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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

平成２８年 第２回上島町議会臨時会会議録 

招集年月日 平成２８年１１月１５日（火） 

招集の場所 弓削総合支所庁舎 議場 

開   会 平成２８年１１月１５日 午前８時４０分宣告 

応 招 議 員  

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１番  村上  要二郎 

２番  林   康  彦 

３番  池 本  光 章 

４番  大 西  幸 江 

５番  寺 下  滿 憲 

６番  亀 井  文 男 

７番  檜 垣  一 成 

８番  平 山  和 昭 

９番  前 田  省 二 

１０番  土 居  計 彦 

１１番  池 本  興 治 

１２番  松 原  彌 一 

１３番  竹 林  秀 夫 

１４番  濱 田  高 嘉 

不応招議員 なし 

出 席 議 員 応招議員のとおり 

欠 席 議 員 なし 

自 治 法 第

１ ２ １ 条

の 規 定 に

よ り 説 明

の た め 出

席 し た 者

の職氏名

  

  １ 

  ２ 

  ３ 

 ４ 

 ５ 

 ６ 

  ７ 

  ８ 

 ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

町     長 

副  町  長 

総務部長 

福祉部長 

産業建設部長 

消防長 

総務課長 

企画政策課長 

広報情報課長 

魚島支所長 

住民課長 

産業振興課長 

建設課長 

健康推進課長 

公営事業課長 

海光園長 

 

宮 脇   馨 

宮 川  阪 光 

村 上  和 彦 

河 端  光 法 

越 智  康 浩 

中 辻     洋 

梨 木  善 彦 

杉 田  和 房 

蓼 原  洋 樹 

小 林   薫 

今 井   稔 

森 本  英 隆 

荒 井   健 

大 本  一 明 

中 濵  淳 一 

松 﨑  幸 正 
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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

議員・職員

以 外 で 会

議 に 出 席

し た 者 

１ 新教育長（就任日 11/19～） 濱 田  和 保 

会議に職務の

ため出席

し た 者 の

職 氏 名 

１ 

 

２  

議会事務局長   

 

議会書記（臨時） 

東   秀 彦  

 

久 保  真 弓 

 

町長提出議

案の題目

  

 

１ 教育長の任命について 

２ 上島町教育員会委員の任命について 

３ 上島町監査委員の選任について 

４ 上島町監査委員の選任について 

５ 上島町農業員会委員の選任について 

６ 上島町農業員会委員の選任について 

７ 上島町農業員会委員の選任について 

８ 上島町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

９ 上島町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

10 上島町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

11 上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例等の一部を改正するについ

て（取り下げ） 

12 上島町奨学金貸付条例の一部を改正する条例 

 

その他の

題   目 

 

１ 議長の選挙について 

２ 副議長の選挙について 

３ 常任委員会委員の選任について 

４ 議会運営委員会委員の選任について 

５ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

６ 愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

７ 上島町議会委員会条例の一部を改正する条例 

８ 議員派遣報告（上島町各地区敬老会） 

９ 議員派遣報告（上島町各地区大運動会） 

10 議員派遣報告（ゆげ海の駅舎建築工事安全祈願祭） 

11 議員派遣報告（魚島総合支所庁舎竣工式） 

12 議員派遣報告（上島町文化祭総合開会式） 

13 閉会中の継続調査申出について  

 

議事日程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。（会議規則第２１条） 

会 議 録 署

名 議 員 の

氏 名 

仮議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

１番・議員   村上  要二郎 

２番・議員   林   康  彦 
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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

会   期  平成２８年１１月１５日 （１日限り） 

傍聴者数  ２２名（男 １８名･ 女  ４名） 

 

 

◎  臨時議長の紹介及び挨拶 

○（東  秀 彦 議会事務局長）  

皆さん、ご起立ください。おはようございます。ご着席ください。 

私は、議会事務局長の東です。 

本臨時会は、一般選挙後初めての議会でございます。議長が選挙されるまでの間、地

方自治法第１０７条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を

行うことになっています。 

出席議員のうち、松原議員が年長者でございます。 

ご紹介します。それでは、松原議員、議長席の方へお願いします。 

（松原議員、議長席に着く） 

○（松原 彌一 臨時議長） 

ただ今、紹介された松原 彌一です。 

地方自治法第１０７条の規定によって、議長選挙が終わるまでの間、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。 

 

◎ 開会の宣告 

○（松原 彌一 臨時議長）  

ただ今の出席議員は１３人です。定足数に達していますので、平成２８年、第２回上

島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。 

（亀井議員入場し、出席議員全員となる） 

 

◎ 議事日程 

○（松原 彌一 臨時議長）  

一般選挙後の初議会でもあり、議長選挙含め数件の急施事件がありますので、審議決

定をしていただきたいと思います。ご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり）「ご

異議なし」と認めます。 

議長が決まるまでの議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 
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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

 日程第１、仮議席の指定 

○（松原 彌一 臨時議長）  

日程第１、「仮議席の指定」を行います。 

仮議席は、ただ今皆さんが着席の議席といたします。 

 

 日程第２、会議録署名議員の指名 

○（松原 彌一 臨時議長）  

日程第２、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１１９条の規定によって、臨時議長において村上議員、

と林議員を指名します。 

 

 日程第３、議長の選挙 

○（松原 彌一 臨時議長）  

日程第３、「議長の選挙」を行います。 

 今回の議長選挙は、申し合わせにより立候補制としておりましたが、立候補の届け出

期日までに濱田議員の他に届け出者がおりませんでした。 

 従いまして、選挙を行う必要がなくなりましたので、地方自治法第１１８条第２項の

規定によって指名推選によって当選人を決定したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

(複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、選挙の方法は、

指名推選で行うことに決定しました。 

○（松原 彌一 臨時議長） 

お諮りします。指名の方法については、臨時議長が指名することにしたいと思います

が、ご異議ありませんか。(複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。

従って、臨時議長の私が指名することに決定しました。 

○（松原 彌一 臨時議長） 

議長に濱田議員を指名します。 

ただ今、臨時議長が指名しました濱田議員を当選人と定めることにご異議ありません

か。(複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、ただ今指名し

ました濱田議員が議長に当選されました。 

議長に当選されました濱田議員が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の

規定によって、本席から当選の告知をします。 

濱田議員、ここで当選承諾のあいさつをお願いいたします。あいさつは登壇して行っ

てください。 

（濱田議長、登壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

皆さん、おはようございます。 
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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

議長就任にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

議員経験が豊富な先輩議員を差し置いて町議２期８年しか経験がないうえ、その器で

ないことは私自身が一番よく承知しております。 

このたびの議長選挙に立候補するか、しないか、考え悩み、同僚議員に迷惑をかけて

の紆余曲折の末に出した苦渋の決断であります。このたび、議員各位の温かいご配慮の

下で指名推選という形で当選人と定めていただき、議長に就任させていただきましたこ

とに深く感謝申し上げます。 

議長としての議会運営につましては、議会運営委員会の意見を尊重し、不偏不党、中

立を基本姿勢とし、町民に信頼される議会運営を目指してまいります。また、議員全員

で作り上げた「上島町議会基本条例」に魂を入れて行きたいと考えております。この基

本条例を順守し、確実に実践することで、議員力・議会力の向上に大きく寄与し、議会

の活性化と町の発展につなげてまいりたいと考えております。 

さて、理事者側にも議会として、あるいは議長として求めたいことがございます。そ

の一つに、出来るだけ事前に情報の提供、開示等を求め、情報の共有化を図ることに努

めてまいりたいと思います。それから、虚偽の説明や報告をしないということです。２

点目はそういうことです。３点目は、責任を他に転嫁しないという態度、これは理事者

側にも議会側にも共通して言えることと感じております。４点目は、公正で公平な役場

運営に取り組んでいただきたいと。この１２年間の町政の中でいろいろと問題が生じて

おります。このことについても、多くの町民をはじめ、議員の方々もご承知のとおりで

あります。最後に、円滑な行政サービスの向上に努めていただきたいと。非常に行政サ

ービスの劣化が目に余るほどです。これは、町民はじめ、議員の方々も実感としている

のではないかと考えております。この５点については、今後、議員の皆様と、後に決ま

るであろう副議長と共にです。行政側に求めて、より良い議会運営をやっていきたいと

考えております。 

最後に、議長の職責を果たすには、議会の融和を図り、議員各位の御支持とご協力が

不可欠であります。どうか、その点よろしく申し上げまして、簡単ではございますが、

議長就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

（濱田議長、降壇）（会場から拍手あり） 

 

○（松原 彌一 臨時議長） 

ありがとうございました。 

これで臨時議長の職務は全て終了しました。ご協力ありがとうございました。 

濱田議長、議長席にお着き願います。 

 

（議長席、交代） 
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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

○（濱田 高嘉 議長）  

ただ今、議長に当選しました濱田です。皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。この後の議事は、お手元に配付している追加議事日程のとおり進めてまいりま

す。 

 

 追加日程第１、会期の決定 

○（濱田 高嘉 議長）  

追加日程第１、「会期の決定」を議題といたします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）「異議なし」と認めます。よって、会期は、本日１日限り

と決定いたしました。 

 

