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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○副議長（関谷明生君） おはようございます。 

  議員総数14名中、ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しております。 

  これより、平成25年小布施町議会を開会いたします。 

  本日の会議は、通年議会実施要綱第４条第２項により、平成25年５月会議と呼称いたしま

す。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○副議長（関谷明生君） これより本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎諸般の報告 

○副議長（関谷明生君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告事項について申し上げます。 

  先ほど議長の小渕 晃議員から議長の辞職願が提出され、同議員より都合により遅刻する

旨の届け出がありましたので報告いたします。 

  次に、今会議において議会へ出席要求した者の職氏名は、一覧表に印刷してお手元へ配付

したとおりでありますので、ご了承願います。 

  なお、教育部門総括参事、池田清人君より、都合により欠席する旨の届け出がありました

ので報告いたします。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○副議長（関谷明生君） 本日の日程はお手元へ配付いたしました印刷物のとおりであります
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ので、あらかじめご了承願います。 

 

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

 

◎日程の追加 

○副議長（関谷明生君） これより日程に入るところでありますが、先ほど報告しましたとお

り、議長の小渕 晃議員から議長の辞職願が出されております。議長の辞職許可の手続は議

会構成に関する事件であり、あらゆる事件に先議するべきものであります。 

  お諮りいたします。この際、議長辞職の件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議

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〕 

○副議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  議長辞職の件を日程に追加し、その順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしま

した。 

 

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

 

◎議長の辞職許可について 

○副議長（関谷明生君） 追加日程第１、議長辞職の件を議題といたします。 

  職員に辞職願を朗読させます。 

〔事務局長朗読〕 

○副議長（関谷明生君） 以上で朗読が終わりました。 

  お諮りいたします。小渕 晃議員の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○副議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、小渕 晃議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０４分 
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再開 午前１０時０５分 

 

○副議長（関谷明生君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎議長退任の挨拶 

○副議長（関谷明生君） 小渕 晃議員にお伝えいたします。議長の辞職につきましては許可

されました。 

  この際、小渕 晃議員に議長退任の挨拶を求めます。 

  10番、小渕 晃議員。 

〔１０番 小渕 晃君登壇〕 

○１０番（小渕 晃君） 市村町長を初め行政の皆さん、関谷明生副議長を筆頭に13名の議員

の皆さん、そして小布施町１万１千３百余名の町民の皆さん、それぞれのお立場から温かい

ご指導を賜り、きょうここに議長の職を終えることを心より感謝申し上げます。どうもあり

がとうございました。 

  思い出してください。平成23年４月24日、14名の議員は当選証書を小林正治選管委員長

から授与されました。そのときから町の中で、選挙を経ない議員、あるいは議員の資質に問

題があるのではないか等々の非難をいただきました。議会が町民の皆さんの信頼を失ったな

らば、地方自治の中の二元代表制の一翼が失われるわけであります。そのようなことを何と

か解消すべく、町民の皆さんの信頼を得るべく、私はまずは議会改革の推進だと、一方、議

員の資質のさらなる向上を図らなければならないと、こんな思いで皆様方のご協力をいただ

いてまいりました。 

  どうでしょう。２年後の今、議員の皆さんの協力、議員の皆さんの身を削る、身を律する

努力、それに加えて町理事者の深いご理解、そのような中で今日の議会が成り立っているよ

うな気がいたします。本当にありがとうございます。 

  まだまだ議会改革、議員の資質向上の旅が終わったわけではありません。道半ばでありま

す。これからも前へと進めなければならないと思います。きょうから私は一議員であります。

この町に生まれてよかった、この町に住んでいてよかったと町民の皆様から言われる、そん
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な町にすべく、微力ではありますが皆様方の温かいご指導をいただきながら頑張っていく、

そんなことを御礼の言葉にかえて、退任の挨拶にさせていただきます。どうもいろいろあり

がとうございました。 

○副議長（関谷明生君） 以上で小渕 晃議員の議長退任の挨拶が終わりました。 

 

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

 

◎日程の追加 

○副議長（関谷明生君） お諮りいたします。議長が欠員となりましたので、議長の選挙を日

程に追加し、その順序を変更して直ちに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〕 

○副議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、議長選挙を日程に追加し、その順序を変更し直ちに議題とすることに決定いたし

ました。 

 

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

 

◎議長志願者の所信表明 

○副議長（関谷明生君） 追加日程第２、議長志願者の所信表明を行います。 

  この所信表明は、小布施町議会基本条例第４条第７項の規定により実施するもので、議会

の透明性を確保することで、町民にわかりやすい議長の選出を行うことを目的とするもので

す。私も所信表明の申し出をしていますので、地方自治法第106条第３項規定により、仮議

長を選任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〕 

○副議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  関 悦子議会運営委員長を仮議長に選任し、議長職を交代いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１２分 
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再開 午前１０時１２分 

 

