまから採決をいたしますのは、田中議員から提出されました議員の任期の動

議を議題として採決を行います。 

  これより採決を行います。 

  ただいま出席議員が１８名で、採決に加わる者１７名です。 

  お諮りします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 田中議員。 

○議会事務局長（森  太君） ちょっともう採決入ってますんで。 

○議員（田中伸武君） 今、議長は、田中議員の議員の任期についての動議とおっしゃ

ったけど、僕は議員の任期について動議を出したわけじゃなくて、議員の任期を２年

とする根拠を説明しようじゃないかということだったわけです。 

○臨時議長（齋藤 昇君） ただいま質問は受けておりません。 

  お諮りします。 

  この動議のとおり賛成の方の挙手を求めます。 

  ただいま田中議員から提出された議長の任期の動議でございます。 

（発言する者あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（齋藤 昇君）  ちょっとここで休憩取らせていただきます。次、再開は

１５分にさせていただきますので、よろしくお願いします。 

（休憩 午前１０時１０分） 
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（再開 午前１０時１６分） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○臨時議長（齋藤 昇君）  ただいま田中議員から議員の任期の動議の提出がありま

した。この動議を議題として採決を行います。 

  これより採決を行います。 

  ただいまの出席議員１８名です。採決に加わる者１７名です。 

  お諮りします。 

  この動議どおり決すること賛成の方、挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 賛成少数でございます。 

  よって、この動議は否決されました。 

  以上です。 

  次に、任期ですが、地方自治法第１０３条第２項に基づき、議長の任期は議員の任

期と定められておりますが、議会の申し合わせにより２年で改選することになってお

ります。今回もこの申し合わせに従ってよろしいでしょうか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） ただいま異議がありましたので、本件について採決を採る

ことにいたします。 

  西議員。 

○議員（西 友幸君） 何をやってるのかね、何でなったかという質問の答えやね。こ

のたび新人議員が８人も変わったんやない。今、１０人で決めたことを一生懸命事務

局長言いよるわけやね、今までのことを。半分の１０人の議員で決めたことしか知ら

んわけやね。ほんじゃけえ、こんな問題、議運で諮ってから決めるべきやないか思う

んやね。焦り過ぎじゃない、ちょっと。８人変わっとるんじゃけえ、約半数変わっと

る中でたった１０人しかおらん中で２年とかいう決めた問題を、今まで慣例に慣例に

慣例に言いよるけど、慣例でない場合もあったわけじゃけえ、議運で諮ってください

よ、そんなん。それが一番正しいんじゃないん。賛成、反対採らずに。おかしいよそ

りゃ、やり方として。押しつけじゃない、そりゃあ。１０人の中の押しつけじゃない。
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こういうことやるだろ、何にしても。ほんじゃけえ、町民のために全然政治ができて