追加日程第２、副議長の選挙 

○（濱田 高嘉 議長） 

追加日程第２、「副議長の選挙」を行います。 

今回の副議長選挙についても、申し合わせのとおり立候補制を取っており、竹

林議員が１名立候補されております。 

従いまして、選挙を行う必要がなくなりましたので、地方自治法第１１８条第２

項の規定によって指名推選によって当選人を決定したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。（「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、選挙の

方法は指名推選で行うことに決定しました。 

○（濱田 高嘉 議長） 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。（「異議なし」の声あり） 

「異議なし」と認めます。従って議長の私が指名することに決定しました。 

○（濱田 高嘉 議長） 

副議長に竹林議員を指名します。 

ただ今、議長に指名しました竹林議員を当選人と定めることにご異議ありませ

んか。（「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、ただ今指

名しました竹林議員が副議長に当選されました。 

副議長に当選されました竹林議員が議場におられますので、会議規則第３３条第

２項の規定によって、本席からの当選の告知をします。 

竹林議員、ここで当選承諾の挨拶をお願いいたします。挨拶は登壇して行って

ください。 

（竹林副議長、登壇） 

○（竹林 秀夫 副議長）  



7 

越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

皆さん、おはようございます。 

ただ今、ご指名いただきました副議長就任の挨拶を一言申し上げます。 

ただ今、副議長に就任と相成り、この上ない光栄に存じ上げます。と同時に責

任の重大さも痛感しているところでございます。浅学非才であります私が副議長

の要職を十分に果たすことができるか、一抹の危惧がないわけではありませんが、

幸いにいたしまして議長には人格執権ともに卓越した濱田氏が就任になっておら

れます。副議長というものは、地方自治法上、議長を補佐する職ではなく、代理

要職であることを念頭に置きながらも、議会が公正にかつ円満に運営されますよ

う誠心誠意努力する所存であります。 

今後とも、議員各位の変わらぬご指導とご鞭撻を承りますようお願いいたしま

して就任の御挨拶といたします。ありがとうございました。 

 （竹林副議長、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ここで、議席の指定をするため暫時休憩いたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前 ９時００分 ～ ９時１０分 ） 

（議席の指定、氏名標柱を固定する） 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 

追加日程第３、議席の指定 

○（濱田 高嘉 議長） 

追加日程第３、「議席の指定」を行います。 

議席は、会議規則第４条第２項の規定により、議長において指定します。 

議席は、今、着席いただいているとおりであります。 

議席番号1番・村上議員、2番・林議員、3番・池本光章議員、4番・大西幸江

議員、5番・寺下議員、6番・亀井議員、7番・檜垣議員、8番・平山議員、9番・

前田議員、10番・土居議員、11番・池本興治議員、12番・松原議員、13番・竹

林議員、14番・濱田です。 

以上です。 

 

追加日程第４、常任委員会委員の選任  

○（濱田 高嘉 議長） 

追加日程第４、「常任委員会委員の選任」を行います。 

お諮りいたします。 
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越智郡上島町議会会議録 平成２８年１１月１５日 開催 

 

 

常任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、議長にお

いて指名いたします。 

総務文教厚生委員会の委員に、池本光章議員、林議員、大西議員、檜垣議員、 

前田議員、竹林議員、松原議員、以上７名です。 

産業建設委員会の委員に、土居議員、村上議員、寺下議員、亀井議員、平山議

員、池本興治議員、濱田です。以上７名です。 

予算決算委員会の委員は、議長を除く全員、１３名で組織いたします。 

議会広報委員会の委員に、大西議員、林議員、村上議員、池本光章議員、平山

議員、以上５名をそれぞれ指名いたします。 

これに、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」

と認めます。従って、ただ今指名いたしました以上の議員を、それぞれの常任委

員会の委員に選任することに決定いたしました。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ここで各常任委員会の委員長及び副委員長互選のため、暫時休憩します。 

 

（ 休 憩 ： 午前 ９時１５分 ～ ９時２０分 ） 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

ええー、休憩を解いて、会議を再開いたします。 

それでは、各常任委員会の委員長及び副委員長の互選の結果を報告いたします。 

総務文教厚生委員会の委員長に池本光章議員、副委員長に林 康彦議員。 

産業建設委員会の委員長に土居計彦議員、副委員長に村上要二郎議員。 

予算決算委員会の委員長に池本光章議員、副委員長に林 康彦議員。 

議会広報委員会の委員長に大西幸江議員、副委員長に林 康彦議員。 

以上のように決まりましたので、ご報告します。 

 

 追加日程第５、議会運営委員会委員の選任  

○（濱田 高嘉 議長） 

追加日程第５、「議会運営委員会委員」の選任を行います。 

お諮りいたします。 

議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定により、

議長において指名いたします。 

議会運営委員会の委員に平山議員、村上議員、林議員、池本光章議員、大西議

員、池本興治議員。以上、それぞれ指名いたします。 

これに、ご異議ございませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議な

し」と認めます。従って、ただいま指名いたしました以上の議員を、議会運営委
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員会委員に選任することに決定いたしました。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ここで委員長及び副委員長互選のため、暫時休憩します。 

 

（ 休 憩 ： 午前 ９時２２分 ～ ９時２５分 ） 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

はい、休憩を解いて、会議を再開いたします。 

それでは、議会運営委員会の委員長及び副委員長の互選の結果を報告いたします。 

議会運営委員長に平山和昭議員、議会運営副委員長に村上要二郎議員。 

以上のように決まりましたので、報告します。 

 

追加日程第６、選 挙 

○（濱田 高嘉 議長） 

追加日程第６、「選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙」を行います。 

はじめに選挙管理委員会委員の選挙を行います。定数は４名です。 

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

定によって、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。（複数の「異

議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、選挙の方法は指名推選

で行うことに決定しました。  

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、お諮りいたします。指名推選の方法については、議長が指名すること

にいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あ

り）「ご異議なし」と認めます。従って、議長が指名することに決定しました。

ただ今から、事務局が資料を配布しますので、そのままお待ちいただきたいと思

います。 

（事務局、全議員に資料を配付する） 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

選挙管理委員会委員に、中濱信之氏、村上昭一氏、大林清孝氏、藤川雅邦氏を

指名したいと思います。 

お諮りいたします。ただ今、議長が指名しました中濱信之氏、村上昭一氏、大

林清孝氏、藤川雅邦氏を選挙管理委員会委員の当選人と認めることにご異議あり

ませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、

ただ今指名いたしました中濱信之氏、村上昭一氏、大林清孝氏、藤川雅邦氏が上

島町選挙管理委員会委員に当選されました。 
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○（濱田 高嘉 議長） 

続きまして、選挙管理委員会補充員の選挙を行います。定数は４名です。 

お諮りいたします。 

こちらの選挙の方法についても、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、

指名推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の

声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、選挙の方法は指名推選で行うこと

に決定しました。  

続いて、お諮りいたします。指名推選の方法については、議長が指名すること

にいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あ

り）「ご異議なし」と認めます。従って、議長が指名することに決定しました。 

それでは、選挙管理委員会補充員には、林正城氏、有吉直人氏、亀山秀夫氏、中

村一義氏、以上を指名します。 

お諮りします。ただ今、議長が指名しました方を選挙管理委員会補充員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と

認めます。従って、ただいま指名しました林正城氏、有吉直人氏、亀山秀夫氏、

中村一義氏、以上の方が選挙管理委員会補充員に当選されました。 

○（濱田 高嘉 議長） 

次に補充員の順番について、お諮りいたします。 

補充の順番は、ただいま議長が指名した１番・林正城氏、２番・有吉直人氏、

３番・亀山秀夫氏、４番・中村一義氏の順序にしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。従って、

補充の順番は、ただいま議長が指名した順番に決定しました。 

ここで、町長及び行政側職員に出席を要求しますので、暫時休憩といたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前 ９時３５分 ～ ９時４５分 ） 

 

（町長並びに行政側職員に出席を要請し、会議を再開） 

 

◎ 町長挨拶 

○（濱田 高嘉 議長）  

それでは再開いたします。 

一般選挙後、初めての議会でありますので、町長の挨拶を許可します。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

 

（宮脇町長、登壇） 
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○（宮 脇  馨 町長） 

宮脇 馨ですが、皆さん、よろしくお願いします。 

新しい町の姿を目指して、所信表明を行わせていただきます。 

私が大好きなテレビ番組に、Eテレの科学大実験というのがあります。これは、いろい

ろな科学の原理原則を基に「あっ」と驚くような大仕掛けの実験を繰り広げるものです

が、考え方を変えれば、こんなこともできるのか、というような、とても刺激的な番組

なのであります。翻って、この町の現状を補完すると、高齢化や少子化、財政再建等々、

さまざまな問題が山積する中で、どうやってこれらの問題に対処していくかを考えると

きに、大いに参考になるのではないかと思っています。打開策は、ここから始まるので

す。これまでの考え方を変えていくことなのです。発想の転換、ブレイクスルーを仕掛

けて行くのです。もちろん、これは行政、役場だけの問題ではありません。議会も、町

民の皆さんも、一緒になって取り組まなければなりません。日本全国の小さな自治体が

程度の差こそあれ、同様の問題に苦しんでおり、なかなかこれといった打開策を見出さ

せていないのが現状です。ということは、普通の考え方ではどうにもならない。という

ことではないでしょうか。 

これまでとは一味も二味も違った考え方や方法で取り組まなければ打開できないとい

うことです。発想の転換やブレイクスルー、これはとても難しいことのように思われて

いますが、そうではありません。見方を変えるという基本さえしっかり守れば簡単に実

現できるはずです。まずは役場の中から、この作業を始めますが、今まで当たり前と思

っていたことを、目線を変えてみること、そのことから皆さんにも始めていただくよう、

お願いいたします。できることを、できる人から始める。そこから、この町を変えてい

く流れが生まれるのではないでしょうか。 

こうした変革は、いつの時代にも痛みが伴うのは承知していますが、これを避けては

通れません。まずは、「隗より改めよ」ということで、役場の中から取り組んでまいり

ますが、変革の途中経過の中で、町民の皆さんにはいろいろな不便を来すことになるか

も知れませんが、しっかりと見守っていただくようお願いいたします。 

公共サービス基本条例の早期策定を皮切りに、交通体系の再編や産業振興、教育問題、

財政再建などの諸問題に、皆さんの生活者としての目線からどう変えていくのか。その

ためには、皆さんのご意見が忌憚なく表現できる場を確保しなければなりません。年に

一度の現在のまちづくり懇談会方式では自ずと限界があると考えています。それに代わ

る二重三重のシステムを提案させていただき、生活者の声を漏れなく聞き取れるよう努

めます。また、それらの声を迅速かつ適正に政策に反映させていくために町民目線の管

理システムを立ち上げたいと思います。 

しかし、このような方式は、現在どこにもないと思いますので、試行錯誤を続けなが

らやるしかありませんが、皆さんが全員参加を目標に掲げていただければ必ずや実現す

るものと信じています。 
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この町を変えて行くのは、皆さん自身であります。私は、そのことをどこまで支援で

きるかが問われることになると思います。この町で暮らし続けたい、その思いをみんな

でしっかりと共有できれば必ずや道は開けるはずです。そのために私は目一杯働かせて

いただきますので、どうかよろしくお願いします。 

（宮脇町長、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、初議会ということで、ここで自己紹介をお願いしたいと思います。議席

１番の村上議員から順次お願いします。住所・氏名をお願いします。 

〔議員自己紹介〕 

○（濱田 高嘉 議長） 

引き続いて、理事者側の自己紹介をお願いします。 

町長から順次お願いします。 

〔理事者側自己紹介〕 
 

追加日程第７、議案第１０５号 

○（濱田 高嘉 議長） 

追加日程第７、議案第１０５号、「教育長の任命について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

任期満了に伴い、新教育長の任命について、濱田和保氏を推薦する提案でございます。 

濱田氏は、民間で培った経験を活かし開かれた教育行政推進のために邁進され

ると確信しております。これまで歩んできた民間、因の島ガスではありますが、

その多彩な内容、そのことが必ずやこれからの教育行政に役立つものと確信して

おります。どうかよろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

本件は人事案件でありますので、申し合せのとおり、質疑と討論を省略して、

これから議案第１０５号「教育長の任命について」を採決いたします。この採決

は、記名投票で行います。議場の閉鎖を命じます。 

（事務局長、議場閉鎖） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今の出席議員数は１３名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に池本光章議員、大西議員を
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指名いたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票用紙を配ります。（事務局長、投票用紙の配付・議席順に配付） 

○（濱田 高嘉 議長） 

念のため申し上げます。 

本案に賛成の方は、判定欄に「○」と、反対の方は「×」と記載願います。な

お、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は「否」とみなします。 

（投票用紙配付後） 

○（濱田 高嘉 議長） 

用紙の配付もれは、ありませんか。（「なし」の声あり）「配付もれなし」と

認めます。 

投票箱の点検を行います。（事務局長、投票箱（蓋・箱の順）に点検） 

  （事務局長、議長・議席の方に向け、何も入っていないことを確認してもらう） 

○（濱田 高嘉 議長） 

「異常なし」と認めます。 

ただ今から投票を行います。 

事務局長が「議席番号と氏名」を呼び上げますので、順番に投票願います。 

（事務局長、点呼・投票） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票もれはありませんか。（「なし」の声あり）「投票もれなし」と認めます。

投票を終わります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

開票を行います。 

池本光章議員、大西議員、登壇して開票の立ち会いをお願いいたします。事務

局長、投票箱を開けて開票してください。 

（事務局長、投票結果集計後、投票結果を議長へ渡す） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票の結果を報告いたします。 

  投票総数１３票、有効投票１３票、無効投票０票。有効投票のうち賛成８、反対５票。 

（賛成者：林議員・亀井議員・檜垣議員・平山議員・土居議員・池本興治議員・松原議

員、竹林議員、反対者：村上議員・池本光章議員・大西議員・寺下議員・前田議員） 

  以上のとおり、賛成が多数です。従って、議案第１０５号は、同意することに決ま

りました。 

議場の閉鎖を解きます。（事務局長、議場開鎖） 
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追加日程第８、議案第１０６号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、追加日程第８、議案第１０６号、「上島町教育委員会委員の任命につ

いて」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

上島町教育委員会委員の候補者の提案でございます。 

氏名は、村上 修 氏でございます。村上氏は教育委員を３期務め、教育分野に造詣が

深く、上島町の教育行政にとりまして非常に有用な人でございます。続いて選任をし、

上島町のために尽くしてもらいたいということでございますので、その選任について議

会の同意を求めるものでございます。よろしくお願いします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

本件も同様に、質疑と討論を省略して、これから議案第１０６号、「上島町教育

委員会委員の任命について」を採決いたします。この採決も、記名投票で行いま

す。議場の閉鎖を命じます。（事務局長、議場閉鎖） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今の出席議員総数は１３名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に寺下議員、亀井議員を指名

します。 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票用紙を配ります。（事務局長、投票用紙の配付・議席順に配付） 

○（濱田 高嘉 議長） 

念のため、再度申し上げます。 

本案に賛成の方は、判定欄に「○」と、反対の方は「×」と記載願います。な

お、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は「否」とみなします。 

（投票用紙配付後） 

○（濱田 高嘉 議長） 

用紙の配付もれは、ありませんか。（「なし」の声あり）「配付もれなし」と

認めます。 

投票箱を点検します。（事務局長、投票箱（蓋・箱の順）に点検） 

  （事務局長、議長・議席の方に向け、何も入っていないことを確認してもらう） 
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○（濱田 高嘉 議長） 

「異常なし」と認めます。 

ただ今から投票を行います。 

事務局長が「議席番号と氏名」を呼び上げますので、順番に投票願います。 

  （事務局長、点呼・投票） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票もれはありませんか。（「なし」の声あり）「投票もれなし」と認めます。

投票を終わります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

開票を行います。寺下議員、亀井議員、登壇して開票の立ち会いをお願いします。

事務局長、投票箱を開け、開票してください。  

（事務局長、投票結果集計後、投票結果を議長へ渡す） 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、投票の結果を報告いたします。 

  投票総数１３票、有効投票１３票、無効投票０票。有効投票のうち賛成９票、反対４

票。（賛成者：村上議員・林議員・池本光章議員・亀井議員・前田議員・土居議員・池

本興治議員・松原議員、竹林議員、反対者：大西議員・寺下議員・檜垣議員・平山議員） 

以上のとおり、賛成が多数です。従って、議案第１０６号は、同意することに決し

ました。 

議場の閉鎖を解きます。（事務局長、議場開鎖） 

 

追加日程第９、議案第１０７号 

○（濱田 高嘉 議長） 

次に、追加日程第９、議案第１０７号、「上島町監査委員の選任について」を

議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

平成２８年１１月１８日をもって委員の一人が任期満了となるため、委員を選任するこ

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

の同意を求めるものであります。 

  上島町監査委員に、次の者を選任することについて同意を求めます。 

  住所、上島町弓削上弓削、平岡冨喜子さん。以上であります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

本件も同様に、質疑と討論を省略して、これから議案第１０７号、「上島町監査委
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員の選任について」を採決いたします。この採決も、記名投票で行います。議場の

閉鎖を命じます。（事務局長、議場閉鎖） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今の出席議員数は１３名です。 

  次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人

に檜垣議員、平山議員を指名します。 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票用紙を配ります。（事務局長、投票用紙の配付・議席順に配付） 

念のため、再度申し上げます。本案に賛成の方は、判定欄に「○」と、反対の

方は「×」と記載願います。なお、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでな

い投票は「否」とみなします。 

（投票用紙配付後） 

○（濱田 高嘉 議長） 

用紙の配付もれは、ありませんか。（「なし」の声あり）「配付もれなし」と

認めます。 

投票箱を点検します。 

  （事務局長、投票箱（蓋・箱の順）に点検） 

  （事務局長、議長・議席の方に向け、何も入っていないことを確認してもらう） 

○（濱田 高嘉 議長） 

「異常なし」と認めます。 

ただ今から投票を行います。 

事務局長が「議席番号と氏名」を呼び上げますので、順番に投票願います。 

  （事務局長、点呼・投票） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票もれはありませんか。（「なし」の声あり）「なし」と認めます。投票を終