ないんよ。議員になったら町民のために政治せんにゃあ、おかしい思うよわしは。数

採りばっかりやってなめとるんか言うて議員は、ばかが多いんじゃけえ思うてまうわ。

町民から笑われるわ、そんなことしたら。密室政治ばかりやってふざけるんじゃない

よ、ほんま。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 局長、お願いします。 

○議会事務局長（森  太君） 議会事務局長です。 

  ただいまの西議員からのお話ですけれども、ちょっとこれは質問等とは関わりなく、

すみません、議長のお許しを得て発言をさせていただきますが、密室で決まったとか

いうことではなくてこれは… 

（発言する者あり） 

○議会事務局長（森  太君） すみません、私、発言中です。 

○臨時議長（齋藤 昇君） ちょっと発言中です。停止してください。 

○議会事務局長（森  太君） 密室で決まったというわけではなくて、これも同じく、

今、西議員がおっしゃったように、以前の議員さんが議会運営委員会で決めて、全員

協議会で決めたものです。ですから、それをこの場で否定するということになったら、

ここにいらっしゃる議員さんたちは議決したものは次期には持ち越せないということ

になります。それは、議会運営の支障になるんじゃないですかと申し上げたいです。

ですからここで理事者から議案が出ました、採決しました、可決しました、でも期が

変わったらそれは無効ということを今、西議員さんはおっしゃってると思います。そ

れにつきましては、議会の安定性を甚だしく欠くということになりますので、通常、

議会の運営は任期が変わりましても責任は連続いたします。８人が変わったといたし

ましても、その以前の決定には従う義務があると思います。でなかったら、議会の安

定性はそれこそ損なわれます。ですから、ここで議決をするということはそれなりの

責任があるということです。それは連続して選挙があっても、府中町議会として継続

して責任を持っていただけねばならないということです。それに従えないということ

であれば、それこそ西議員がおっしゃるように議会運営委員会、そして全員協議会で

決めていただきたいと思うんですけれども、今議長を決めるところでそれをやるとい

うのはどう申し上げたらいいかですけれども、まだ議会運営委員会もない、諮問する

議長もいないというところですから、それができるように今決めておる最中ですから、
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粛々と、ぜひこのまま議長を決めてください。 

  以上です。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 西議員。 

○議員（西 友幸君） 事務局長、わしね、今どうのこうの言うとるわけじゃないんや

ね。じゃけえ、議運をつくった段階で議決せずに２年なら２年、１年なら１年、４年

なら４年、そういうのを議運で持ち越してもらわれたらどうなんですかという動議を

出しとるんですが、今別に決めんにゃいけん問題でもないと思うんじゃけど、期を、

議長は今決めてもええよ。じゃけど、それは議運でもんでもええんじゃないん。その

ための議会運営委員会じゃないん。議運何のためにあるん、じゃあ。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 議会事務局長です。 

  ですから、繰り返しになりますけれども、ただいま議運はありません。議長もいら

っしゃいません。ということで、これから決めようとする初議会ですので、そこを決

めた上で西議員がそのような御意見をお持ちであるならば、そこへしかるべき手続を

踏んで議題として提出していただくことは当然議員として自由ですので、それはやっ

てください。ただ、ここで議運がどうの、議長がどうのという話はいらっしゃらない

ことについて、ですから決定することができませんので、議会が混乱いたします。議

事も混乱いたしますので、この点御理解いただきたい。ですから私は、西議員がそう

いったことについて御意見をおっしゃることについても、何ら妨げるわけではござい

ませんけれども、議運が発生して、そこで御自分のお考えを提出されるということで

いかがかと思います。それが全正当な手続かと思います。 

  以上です。 

○臨時議長（齋藤 昇君） この問題はこれで終わらせていただきます。 

  ただいま異議がありましたので、本件について採決を採ることにいたします。 

  これより採決を行います。 

  ただいまの出席議員１８名、採決に加わる者１７名です。 

  お諮りします。 

  議長の任期を２年とすることに決することに賛成の方、挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 賛成多数でございます。 
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  よって、議長の任期は２年と決定しました。 

○臨時議長（齋藤 昇君） それでは、ただいまより議長選挙を行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（齋藤 昇君） ただいまの出席議員は１８名です。 

  投票用紙を配付させます。 

  念のために申し上げます。 

  投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱の点検をします。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 異常なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次投票をお願いします。 

  それでは、記入をお願いします。 

  記入されましたか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） それでは、事務局長に点呼を命じます。 

  点呼に応じて、順次投票をお願いします。 

（議会事務局長点呼、投票） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

（投票箱閉鎖） 

○臨時議長（齋藤 昇君） それでは、これより開票を行います。 

  お諮りします。 
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  会議規則第２７条の規定により立会人に、１番、梶川議員、２番、狩野議員の２名

を指名したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 御異議なしと認めます。 

  よって、１番、梶川議員、２番、狩野議員の２名を指名いたします。 

  両議員の立会いをお願いいたします。 

（立会人登壇） 

○臨時議長（齋藤 昇君） ただいまより、職員に開票させます。 

（開票、開票録作成） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 立会人の方、ありがとうございました。 

（立会人降壇） 

○臨時議長（齋藤 昇君） 選挙結果の報告をします。 

  投票総数 １８票 

  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

  このうち 

  有効投票 １３票 

  無効投票  ５票 

  有効投票中 

  益田議員 １１票 

  梶川議員  １票 

  田中議員  １票 

  以上のとおりです。 

  この選挙の法定得票数は４．５票です。よって、益田議員が議長に当選されました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（齋藤 昇君） ただいま議長に当選されました益田議員が議場におられま