わります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

開票を行ってください。檜垣議員、平山議員、登壇して開票の立ち会いをお願い

します。事務局長、投票箱を開け、開票してください。  

（事務局長、投票結果集計後、投票結果を議長へ渡す。） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票の結果を報告します。 

  投票総数１３票、有効投票１３票、無効投票０票。有効投票のうち賛成４票、反対９

票。（賛成者：池本光章議員・大西議員・寺下議員・平山議員、反対者：村上議員・林

議員・亀井議員・檜垣議員・前田議員・土居議員・池本興治議員・松原議員・竹林議員） 

  以上のとおり、賛成少数です。従って、議案第１０７号は、同意しないことに決し
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ました。議場の閉鎖を解きます。（事務局長、議場開鎖） 

                                   

追加日程第１０、議案第１０８号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、追加日程第１０、議案第１０８号、「上島町監査委員の選任について」

を議題とします。 

本件については、大西議員本人の一身上に関する事件であるため、この議事に

は参与することができませんので、地方自治法第１１７条の規定により、大西議

員の退場を求めます。（大西議員、退場） 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

提案理由の説明を行います。 

監査委員の一人が不在であるため、委員を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ものであります。 

議案第１０８号、「上島町監査委員の選任について」、上島町監査委員に次の

者を選任することについて、議会の同意を求めます。 

住所、上島町岩城、氏名、大西幸江。以上であります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

本件も同様に、質疑と討論を省略して、これから議案第１０８号、「上島町監査委

員の選任について」を採決いたします。この採決も、記名投票で行います。議場の

閉鎖を命じます。（事務局長、議場閉鎖） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今の出席議員数は１２名です。 

  次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に前田議員、土居議員を指名

いたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票用紙を配ります。（事務局長、投票用紙の配付・議席順に配付） 

○（濱田 高嘉 議長） 

念のため、再度申し上げます。 

本案に賛成の方は、判定欄に「○」と、反対の方は「×」と記載願います。な

お、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は「否」とみなします。 
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（投票用紙配付後） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票用紙の配付もれは、ありませんか。（「なし」の声あり）「配付もれなし」

と認めます。 

投票箱を点検します。 

  （事務局長、投票箱（蓋・箱の順）に点検） 

  （事務局長、議長・議席の方に向け、何も入っていないことを確認してもらう） 

○（濱田 高嘉 議長） 

「異常なし」と認めます。ただ今から投票を行います。 

事務局長が「議席番号と氏名」を呼び上げますので、順番に投票願います。 

   （事務局長、点呼・投票） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票もれはありませんか。（「なし」の声あり）「投票もれなし」と認めます。

投票を終わります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

開票を行います。前田議員、土居議員、登壇して開票の立ち会いをお願いします。

事務局長、投票箱を開け、開票してください。  

（事務局長、投票結果集計後、投票結果を議長へ渡す） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票の結果を報告します。 

  投票総数１２票、有効投票１２票、無効投票０票。有効投票のうち賛成３票、反対９

票。（賛成者：池本光章議員・寺下議員・平山議員、反対者：村上議員・林議員・亀井

議員・檜垣議員・前田議員・土居議員・池本興治議員・松原議員・竹林議員） 

以上のとおり、賛成少数です。従って、議案第１０８号は、同意しないことに決し

ました。 

議場の閉鎖を解きます。（事務局長、議場開鎖） （大西議員、入場） 

 

                                   

○（濱田 高嘉 議長） 

お諮りします。 

次の追加日程第１１、議案第１０９号から追加日程第１３の議案第１１１号の「上島

町農業委員会委員の選任について」の人事案件でございますが、審議の都合上、そのう

ち議案第１１１号を除いた議案第１０９号と議案第１１０号の２件を一括議題としたい

と思いますが、ご異議ありませんか。（「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認

めます。 
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追加日程第１１、１２、議案第１０９号、１１０号 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、追加日程第１１、議案第１０９号及び追加日程第１２、議案第１１

０号の「上島町農業委員会委員の選任について」の２件を一括議題とします。 

２件併せて提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

それでは提案理由の説明をさせていただきます。 

議案第１０９号と議案第１１０号、「上島町農業委員会委員の選任について」

につきましては、現委員に欠員が生じておりますので、新しく委員を選任するこ

とについて、農業協同組合法等の一部を改正する法律第２条の規定による改正後

の農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、上島町農業委員候補者

評価委員会で審査を行った結果、今回の法改正の趣旨に合致した人物でございま

すので、よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、議案第１０９号「上島町農業委員会委員の選任について」でありま

すが、上島町農業委員会委員に次の者を選任することについて議会の同意を求め

る。住所・上島町岩城、氏名・村上悦治。 

 続いて、議案第１１０号、前文は同様でありますが、住所・上島町岩城、氏名・

村上禮一。  

 この２名の方であります。以上、よろしくお願いします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

本件も同様に、質疑と討論を省略して、これから議案第１０９号及び１１０号の

「上島町農業委員会委員の選任について」を採決いたします。この採決も、記名投票

で行います。議場の閉鎖を命じます。（事務局長、議場閉鎖） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今の出席議員数は１３名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に松原議員、竹林議員を指名

いたします。 

投票用紙を配ります。（事務局長、投票用紙の配付・議席順に配付） 

○（濱田 高嘉 議長） 

念のため、再度申し上げます。 

各議案の候補者について、賛成の方は、判定欄に「○」と、反対の方は「×」

と記載願います。なお、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は「否」
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とみなします。 

（投票用紙配付後） 

○（濱田 高嘉 議長） 

用紙の配付もれはありませんか。（「なし」の声あり）「配付もれなし」と認

めます。 

投票箱を点検します。（事務局長、投票箱（蓋・箱の順）に点検） 

  （事務局長、議長・議席の方に向け、何も入っていないことを確認してもらう） 

○（濱田 高嘉 議長） 

「異常なし」と認めます。 

ただ今から投票を行います。 

事務局長が「議席番号と氏名」を呼び上げますので、順番に投票願います。 

  （事務局長、点呼・投票） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票もれはありませんか。（複数の「なし」の声あり）「投票もれなし」と認め

ます。投票を終わります。 

開票を行います。松原議員、竹林議員、登壇して開票の立ち会いをお願いします。

事務局長、投票箱を開け、開票してください。  

（事務局長、投票結果集計後、投票結果を議長へ渡す） 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、投票の結果を報告します。 

まず、議案第１０９号の投票の結果を報告します。 

投票総数１３票、有効投票１３票、無効投票０票。有効投票のうち賛成１２票、反対

１票。（賛成者：村上議員・林議員・池本光章議員・大西議員・寺下議員・亀井議員・

平山議員・前田議員・土居議員・池本興治議員・松原議員・竹林議員、反対者：檜垣議

員） 

  以上のとおり、賛成が多数です。従って、議案第１０９号は、同意することに決し

ました。 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、議案第１１０号の投票の結果を報告します。 

  投票総数１３票、有効投票１３票、無効投票０票。有効投票のうち賛成１１票、反対

２票。（賛成者：村上議員・林議員・池本光章議員・大西議員・亀井議員・平山議員・

前田議員・土居議員・池本興治議員・松原議員・竹林議員、反対者：寺下議員・檜垣議

員） 

  以上のとおり、賛成が多数です。従って、議案第１１０号は、同意することに決し

ました。 

議場の閉鎖を解きます。（事務局長、議場開鎖） 
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追加日程第１３、議案第１１１号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、追加日程第１３、議案第１１１号、「上島町農業委員会委員の選任に

ついて」を議題といたします。 

本件については、寺下議員本人の一身上に関する事件であるため、この議事に

は参与することができません。地方自治法第１１７条の規定により、寺下議員の

退場を求めます。（寺下議員、退場） 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

ええー、議案第１１１号、「上島町農業委員会委員の選任」につきましては、先ほ

どご説明しました理由と同様であり、今回の法改正の趣旨に合致した人物でござ

いますので、よろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

議案第１１１号、「上島町農業委員会委員の選任について」、上島町農業員会委員に

次の者を選任することについて議会の同意を求める。 

住所、上島町生名、氏名、寺下 滿憲。以上であります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

本件も同様に、質疑と討論を省略して、これから議案第１１１号、「上島町農業委

員会委員の選任について」を採決いたします。 

この採決も、記名投票で行います。議場の閉鎖を命じます。 

（事務局長、議場閉鎖） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今の出席議員数は１２名です。 

次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に村上議員、林議員を指名し

ます。 

投票用紙を配ります。（事務局長、投票用紙の配付・議席順に配付） 

○（濱田 高嘉 議長） 

この投票につきましても、判定欄に同様に記載、○か×を記載してください。 

（投票用紙配付後） 

○（濱田 高嘉 議長） 

用紙の配付もれは、ありませんか。（「なし」の声あり）「配付もれなし」と

認めます。 
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投票箱を点検します。（事務局長、投票箱（蓋・箱の順）に点検） 

  （事務局長、議長・議席の方に向け、何も入っていないことを確認してもらう） 

○（濱田 高嘉 議長） 

「異常なし」と認めます。 

ただ今から投票を行います。 

事務局長が「議席番号と氏名」を呼び上げますので、順番に投票願います。 

  （事務局長、点呼・投票） 

○（濱田 高嘉 議長） 

投票もれはありませんか。（複数の「なし」の声あり）「投票もれなし」と認め

ます。投票を終わります。 

開票を行います。 

村上議員、林議員、登壇して開票の立ち会いをお願いします。事務局長、投票

箱を開け、開票してください。  

（事務局長、投票結果集計後、投票結果を議長へ渡す） 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、投票の結果を報告いたします。 

  投票総数１２票、有効投票１２票、無効投票０票。有効投票のうち賛成３票、反対９

票。（賛成者：池本光章議員・大西議員・平山議員、反対者：村上議員・林議員・亀井

議員・檜垣議員・前田議員・土居議員・池本興治議員・松原議員・竹林議員） 

  以上のとおり、反対が多数です。従って、議案第１１１号は同意しないことに決し

ました。 

議場の閉鎖を解きます。（事務局長、議場開鎖） （寺下議員、入場） 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、ここで一旦休憩に入ります。１１時１５分まで休憩いたします。よろしく

お願いいたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１１時０５分 ～ １１時１５分 ） 

 

（濱田 和保氏、入場） 

                                    

○（濱田 高嘉 議長） 

再開いたします。 

先ほど同意を得ました教育長の濱田 和保さんが見えておりますので、また理事者側の

要望もありますので一言ここで御挨拶ということで、その要望を許可いたします。 

 

（濱田氏、登壇） 
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○（濱田 和保 氏） 

議会の皆様方、ご承認ありがとうございます。 

子供たちが適正な教育を受けることができ、そして、いじめや差別がないような、そ

して、心優しき子供たちに育つようなそういう環境を作って行きたいと考えています。

皆様方のご支援とご協力をどうか一つよろしくお願いいたします。どうもありがとうご

ざいます。（拍手あり） 

（濱田氏、降壇、退場） 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは再開いたします。 

お諮りします。次の追加日程第１４、議案第１１２号から追加日程第１６の議案第１

１４号の「上島町固定資産評価審査委員会委員の選任について」の人事案件３件につき

ましては一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。（「異議なし」の声あ

り）「ご異議なし」と認めます。 

 

追加日程第１４～１６、議案第１１２～１１４号 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、追加日程第１４、議案第１１２号から追加日程第１６の議案第１１４号の

「上島町固定資産評価審査委員会委員の選任について」の人事案件３件を一括議題とい

たします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

３件併せて提案理由の説明を求めます。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

それでは、提案理由の説明をいたします。 

平成２８年１１月１８日をもって委員の任期が満了となるため、新たに委員を

選任することについて、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求

めるものであります。 

  議案第１１２号では、上島町固定資産評価審査委員会の委員の選任について、

上島町固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任することについて議会の同

意を求める。住所、上島町魚島、氏名、中村一義。 

  続きまして、議案第１１３号、前文は同じであります。住所、上島町生名、氏

名、村上寛仁。 

  続きまして、議案第１１４号、住所、上島町岩城、氏名、中濱信之。となって

おります。 

  今上げました３名の方でございますが、最初に中村一義さん、中村氏につきま
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しては、旧魚島村役場並びに上島町役場で課長の経験も長く、行政の知識も経験

も豊富であり、魚島村においては教育長も歴任され、人格識見ともに優れた方で

あります。 

続きまして、村上寛仁氏でございますが、村上氏も旧生名村役場並びに上島町

役場で課長経験が長く、行政の知識も経験も豊富であり、人格識見ともに優れた

方であります。 

最後に、中濱信之氏でございます。中濱氏につきましては、岩城郵便局長、岩

城村教育委員会委員長を務められるなど、人格識見ともに優れた方で、また地域

の実情にも精通しておられることから、この案を提出させていただくものであり

ます。どうかよろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

お諮りします。本件も人事案件であり、質疑と討論を省略して、直ちに採決に

入りたいと思いますが、こちらは起立による採決とすることにご異議ありません

か。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。 

はじめに、議案第１１２号、「上島町固定資産評価審査委員会の委員の選任について」

を採決いたします。 

お諮りいたします。本案のとおり、固定資産評価審査委員会委員に中村一義氏

を選任することについて、同意する方はご起立願います。 

 （賛成者、起立） 

はい、起立全員です。よって、議案第１１２号は同意することに決定しました。 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、議案第１１３号、「上島町固定資産評価審査委員会委員の選任について」を

採決いたします。 

お諮りいたします。本案のとおり、固定資産評価審査委員会委員に村上寛仁氏

を選任することについて、同意する方はご起立願います。 

 （賛成者、起立） 

 起立全員です。よって、議案第１１３号は同意することに決定しました。 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、議案第１１４号、「上島町固定資産評価審査委員会委員の選任について」採

決いたします。 

お諮りいたします。本案のとおり、固定資産評価審査委員会委員に中濱信之氏

を選任することについて、同意する方は起立願います。 

 （賛成者、起立） 
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はい、起立全員です。よって、議案第１１４号は同意することに決定しました。 

                              

追加日程第１７、議案第１０３号 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、追加日程第１７、議案第１０３号、「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例

等の一部を改正する条例」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

はい、議案第１０３号、「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例等の一部を改正する

条例」の提案理由の説明をいたします。 

  平成２８年８月の人事院勧告に基づく国の取扱いに準じた措置及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部改正並びに政策判断に伴い自らの給与額の

減額を行うため、関係規定を整備する必要が生じましたので、この条例案を提出

するものでございます。 

なお、改正の内容につきましては、梨木総務課長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○（梨木 善彦 総務課長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 梨木課長。 

○（梨木 善彦 総務課長） 

はい、それでは条例改正について、説明いたします。 

この改正につきましては、３本の条例を一括して改正しようとするものでございます。

その３本は何かと申しますと、表題の「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例」と「上

島町特別職の職員の給与に関する条例」と「上島町職員の給与に関する条例」の３本で

ございます。 

それでは、添付資料の一番最後に添付しております「説明資料」２分の１をご覧くだ

さい。 

これは、先の平成２８年８月の人事院勧告により改正する概要でございます。 

まずは、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例ですが、期末手当の支給月数を現行

の 3.15月から改正後は 3.25月へ、0.1月分引き上げるものでございます。 

次に、その下の上島町特別職の職員の給与に関する条例ですが、この改正も先ほどの

議会議員等報酬条例と同様に期末手当の支給月数を現行の 3.15月から改正後は 3.25月

へ、0.1月分引き上げるものでございます。 

次の２分の２ページをお願いいたします。 

職員の給与に関する条例改正ですが、職員につきましては、勤勉手当の支給月数を 0.1
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月分、再任用職員につきましては、0.05月分引き上げるものでございます。 

平成２９年４月１日以降におきましては、６月期及び１２月期の勤勉手当がともに 0.85

月、再任用の職員につきましては、ともに 0.4 月と均等になるような配分となっており

ます。 

また職員の改正につきましては、給料表の棒給表の改正も伴っており、医師の給料表

を除くすべての職種において、平均で月例給が約 0.2％の引き上げ改正となっております。 

以上のことを踏まえまして、元の提案理由書の方に戻っていだだいて、提案理由書の

次のページ、「改め文」の２２分の１ページをご覧ください。 

まずは、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の一部改正ですが、第１条は期末手

当を 162.5から 172.5へ 0.1月分引き上げるもでございます。 

第２条は、来年度、平成２９年度に支給する月数をそれぞれ定めたものでございます。 

第３条につきましては、いわゆる地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に

伴いまして、別表中の教育委員長を削除するものでございます。 

第４条につきましては、１項で期末手当の月数の変更を行い、第６項の町長の給料月

額の特例につきましては、町長の政策判断に伴いまして、自らの給料を任期中に限り、

半額にしようとする改正でございます。 

次に第５条ですが、特別職の職員の期末手当について、来年度、平成２９年度に支給

する月数を定めたものでございます。 

続きまして、次の２２分の２ページをお願いします。 

第６条は、職員に関する改正で、勤勉手当を 0.1月分引き上げる改正でございます。 

そして、給料表の改正ですが、以下のとおり、別表を第１から平均 0.2％の改正となっ

ており、金額で申し上げますと、若年層につきましては、約１，５００円の引き上げ、

その他は約４００円ほどの引き上げ改正となっております。 

以上で、議案第１０３号「上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例等の一部を改正す

る条例」の説明を終わります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

町長の給料、半額ということでありますけども、給料半額にして、副町長、教育長よ

り給料が少ないいうような額になると思うんですが、他所の市町村でそういう実態、例

ありますか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 
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○（宮 脇  馨 町長） 