すので、本席から会議規則第２８条第２項の規定による告知をいたします。 

  益田議員、登壇願います。当選者承諾及び挨拶をさせていただきます。 

○議長（益田芳子君） 一言、御挨拶を申し上げます。ただいま府中町議会臨時会にお

きまして、第５１代議長に御選任を賜りました益田芳子でございます。身に余る光栄
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でございますとともに、責任の重さを痛感をしております。議員各位の御理解と御支

援をいただき、公正かつ円滑な議会運営に努める所存でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

  現在、国内外で猛威を振るっております新型コロナウイルス感染拡大による影響に

より、社会生活においては、新しい生活様式の実践や経済の低迷による不安も続く中、

今後の税収減も予想されております。本町におきましても、厳しい財政状況ではござ

いますが、二元代表制の一翼を担う議会といたしまして、町民の皆様の生活、福祉を

最優先に掲げ、政策立案や議論を論じ、行政と両輪で町民の負託に応えられますよう、

そして時代に合った議会改革を進め最善の努力を尽くしてまいる所存でございます。

議員各位の皆様の御支援並びに御鞭撻、御指導を賜りますよう、心よりお願いを申し

上げまして議長の挨拶と代えさせていただきます。ありがとうございました。 

○臨時議長（齋藤 昇君） 以上で、日程第１、議長の選挙を終わります。 

  御協力ありがとうございました。 

  新議長と交代いたします。 

  大変長らく、ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第２、議席の指定を行います。 

  議席は、会議規則第３条により、議長が定めることとなっておりますが、これまで

慣例により、くじで決めておりますので、そのようにいたします。 

  なお、くじ引き順番は、ただいま皆さんの着いておられる仮議席の順に引くことと

いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議ないものと認め、くじで決めさせていただきます。 

  確認をしておきます。 

  くじの番号はそのまま議席の番号となりますので、念のため申し添えておきます。 

  それでは、事務局長の点呼により、順次くじを引いていただきます。 

  事務局長に点呼を命じます。 

（議会事務局長点呼、抽せん） 

○議長（益田芳子君） 確認のため、ただいまのくじの結果を事務局長より朗読させま

す。 
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  事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 議会事務局長です。 

  ただいまのくじの結果の議席番号ですけれども、１番 川上議員。２番 宮本議員。

３番 西山議員。４番 狩野議員。５番 坂田議員。６番 田中議員。７番 山口議

員。８番 二見議員。９番 梶川議員。１０番 西議員。１１番 寺尾議員。１２番 

力山議員。１３番 三宅議員。１４番 齋藤議員。１５番 益田議員。１６番 橋井

議員。１７番 児玉議員。１８番 木田議員。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） 以上、事務局長の朗読したとおり、議席を指定しましたので、

氏名札を持って、自分の議席に着いてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） しばらく休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時４９分） 

 

（再開 午前１０時５１分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開します。 

  日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１０２条の規定により、１番川上議員、２番宮本議

員を指名いたします。 

  よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第４、会期の決定を議題に供します。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日のみといたしたいと思いますが、御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会の会期は、本日１日と決定をいたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第５、副議長の選挙を議題に供します。 
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  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第１項の規定による投票及び同条第２項の規

定による指名推選がありますが、いずれの方法といたしましょうか。 

（「投票」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） それでは、投票によって行います。 

  次に、任期ですが、地方自治法第１０３条第２項に基づき、副議長の任期は議員の

任期と定められておりますが、議会の申し合わせにより、１年で改選することになっ

ております。この申し合わせに従ってよろしいでしょうか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） ６番、田中議員。 

○議員（田中伸武君） 先ほど議長選挙のときにも言いましたけども、任期についての

理由を一応説明した上で、申し合わせするかどうか諮っていただきたいと思います。 

○議長（益田芳子君） 事務局長より説明をいたします。 

○議会事務局長（森  太君） 議会事務局長です。 

  先ほど議長選挙のときも申し上げましたとおり、議会の中での申し合わせに従った

ものでございます。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） それではただいまより、副議長選挙を行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（益田芳子君） ただいまの出席議員は１８名です。 

  投票用紙を配付させます。 

  念のために申し上げます。 

  投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○議長（益田芳子君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱の点検をします。 