ええー、前田議員の質問にお答えします。 

  前例と言いますか、例えば、島根県の海士町とか、そういった所では以前にそ

ういう事例もございます。ただ、私は、政策で掲げたようにですね、公約として、

私の給料は半減させていただきます。ただ、他の皆さんは職員も含め、生活給で

ありますんで、そのことに関しては、私は一切触るつもりはございません。皆さ

んの生活はやっぱりきちんとしていただかないと、住宅ローンも抱えたり、子育

てもあったりということはありますんで、そのことに関して私がとやかくいう筋

合いはないと思っております。公務員として、生活保障はきちんとされるべきだ

と思っています。 

で、ただ私が今回これを提案させていただいたのは、上島町の財政状況が厳し

いということを皆さんに理解していただければ、それでいいと思っています。そ

のために、自分の身を引き締めるつもりで、この案件を提案させていただいてお

ります。このことで、財政状況が厳しいということを皆さんに分かっていただけ

たらいいし、自分がそれで気が緩むと、そういった状態にならないように身を引

き締める思いでこれを提案させていただきましたので、ぜひともご承認いただき

たいと思います。以上です。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

職員のことはよく分かるんですよ。私の言っているのは特別職。副町長並びの教育長、

その職員の方には生活がございます。まあ、特別職の方も生活はありますけども、そう

いう方との格差があり過ぎるんじゃないかと。例えば、10％か20％くらいなら納得いく

んですけど、私は上島町の町長の仕事はそれだけ仕事に合った給料はやはり出すべきで

はないかと、かように思っておりますので、これはちょっと私は納得はいきません。以

上です。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

前田議員の仰る意図はよく分かるんですが、あのー、やっぱりこの場でですね

え、私は町長という立場であります。それで、特別職についても逆に言うと、副

町長、教育長、私がお願いしてなっていただくという、そういう経緯があります

んでね。そのことについて、私が、「じゃあ、あなた半額にしてください」とい

う、そういう話はちょっと激務は重々承知しております。それでお願いするわけ

ですから、そちらの方は勘弁してください。 

で、私の給料が今半額になったからといって、私は半分の仕事をしないかとい
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う、そういう話では当然ございませんのでね。あのー、私は何としてもこの仕事

を皆さんとともにやり抜きたいという、そういう熱意は全く変わりませんので、

ただ、町長の激務というのは重々承知しております。それに対する評価は、逆に

ですね、月額報酬がこれでまあ十分かどうかとか、そういう話ではなくて、その

激務に対する報酬としては今の額面の分は妥当だとは思っております。ただ、私

は「今のこの財政状況をいつまでも任期の期間中はこのことを忘れないぞ」とい

うそういう意思ということで、受け止めていただきたいと思っておりますんで、

よろしくお願いします。 

○（９番・前田 省二 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 前田議員。 

○（９番・前田 省二 議員） 

町長の言わんとしていることもよく分かるんですけども、私が言いたいのは、やはり

その仕事に合っただけの額は受け取るべきではないか。私は基本的にはそういうふうに

考えておりますので、あのー、まあ半額にされてですよ、年間７百万ぐらい減になりま

すよねえ、約。でもそれで４年で２，８００万ですか、それくらい減額して財政難に追

いつくのか、追いつかないのか、よく分かりませんけども、私は基本的にはやっぱそう

いう考えを持って、今回こういう意見を出させていただきました。以上です。 

○（濱田 高嘉 議長） 他にありませんか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

本当に仰るとおりだと思いますが、私は本当に先ほども、繰り返しております

けども、これはあくまでも自分自身の問題として、これが減額したから、この町

の財政状況がそれだけ一気に変わるかという話では当然ございませんので、その

辺は十分認識しております。もう自戒を込めてやらせていただくということでご

了承いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○（濱田 高嘉 議長） 他にありませんか。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手）はい。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

ええー、５番寺下です。今、町長からの答弁はよく分かるんですけどね。町の

財政危機に瀕していることは、それぞれ自覚はできとる思うんですね。ほで、自

ら町長が身を切るということですが、私はもう少しですね、町全体を眺めたとき

に、では特別職、議員も特別職であり、それこそ各種委員もたくさん報酬もらっ

てますね。そういったものを勘案しながらね、町の財政を何とか立て直して行こ

うとかいう町民こぞってね、するような施策とらないと。あなただけがそうやっ
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てね、報酬減額、給与を減額というね、提案するんではなくして、全体を見直し

て、全体の町づくりを考えて行かないと。 

何か我々議会人も、あのー、議会の中からも議員報酬を今後の激務に耐えて行

くためにね、議会報酬上げて行かないといけないときにね、町長自らそういう形

取ると、各種委員、団体等々がどのように考えて行ったらよいのかね、分かりか

ねる点があるけん、その点、町全体見たときにどうなのかいうことを考えたこと

ありますか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

ええー、寺下議員の質問にお答えしますが、今のご指摘のとおりだと思ってお

ります。私自身は、今こういう立場でやっておりますが、ただ、これから先の財

政状況考えたときは、当然、町全体の話は皆さんで協議をしていかなければなら

ないと思っております。で、特に、どう言うんですかねえ、いろんな、例えば、

議員さんの給与と、それから各種委員の給与といろいろあります。で、どこをど

ういうふうにして行くかという話は、これからの議論の場ということになろうか

と思いますが、ぜひ、そういう、皆さんと一緒に考えながら議論していきたいと

いう思いは持っておりますので、ぜひ、皆さんでそういう場に参加していただい

て、どんどん活発な意見を出していただいて、財政再建に向けて動きという、ま

あ、一つのなんですかねえ、ロードマップのようなものを作っていく必要があり

ますので、その段階で、ええー、改めてですね、トータルで町全体のそういった

部分を判断して行きたいと思っておりますので、そのときはぜひ、ご協力をお願

いしたいと思います。以上です。 

○（濱田 高嘉 議長） 他にありませんか。 

○（８番・平山 和昭 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 平山議員。 

○（８番・平山 和昭 議員） 

はい、まあ、あのー、町長の気持ちと言うんですか、そういう財政再建に向け

る意気込みというのは理解はしたいと思っています。 

しかし、この町長給料の半減というテーマは、実は選挙の途中から出てきたよ

うに私は感じておるんですね。ええー、いろいろ政策のものが提出されてはいま

したが、選挙の途中で出てきた町長給料の半減案っていうことがまあアナウンス

されまして、まあ、それが影響したかどうかは知りません、見事当選されまして

現職にあられるわけですが、私は先ほど町長が仰っておられるような視点でもの

を考えるんであれば、当然、政策の最初に出て来ててもおかしくなかったと。そ

ういうふうに思うんですね。ですので、当然、町長の給料の半減っていう形はこ
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ういう条例改正をしなければ、いわゆる寄付行為に当たるといったようなことで、

方法論としては分かるんですが、どうしても、同僚議員、寺下議員が仰ってたよ

うに、全体の財政危機に向けてのスタンス、その自分を引き締めるという気持ち

はそれは分かりますが、それがなぜ給料の半減なのかということはやっぱり理解

しがたいと思っております。 

従いまして、まああのー、後ほども討論させていただきますけども、その辺り、

選挙の途中から出てきたアナウンスがこうして政策の中に反映されるのは、それ

は果たして公約の実現なのかどうかということについてどのようにお考えなので

すか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

はい、確かに、ええー、平山議員の仰るとおりで、選挙、当初と言いますか、

動き始めたときに提案した公約ではございません。それは認めます。ただ、財政

再建というのは、この町にとってとても大きな公約であり、逆にその公約をです

ねえ、最初から掲げると、あれも出来ない、これも出来ないという、そういう動

きも当然あったと思いますんで、その辺の公約の提案の仕方と言いますか、それ

はある意味、選挙戦術と言われても仕方ありませんけど、そういう認識は確かに

ございます。その点につきましては、皆さんにお詫びします。 

ただ、ええー、これから先のことを考えた場合ですね、だからと言ってじゃあ、

これを時間をかけ過ぎるとちょっとやばいんじゃないかと、私自身は思っており

ますので、今回のこのことを契機にですね、職員の皆さんも、町民の皆さんも一

緒になってこの問題を逆に問題の意識共有、そういう提起になればと思っており

ますので、こういうちょっとまあ、どこかが飛び出たようなそういう政策かも知

りませんけど、このことで出来たら少しでも理解いただけたらという、そういう

思いでやらせていただけたらと思います。以上です。 

○（４番・大西 幸江 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 大西議員。 

○（４番・大西 幸江 議員） 

はい、あのー、ご説明もたくさんいただきまして気持ちも分かりますし、いろ

いろ考えての結果だと思いますけども、この人事院勧告の他の職員の方とかね、

それと一緒にこういうふうに出してこられると、さっき仰いましたよねえ、「職

員の方にはちゃんとした生活がありますよ、みんなにはちゃんとした生活をして

ほしいですよ」と言ってる中で、混ぜこぜでこれを持ってこられたら、まあ反対

できにくいですよねえ。正々堂々じゃないですよねえ。こういうやり方もやっぱ

りどうなんですかねえという気持ちがします。 
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で、やっぱり、本当の意味でね、気を引き締めて理解をしてほしいと言うんで

あれば、これは町長のどうしてもやりたいことなんだということで、ここだけで

ね、提出して来るんなら分かりますけども、さっき言ったように、公約としても

途中から出てきた。で、ここに至っても、その周りとのバランスの考え方という

のが今一つ私も腑に落ちないという状況なので、その辺の考え方、条例改正の出

し方についてはどのようにお考えになって出されたのでしょうか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

はい、大西議員さんの仰るとおりだと思います。これはタイミング的にですね

え、人勧のこういった年末の調整時期、これとたまたま合致してしまったんで、

もし、皆さんがそういうふうな認識があるんでございましたら、私の案件は引き

下げて次の１２月定例議会に出しても差し支えはございません。その方がこれが

審議していただけるのでしたら、私はそうします。あのー、これは混ぜこぜにさ

れると困りますんで、やっぱり人勧のちゃんとした部分はそれはそれでしっかり

審議していただいたら結構です。 

で、私の分は、私の分で別にいくら議論していただいても結構ですし、逆に、

そういったいろんなご意見いただいても結構です。ただ、たまたまこういうタイ

ミングになったという話ですね。で、どうせ、人勧の分をここへ提案するんであ

れば同じ報酬の案件ということでこういうことになったんで、本当にこれは中身

は切り離して考えていただくという、そういう内容でやっていただくしかないと

思いますんで、先ほど言われたようなご理由でしたら、あのー、逆に切り離して

やっていただいても結構です。 

私はそう考えておりますんで、ええー、こうやって１回提案させていただいて

おりますんで、そこのところは理解していただけたらと思います。以上です。 

（平山議員から「議長、ちょっと休憩してください」の声あり） 

○（濱田 高嘉 議長） 

暫時休憩いたします。 

 

（ 休 憩 ： 午前１１時４５分 ～ １１時５０分 ） 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

ええー、引き続き、この議案第１０３号について、質疑を受けます。 

○（８番・平山 和昭 議員） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 平山議員。 

○（８番・平山 和昭 議員） 
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はい、あのー、先ほどですねえ、町長の答弁の中で、「町長分だけを取り下げ

ても」といったような話が出ましたんで、急きょ休憩をしていただいて、そうい

うことが可能なのかどうかということとですねえ、つまり３点セットでこの案が

出ておるわけですから、町長がそのように自分の報酬に関しては別個いったよう

な考えもあるんでしたら、具体的にどういうやり方があるんですか、総務部長。 

○（村上 和彦 総務部長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 総務部長。 

○（村上 和彦 総務部長） 

ええー、今回提出の議案の中から町長に関する部分だけを除いてということは

今臨時議会では非常に難しい話だと思います。ですから、このままそれを含めて

審議をしていただくか、切り離すのであれば、取り下げというような形になりま

して、職員の給与を１２月期に支給する期末勤勉手当の関係がございますので、

それにつきましては１１月中の臨時議会で別の議案として提出をさせていただい

て別個に審議するという方法を取らざるを得ないのかな、というふうに考えてお

ります。 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、この議案を取り下げるという方向で、１０３号ですか。 

（「それは町長が決めること」の声あり） 

このまま審議、続けますか。 

それじゃ、質疑を続けます。質疑はありませんか 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

あのー、町長にちょっと伺っときたいんですけど、いわゆる、特別職の報酬審

議会いうのがあるんですね。それを町長どのように捉えているのか、そこに相談

して50％いう形を打ち出したのか、もうそういった審議会抜きで自ら個人として

打ち出してきたのか、その点について簡単にもう答弁してください。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） はい、宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

ええー、寺下議員の仰るとおりだと思います。これは、額面と言いますか、報

酬月額は一切触っておりませんので、公約としてそれを半分にするということな

ので、報酬審議会の審議は、報酬としての額は変えるつもりはありません。で、

それに対して、私自身が半分にしますという、私自身だけの話ということで先ほ

どから説明しておりますようにやっておりますんで、それは報酬が妥当であるか

どうかという先ほどの前田議員が仰られた、その激務に対する報酬、対価かどう
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かという、そういう報酬審議会の審議はこの動きの中では私は必要ないと判断し

てこういう行動に出ましたんで、その辺はご理解いただきたいと思います。以上

です。 

○（３番・池本 光章 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、池本光章議員。 

○（３番・池本 光章 議員） 

ええと、右も左も分からないからちょっと意見するのも恥ずかしいような気も

するんですが、単純に住民サイドの疑問をここで述べさせてもらったら思うんで

すが。ええー、今、町長が言われたのは財政再建いうことを第一に上げられまし

た。そして、先ほど教育長の選任の理由については第三者からの新しい目が必要

だと。それと財政再建とどういうふうに結びつくのか。まあ、教育長にしても、

その、このまた、多分あるだろうと思われる副町長にしても、僕は特別職だと考

えてるんですけど、その特別職いうのは僕は名誉職だと考えます。給料あっての

職ではなくて、その町とか村とか市に貢献して何ぼかの職ではなかろうかと考え

ます。 

そういった中で、先ほど町長は、そういった金銭的な話を全然出さずに推薦さ

れたということであるんですが、そうなると財政再建と言われたことにどうして

も疑問を感じます。まあ、そういったトータル的な視野でいろんな人選もやって

いかないといけないし、役場の改革も当然行われると言いましたので、その辺の

ところの決意をお聞きしたいんですが。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

ええと、あのー、財政再建とそれから、まあ三役等の給与、それから職員の給

与、いろいろありますが、人件費の抑制、これは大きな課題ではありますが、先

ほど寺下議員の方から指摘されましたように、こちらの三役等の報酬につきまし

てはですね、やっぱり報酬審議会等で財政再建をにらんだうえできっちり審議し

ていただいた方がいいと思います。 

それから、あのー、財政再建の中で、じゃあ、どういうスタンスで始めるのか

というのは、町全体で取り組まないといけないんで特に役場の中の人件費とか、

そういった諸々の、それから今やっているいろいろな事業、それを全部ひっくる

めた中で、例えば５年とか、１０年とか、そういったロングスパンで取り組まな

ければとても解決できない問題だということは、あると思うんですが、そういう

計画的な動き、これをやっぱり打ち立てて行かないと、ちょっとそのことについ

ては簡単にはいかないと思います。で、この問題だけをとってという話ではあり

ませんので、これはあくまでも先ほどから私が申しておりますとおり、意識的な
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アピールと言うか、その警鐘と言うか、そういうものなので、これは財政再建の

一つの、その目印と言いますか、そういう観点で捉えていただいた方がよろしい

かと思います。 

ええー、これから先の動きで、まあそういったことをどういう形で審議して行

くか、進めて行くか、そのシステムをまず作らないと、今のままでは話し合う場

がまだ出来てないと、そういう状態だと思います。やっぱり、今の町が抱えてい

る負債の総額、それから、で、これから始まる特例債等の減額、そういった諸々

のことがありますし、それを時系列で並べていって実際にデータを皆さんに提示

して、その中から「やっぱり、これはやばいぞ」と、そういう話になったときに、

「じゃあ、三役の給料からまず切るか」という話とかですね、そういうのが具体

的な話として報酬審議会等で議論されて、で、それを１個ずつクリアして行くと。

そういう流れになるんじゃないかと、私自身は思っています。 

今、ここでどうこうという話はパッとこう具体的な数字とか、ターンテーブル

はお示しはできませんが、基本的な考え方としてはそういうことになろうかと思

っています。以上です。 

○（３番・池本 光章 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、池本光章議員。 

○（３番・池本 光章 議員） 

ええと、言いたいことは、言われたいことはよく分かるんですけど、要するに

議員としても襟を正さんといかんような部分にも触れられとるわけで、現実的に。

そういった意味で、一人だけがポンとそういうことを言われても、みんな正直困

ると思うんですね。各種委員にはじまって私たち議員の報酬もそうですし、そう

いうトータル的なみんなの考えでもって財政再建のために、まあ、これはもう寺

下議員も平山議員も皆言われたことなんですけど、どうもそのお考えが少ないん

じゃ、言われることとは裏腹のことをやられとんで、ちょっとおかしんいんじゃ

ないかなと疑問を感じるので言わせてもらったんですけど、これからはそういっ

た視野に立って物事をお考えくださるようお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ええー、審議の途中ですけども、お昼になりましたけども、このまま審議しま

すか。それとも休憩としますか。（「休憩しましょう」の声の後、「この案件だ

けでも片付けましょう」の声）それでは、引き続き、この案件の質疑を受けます。 

他に質疑はありませんか。（「なし」の声あり）それでは質疑を。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

質疑じゃないんですけど、この条例改正案を取り下げるのか、下げないのか、
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もう理事者の方からはっきり言ってください。それによって、取り下げないなら、

この場で採決して、後のことは後で、いうことにしたらどうですか。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

私自身は、これを提案した立場なので、まあ、現段階でこういうやり方があま

り一緒になって、一緒こたになってしまったという、ごたごたはありますけど、

職員の皆さんの期末手当等、勤勉手当等のことがありますので、皆さんの判断を

この場で仰がせていただいらと思いますので、よろしくお願いします。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） はい、寺下議員。 