（投票箱点検） 
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○議長（益田芳子君） 異常なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて、順次投票をお願いします。 

  それでは、記入をお願いします。 

  記入されましたでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） それでは、事務局長に点呼を命じます。 

  点呼に応じて、順次投票をお願いします。 

（議会事務局長点呼、投票） 

○議長（益田芳子君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

（投票箱閉鎖） 

○議長（益田芳子君） これより開票を行います。 

  お諮りします。 

  会議規則第２７条の規定により立会人、３番西山議員、４番狩野議員の２名を指名

いたします。御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、３番西山議員、４番狩野議員の２名を指名いたします。 

  両議員の立会いをお願いいたします。 

（立会人登壇） 

○議長（益田芳子君） ただいまより、職員に開票させます。 

（開票、開票録作成） 

○議長（益田芳子君） 立会人の方、ありがとうございました。 

（立会人降壇） 

○議長（益田芳子君） 選挙の結果を報告します。 

  投票総数 １８票 

  これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 
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  このうち 

  有効投票 １４票 

  無効投票  ４票 

  有効投票中 

  児玉議員 １２票 

  西山議員  １票 

  梶川議員  １票 

  以上のとおりです。 

  この選挙の法定得票数は４．５票です。よって、児玉議員が副議長に当選をされま

した。 

  議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（益田芳子君） ただいま副議長に当選されました児玉議員が議場におられます

ので、本席から会議規則第２８条第２項の規定による告知をいたします。 

  児玉議員、登壇願います。 

○副議長（児玉利典君） 改めまして、皆さん、こんにちは。ただいま副議長に選任い

ただきました児玉利典でございます。大変名誉なことでございます。心から感謝を申

し上げたいと思います。そして、あわせて責任の重さを感じておるところでございま

す。 

  このたびの選挙におきましても、あるいは日頃の議員活動におきましても、町民の

皆さんの多数の要望、その中で議会の改革をしてほしい、こういった内容が多数受け

ております。先ほど来も議論もございましたけども、こういった議論を活発にしてい

き、議会の改革にも取り組んでまいりたいと思いますし、議長を補佐し、議会の運営

にも携わってまいりたいと思います。今後とも、皆様の協力、どうぞよろしくお願い

申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（益田芳子君） 以上で、日程第５、副議長の選挙を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） ここで、休憩をいたします。１１時２０分まで休憩。 

（休憩 午前１１時 ７分） 
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（再開 午前１１時２０分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開をいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第６、常任委員会委員の選任について議題に供します。 

  お諮りいたします。 

  各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第５条により、議長が会議に

諮って指名することとなっていますが、慣例により、各自から希望票を提出していた

だき、これを参考にして選考したものを議長の原案として会議に諮って決定したいと

思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議ないようでございますので、そのように選考させていた

だきます。 

  それでは、ただいまより、希望票を配付させます。 

（希望票配付） 

○議長（益田芳子君） 各自、氏名及び第１、第２希望を記入してください。 

  なお、委員会は、総務文教、厚生、建設の３委員会でございますので、念のため申

し添えておきます。 

  記入を終えられましたでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） それでは、職員が集めにまいります。 

（希望票回収） 

○議長（益田芳子君） 回収しましたので、ただいまから選考いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） しばらく休憩いたします。再開は、昼休みを含んで１３時から

といたします。以上、休憩。 

（休憩 午前１１時２４分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（益田芳子君） 休憩中に、別室において慎重に協議いたしました結果を、事務

局長より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 常任委員会の構成を発表いたします。 

  総務文教委員会、１番川上議員、２番宮本議員、３番西山議員、１２番力山議員、

１５番益田議員、１８番木田議員。 

  続きまして、厚生委員会、５番坂田議員、７番山口議員、８番二見議員、１１番寺

尾議員、１３番三宅議員、１６番橋井議員。 

  続きまして、建設委員会です。４番狩野議員、６番田中議員、９番梶川議員、

１０番西議員、１４番齋藤議員、１７番児玉議員。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） お諮りします。 

  事務局長の朗読のとおり、常任委員会委員の選任については、委員会条例第５条の

規定により、それぞれ指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  １０番、西議員。 

○議員（西 友幸君） 聞こえんかったとこがあったもんで、総務と厚生が１人ずつち

ょっともう一回言ってもらえる。ごめん、悪いんじゃけど。すぐ書き取れんかった。 

○議長（益田芳子君） 事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） では、総務文教委員会の構成と厚生委員会の構成を再

度申し上げます。 

  総務文教です。１番川上議員、２番宮本議員、３番西山議員、１２番力山議員、

１５番益田議員、１８番木田議員。以上が総務文教委員会。 

  続きまして厚生委員会が、５番坂田議員、７番山口議員、８番二見議員、１１番寺

尾議員、１３番三宅議員、１６番橋井議員。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） １０番、西議員よろしいですか。 

  それでは、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方を、それぞれの常任委員会委員に選任するこ
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とに決定いたしました。 

  ただいまから、各常任委員会の正副委員長を委員会条例第７条の規定により、互選

していただきたいと思います。 

  各部屋割りについて、事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 事務局長です。 

  それでは、部屋割りを発表いたします。 

  総務文教委員会の方は第１委員会室へ、厚生委員会の方は第２委員会室へ、建設委

員会の方は第３委員会室へお集まりください。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） それでは、しばらく休憩いたします。休憩。 

（休憩 午後１時 ３分） 

 

（再開 午後１時２４分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） ただいま各常任委員会で互選されました正副委員長を報告いた

します。 

  総務文教委員会委員長 １８番木田議員。副委員長 １番川上議員。 

  厚生委員会委員長 ７番山口議員。副委員長 １６番橋井議員。 

  建設委員会委員長 １０番西議員。副委員長 １４番齋藤議員。 

  以上でございます。 

  よって、日程第６、常任委員会委員の選任についてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第７、議会運営委員会委員の選任についてを議題に供しま

す。 

  議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第５条第２項の規定により、議

長が会議に諮って指名することになっております。 

  それでは、ただいまから選考させていただきます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） しばらく休憩といたします。再開は１３時４５分といたします。

休憩。 

（休憩 午後１時２６分） 

 

（再開 午後１時４３分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 休憩中に選考しました議会運営委員会委員を、事務局長から朗

読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 事務局長です。 

  議会運営委員会委員を朗読いたします。 

  ６番田中議員、７番山口議員、８番二見議員、９番梶川議員、１０番西議員、

１１番寺尾議員、１６番橋井議員、１８番木田議員。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） お諮りします。 

  事務局長の朗読のとおり、議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第

５条第２項の規定により、それぞれ指名いたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  ６番、田中議員。 

○議員（田中伸武君） 委員会条例では９人までいうことになってて、今数えたら８人

ですけれども、もう一人選ぶ余地はあるんですか、ないんですか。 

○議長（益田芳子君） お答えいたします。 

  ８名で、９名ではございませんので。 

（発言する者あり） 

  ８名と限定しております。 

  御異議なしと認めます。 
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  よって、ただいま指名いたしましたとおり、議会運営委員会委員に選任することに

決定いたしました。 

  ただいまから、しばらく休憩して、議会運営委員会の正副委員長を委員会条例第

７条の規定により、互選していただきますので、委員の皆さんは、直ちに第１委員会

室に移動してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） しばらく休憩いたします。 

（休憩 午後１時４５分） 

 

（再開 午後２時４３分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） ただいま議会運営委員会で互選されました正副委員長を報告い

たします。 

  委員長に９番梶川議員、副委員長に８番二見議員でございます。 

  以上で、日程第７、議会運営委員会委員の選任についてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第８、議会報特別委員会の設置及び委員の選任についてを

議題に供します。 

  お諮りします。 

  議会報特別委員会を設置し、委員の選任については、議会の申し合わせにより、各

常任委員から１名ずつの３名と議長が指名する者３名の計６名で構成することといた

したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議ないようでございますので、そのように決定いたします。 

  それでは、まず各常任委員から各１名の選出をしていただくために、しばらく休憩

いたします。 

  各部屋割りについて、事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 議会事務局長です。 
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  部屋割りなんですけれども、総務文教委員会が第１委員会室、厚生委員会が第２委

員会室、建設委員会が第３委員会室でよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 休憩。 

（休憩 午後２時４４分） 

 

（再開 午後２時５４分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 休憩中に協議した結果を事務局長より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（森  太君） 事務局長です。 