○（５番・寺下 滿憲 議員） 

町長、それじゃいかん思うよ私は。もっと、あのー、取り下げるときには勇気

を持ってね、また臨時議会なり開けばスムーズにクリアする問題をね、ここで議

員の方がどちらにすんか混乱するんでね。職員の給料上げてあげなくてはならな

い、町長の報酬は下げなくてはならない。まあ、これどっちに手を挙げるか下げ

るかになってくるでね。そりゃもう議員にしては酷なと私は思いますよ。勇気を

持たにゃ。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

ええと、この案件について、今回取り下げた場合に、とりあえず先に職員の人

勧に基づくやつですね、これだけを先に臨時議会として成立させていただけるか

どうか、その辺、ちょっと皆さんにご迷惑かけるんですが、それをやらせていた

だけるのであれば、この分は切り離して１回取り下げて、切り離した形で臨時議

会で再度提出させていただくと。そういう形態をとりたいと思いますがいかがで

しょうか。（「了解」の声あり） 

○（８番・平山 和昭 議員） （挙手）はい。 

○（濱田 高嘉 議長） 平山議員。 

○（８番・平山 和昭 議員） 

あのー、非常にその難しいやり方を提案されるんでね。ええとですねえ、もし

そういうある意味その条件付きいうことはちょっと議会側としてもいたしんで、

取り下げるなら取り下げるというふうに取り下げていただいて、その後の扱いに

ついては理事者と議運との協議いう方法もあると思うんですが、その臨時議会で

その案を出したらいいのかどうかという判断はちょっとみんなに聞く状況じゃな

いんですよ。だから、その辺りをちょっと議長さばいていただいてですねえ、ま
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あ暫時もう１回理事者の方でも休憩とって協議していただいてですねえ、寺下議

員の仰っている取り下げて次に回すのか、あるいはそのままいくのか、今だった

ら条件付けられるので、審議のやり方としてはやりにくい、我々としても。です

ので、ちょっとその辺り交通整理してください。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ええー、それでは、１２時も過ぎていますので、１時まで休憩いたします 

 

（ 休 憩  ：午後１２時７分 ～ １時００分 ） 

 

○（濱田 高嘉 議長） 

はい、会議を再開いたします。 

その前に宮脇町長の方から発言の要望がありましたので、許可いたします。 

○（宮 脇  馨 町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮脇町長。 

○（宮 脇  馨 町長） 

はい、午前中はお騒がせいたしましたが、先ほどの議案第１０３号につきまし

ては取り下げとさせていただきたいと思います。 

  これは、先ほどの審議の中で交通整理が十分にできいない部分がたくさんあり

ましたので、その点について早急にやりまして、人事院勧告に基づく部分をメイ

ンとした、その部分だけに絞った議案として再度また作り直して皆さんの審議に

諮りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

今、町長から話がありましたように、１０３号の議案につきまして取り下げるという

ことについてご承認いただけますか。（複数の「はい」の声あり） 

 

追加日程第１８、議案第１０４号 

○（濱田 高嘉 議長） 

それでは、続きまして、追加日程第１８、議案第１０４号、「上島町奨学金貸付条例の

一部を改正する条例」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○（宮川 阪光 副町長） （挙手）議長。 

○（濱田 高嘉 議長） 宮川副町長。 

○（宮川 阪光 副町長） 

はい、議案第１０４号、「上島町奨学金貸付条例の一部を改正する条例」の提案理由の

説明をいたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、関係規定を整備する
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必要だ生じましたので、この条例案を提出するものでございます。 

なお、改正の内容につきましては、田中学校教育課長から説明いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○（田中 和英 学校教育課長） （挙手） 

○（濱田 高嘉 議長） 田中学校教育課長。 

○（田中 和英 学校教育課長） 

はい、失礼します。では、説明します。 

 新旧対照表をご覧ください。 

  条例の中の第８条２（２）教育委員会委員長を教育長と変更するものであります。 

  これは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育委員会委員

長と教育長が一本化されることに伴うものであります。 

よろしくお願いいたします。 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

これから質疑を行います。 質疑はありませんか。（複数の「ありません」の声

あり）質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「なし」の声あり）討論が

ないようですから、討論を終わります。 

これから議案第１０４号、「上島町奨学金貸付条例の一部を改正する条例」を採決い

たします。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することについて、賛成する方は

起立願います。 

 （賛成者、起立） 

起立全員です。よって、議案第１０４号は、原案のとおり可決されました。 

                                   

追加日程第１９、選 挙 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、追加日程第１９、「愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に

ついて」を議題といたします。 

広域連合規約によって「広域連合議会議員は、関係市町の長若しくは副町長又

は議会の議員のうちから、議会において１人を選挙する」とありますので、選挙

により選出いたしたいと思います。 

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、ご異議ございませんか。 

 （複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。したがって、選挙
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の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

続いて、お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにい

たしたいと思います。ご異議ございませんか。（複数の「異議なし」の声あり） 

「ご異議なし」と認めます。従って、議長が指名することに決定しました。 

それでは、愛媛県後期高齢者医療広域連合議会の議員に宮脇町長を指名します。 

お諮りいたします。ただ今指名した宮脇町長を愛媛県後期高齢者医療広域連合議

会の議員とすることにご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご

異議なし」と認め、宮脇町長を愛媛県後期高齢者医療広域連合議会の議員に選出す

ることに決定いたしました。 

                            

追加日程第２０、発議第３号 

○（濱田 高嘉 議長） 

引き続き、追加日程第２０、発議第３号、「上島町議会委員会条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。 

提案議員である大西議員、提案理由の説明を求めます。 

大西議員、登壇願います。 

 （大西議員、登壇） 

○（４番・大西 幸江 議員） 

発議第３号「上島町議会委員会条例の一部を改正する条例」、上記の議案を別紙のと

おり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条の規定により提出します。 

平成２８年１１月１５日、上島町議会議長 濱田 高嘉 様、提出者、上島町議会議員 

大西 幸江。賛成者、上島町議会議員 寺下 滿憲、同じく平山 和昭。 

提案理由、議会広報委員会の組織の充実を図るため、並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の改正に伴い、関係規定を整備する必要が生じたので、この案を提出

する。 

３枚目の新旧対照表を開いてください。 

第２条第４号中「５人」を「７人」に、第１８号中、「教育委員会の委員長」を「教

育長」に改めます。附則として、この条例は、平成２８年１１月１９日から施行します。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（大西議員、降壇） 

○（濱田 高嘉 議長） 

ただ今、提案理由の説明がありました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。（複数の「なし」の声あり） 

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。（「ありません」の声あり） 

討論がないようですから、討論を終わります。 
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これから発議第３号、「上島町議会委員会条例の一部を改正する条例」を採決いたし

ます。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することについて、賛成する方は

起立願います。 

 （賛成者、起立） 

起立全員です。よって、発議第３号は、原案のとおり可決されました。 

お諮りいたします。ただ今の改正により、議会広報委員会委員の定数が２名増員

となりますが、この２名については委員会条例第６条第１項の規定により、議長に

おいて指名いたします。 

 議会広報委員会の委員に寺下議員、松原議員、以上２名を指名いたします。これ

にご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めま

す。従って、ただ今指名した寺下議員と松原議員の２名を議会広報委員会の委員に

追加して選任することに決定いたしました。 

                            

追加日程第２１～２５、議員派遣報告について 

○（濱田 高嘉 議長） 

続いて、追加日程第２１～２５、報告第１８号～２２号、「議員派遣報告について」

を一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。（「異議なし」の声あり）「ご

異議なし」と認めます。よって報告第１８号～報告第２２号、「議員派遣報告」を一

括議題といたします。 

本件につきましては、お手許に配付のとおり報告書が提出されております。 

  追加日程第２１ 報告第１８号 議員派遣報告について(上島町各地区敬老会)、追加

日程第２２ 報告第１９号 議員派遣報告について(上島町各地区大運動会)、追加日程

第２３ 報告第２０号 議員派遣報告について(ゆげ海の駅舎建築工事安全祈願祭)、追

加日程第２４ 報告第２１号 議員派遣報告について(魚島総合支所庁舎竣工式)、追加

日程第２５ 報告第２２号 議員派遣報告について(上島町文化祭総合開会式)。 

以上で議員派遣報告を終わります。 

 

追加日程２６、閉会中の継続調査申出について 

○（濱田 高嘉 議長） 

ええー、続いて、追加日程第２６、「閉会中の継続調査申出について」を議題といたし

ます。別紙のとおり各委員長から上島町議会会議規則第７５条の規定に基づき、閉会中

の継続調査の申出がありました。 

お諮りいたします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、

ご異議ありませんか。（複数の「異議なし」の声あり）異議なしと認めます。よって、

各委員長から申し出のあったとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とすることに
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決定いたしました。 

                                        

◎ 閉 会 

○（濱田 高嘉 議長） 

お諮りいたします。 

本臨時会の会議に付された案件は、本日で全て審議が終了しました。 

よって、本日の会議を閉じるとともに、会議規則第７条の規定により、平成２８年第

２回上島町議会臨時会を閉会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（複数の「異議なし」の声あり）「ご異議なし」と認めます。 

よって、本日の会議を閉じるとともに、本臨時会は本日で閉会することに決定しまし

た。 

 

 

（起立、礼） 

（了） 

 

 

（閉会：平成２８年１１月１５日 午後１時１８分）   
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