  議会報特別委員会委員ですけれども、１番川上議員、２番宮本議員、４番狩野議員、

８番二見議員、１６番橋井議員、１７番児玉議員。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） お諮りします。 

  事務局長の朗読のとおり、議会報特別委員会委員の選任については、委員会条例第

５条第２項の規定により、それぞれ指名いたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 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、それぞれ議会報特別委員会委員に選任

することに決定いたしました。 

  ただいまから、議会報特別委員会の正副委員長を、委員会条例第７条の規定により、

互選していただくため、しばらく休憩いたします。 

  委員の皆さんは、直ちに第３委員会室に移動してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 休憩。 

（休憩 午後２時５６分） 
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（再開 午後３時 ５分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） ただいま議会報特別委員会で互選されました正副委員長を報告

いたします。 

  委員長に８番二見議員、副委員長に４番狩野議員でございます。 

  以上で、日程第８、議会報特別委員会の設置及び委員の選任についてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第９、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を議

題に供します。 

  広域連合規約の規定により、本議会から１名の議員を選出することとなっています。 

  次に、任期でございますが、議員の任期と定められていますが、議会の申し合わせ

により、２年で改選することになっております。 

  なお、議員の選出は、これも議会の申し合わせにより、厚生委員会委員からの選出

と申し合わせていますので、任期並びに選出方法はこの申し合わせのとおりとすると

ころでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、任期並びに選出方法はそのようにいたします。 

  それでは、議員の選出のため、しばらく休憩いたします。 

  厚生委員会委員の皆さんは、直ちに第３委員会室に移動してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 休憩。 

（休憩 午後３時 ６分） 

 

（再開 午後３時１０分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） ただいま厚生委員会が開催され、日程第９、広島県後期高齢者
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医療広域連合議会議員の選挙については、７番山口議員が選出されましたが、これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、日程第９、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙については、

７番山口議員が当選をされました。 

  以上で、日程第９、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） ここで、しばらく休憩いたします。休憩。 

（休憩 午後３時１１分） 

 

（再開 午後４時２６分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 日程第１０、第５８号議案、監査委員選任の同意についてを議

題に供します。 

  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、１２番力山議

員の退場を求めます。 

（１２番力山彰議員 退席） 

○議長（益田芳子君） 本件について、理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 町長の佐藤でございます。ちょっと目を負傷いたしまして、眼

帯にマスクということで顔の多くが隠れておりまして誰かよく分からないということ

かも分かりませんが、正真正銘、府中町長の佐藤信治でございます。よろしくお願い

いたしたいというふうに思います。 

  それでは、御提案申し上げます。 

  第５８号議案、令和２年１０月８日提出。 

  監査委員選任の同意について。 

  府中町監査委員に次の者を選任することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 
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                              府中町長 佐藤信治 

  提案理由でございますが、裏面にございますが、提案理由としましては、議会議員

から選出している監査委員の任期が満了したため、新たに監査委員を選任することに

ついて同意を求めるものでございます。 

  候補者は、表に戻りますが、議会からの被推薦者でございます、住所が、府中町み

くまり一丁目３番８号、氏名は、力山彰議員でございます。 

  補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○議長（益田芳子君） 以上で提案説明を終わります。 

  ここで、お諮りします。 

  本案は人事案件でありますので、慣例に従いまして、質疑、討論を省略し、原案の

とおり同意することに決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。 

  １２番力山議員の除斥を解きます。 

（１２番力山彰議員 着席） 

○議長（益田芳子君） 力山議員、おめでとうございます。 

  就任の挨拶につきましては、まだ就任辞令が出ていませんので、町長のほうから任

命行為がなされた後の定例会でいただくことといたします。 

  以上で、日程１０、第５８号議案、監査委員選任の同意についてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 次に参ります。 

  ただいまお手元に配付のとおり、議員提出第７号議案、災害対策特別委員会設置に

関する決議について、議長を除く全議員から提出がありましたので、これを日程に追

加し、追加日程第１として、直ちに議題に供したいと思いますが御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、追加日程第１、議員提出第７号議案、災害対策特別委員会設置に関する議

決についてを議題に供します。 
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  お諮りします。 

  本案は提出者が全議員でございますので、提案どおり原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 

  それでは、ただいまより、災害対策特別委員会の正副委員長を、委員会条例第７条

により、互選していただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） しばらく休憩いたします。 

（休憩 午後４時３０分） 

 

（再開 午後４時３８分） 

○議長（益田芳子君） 休憩中の議会を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） ただいま災害対策特別委員会で互選されました正副委員長を報

告いたします。 

  委員長に２番宮本議員、副委員長に１３番三宅議員でございます。 

  以上で、追加日程第１、議員提出第７号議案、災害対策特別委員会設置に関する決

議についてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 次に参ります。 

  先ほど、各委員から会議規則第６４条の規定によって、お手元にお配りいたしまし

た申請書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。 

  この際これを日程に追加し、追加日程第２とし、直ちに議題に供したいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、追加日程第２、閉会中の継続調査申し出についてを議題に供します。 

  お諮りします。 
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  各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査として承認することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、委員長から申し出のとおり、追加日程第２、閉会中の継続調査申し出につ

いては、承認することに決定をいたしました。 

  以上で、追加日程第２、閉会中の継続調査申し出についてを終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（益田芳子君） 次に参ります。 

  追加日程第３、議員提出第８号議案、府中町議会の議員の議員報酬の額の特例に関

する条例を廃止する条例についてを議題に供します。 

  本案につきましては、提出者が全員でございます。 

  よって、提案説明、質疑、討論を省略し、原案のとおり決したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（益田芳子君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 

  以上で、本臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

  ここで、町長が御挨拶したいと申し出ておられますので、許可します。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 臨時会の閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

  まずは、議員の皆様におかれましては、去る９月１３日の府中町議会議員一般選挙

において、引き続き、あるいは新しく当選の栄誉を得られました。心からお祝い申し

上げます。 

  また、本日は新しく選出された議員の皆様方の初議会ということで、正副議長をは

じめ、各委員会の人事等、運営体制を整えられました。府中町政の発展、住民福祉の

向上のために御活躍されますことを御期待申し上げます。 

  皆様、町議会と、私ども町執行部、それぞれがそれぞれの立場で町政の両輪として

議論を尽くし、よりよい府中町を築いてまいりたいと思いますので、どうかよろしく

お願いいたします。 
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  加えて、状況報告含めましてお願いが１点ございます。それは、新型コロナウイル

ス感染症の再流行も懸念されてる中、例年、冬には季節性インフルエンザが流行いた

しております。両者は症状も類似しており、両者の流行を踏まえた医療供給体制の構

築が求められているところであります。このため、厚生労働省は６５歳以上の定期予

防接種対象者以外に、日本感染学会から接種を推奨されている妊婦等のハイリスク者、

乳幼児から小学校低学年に対する接種の呼びかけを行うと通知が厚生労働省から来て

おります。 

  これを受けて町は、インフルエンザ予防接種の接種率を向上させるために、現行実

施している高齢者のインフルエンザ予防接種助成に加え、今年度に限り、妊婦及び乳

幼児、生後６カ月以上から小学校２年生までに対しまして、高齢者と同等の接種費用

の一部助成を行いたいと考えております。このための助成を行うためには、補正予算

が必要であります。また、実施時期も逼迫しておりますので、１２月定例会を待たず

にお願いでありますが来週の１６日金曜日に臨時会を招集し、皆様、町議会の補正予

算の御審議をお願いしたいと思っております。 

  高齢者の接種は１０月１日から始まっておりますが、この妊婦、乳幼児等の接種助

成は予算議決後となりますので、１０月１６日以降から助成できることになります。

厚生労働省では、インフルエンザ予防接種を６５歳以上の定期接種対象者は１０月

１日から早めに接種を受け、それ以外の方は１０月２６日までできたら待ってほしい

というアナウンスをしておるところです。したがって、これらに間に合わせるために、

各医療機関との契約締結等の予算執行はもちろん補正予算の議決後といたしますが、

それまでの準備行為につきましてはあらかじめ進めさせていただくことをお許しいた

だきたいというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

  以上、お願いを含めまして臨時会閉会の挨拶とさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（益田芳子君） これをもちまして、令和２年第６回府中町議会臨時会を閉会い

たします。 

  御苦労さまでございました。 

（閉会 午後４時４５分） 