○仮議長（関 悦子君） 再開いたします。 

  議長志願者の所信表明の間、議長の職務を行いますのでよろしくお願いいたします。 

  議長志願者の所信表明を行います。 

  あらかじめ１名の議員から申し出がありました。直ちに所信表明を行います。 

  11番、関谷明生議員。 

〔１１番 関谷明生君登壇〕 

○１１番（関谷明生君） 議長選立候補の所信を述べさせていただきます。 

  2007年、平成19年に議会議員として立候補させていただいて、６年が経過いたしました。

2007年の選挙は、議員定数が18人から14人に削減され、新人議員７名、現役の議員10名、

計17名の議員の選挙になりました。そのときに、17名の議員全員が議会改革を公約に掲げ

て選挙戦を戦ったことを今でも脳裏に残っております。幸いにも町民の皆さんの温かいご支

援で、この議会の壇上に立たせていただきました。 

  議員になって最初の議会全員協議会で、先輩議員から新人の７名の議員に、今、議会は何

が大切なのか。議会基本条例というものが2006年、１年前ですね、北海道の栗山町議会で

議決された。これからの議会は、この議会基本条例というものを制定することが我々議員に

課せられた課題である。そういうお言葉を賜りました。 

  そして、議会活性化特別委員会というものを設置されました。その委員長に小渕 晃議員

が就任されました。１年３カ月、議会活性化の課題につきまして検討し、まず政策能力、議

会の政策能力、議員の政策能力の強化、それから一問一答方式、それから理事者側への反問

権の導入等、議会改革のスタートが切れたというふうに私は思っております。 

  その後、政策能力の強化、それには政策立案の委員会が必要であると、その検討が竹内宏

美委員長のもとで、これも約１年近い経過を経て、政策立案常任委員会という形で一つの果

実となりました。 

  そして、通年議会という大きな課題に直面いたしました。これも３年前の１月に、当時の

町村議会議長会の議事調査部長の岡本光雄先生から通年議会というものの研修を受けました。

それは町村会議長会の主催でしたが、その対象者として常任委員会の正・副委員長、それか

ら議会運営委員の正・副委員長、その席で、その当時の越議長が小布施町の議会改革の経過

を発表する機会が与えられました。その中で、岡本先生が通年議会のやっぱり考え方も導入
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したらどうかと、そういうアドバイス、そして、学んだことはすぐ実践に移す、それがその

当時の議会の議員の皆様方の心意気だというふうに私は感じましたが、２月５日に、高山村

と勉強をする上高井議員研修会にまた改めて岡本先生に来ていただいて、通年議会の大切さ、

またこれからの議会を活性化するには通年議会が大切なんだよと、そういうお話を賜りまし

た。その３月に、通年議会という条例変更等を行う、これは小布施町議会がそれだけ一つ改

革に熱い熱い思いを持った議員一人一人の結晶のたまものではなかったかなというふうに思

っております。 

  そして、念願の議会基本条例が６年越しに、昨年９月議会で成立いたしました。議会改革

のあらゆる要素といいますか項目は、今この小布施町議会には多く全てが整ったというふう

に感じています。これからは、我々議員が、私は一つの命名ですが、議会力、議会が見える

議会、そんなことにこれから頑張っていきたいというふうに思っております。 

  その１つが、開かれた議会。３月29日、４月21日に出前議会報告会を行いました。町民

の皆さんの現実に思っている素直なご意見を拝聴して、これからの議会は開かれた議会をや

っぱり進めていきたい。 

  ２番目は、信頼される議会。信頼される議会は、私は議員間討議できちんと議会のみんな

が結束していく、その一つが、昨年決算特別委員会で審議した議員間討議があったおかげで、

25年度の予算に対して12項目の要望書が提出できた。またことしの予算特別委員会では、

附帯決議が議員総意で提出できた。これはやはり議員間討議が行われた結果の大きな大きな

成果ではないかというふうに思いますので、議員間討議を大切に大切にしていきたいという

ふうに思っております。 

  それと、研さんする議会。知恵はあぜにある、つまり現場にあるということです。現場を

見て、そこで我々はきちんと判断し、そこで学び、そしてすばらしい議会にしていきたいと、

こんな３つの願いを持って議長職を担当していきたい、そんな気持ちで、今熱い熱い思いで

おります。 

  また、議員定数の検討会についても会長という職責を担わせていただきました。これも来

年の３月議会までには、責任を持って先頭に立って頑張っていきたいというふうに思ってお

ります。 

  最後に、３月７日、８日に、今中学１年生になっておりますが、議会の傍聴に来ていただ

きました。その傍聴記の中に、「小布施町がとてもいいまちなのは、町議会の議員さんたち

のいるおかげだとも私は思いました。」その１フレーズがありました。これを胸に刻んで議
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会活動を進めてまいりたい、そんなまた新たなエールをいただいた気持ちでおります。そん

なことを胸に、議長というとても大きな大きな要職ですが、頑張ってまいりたいという決意

でおります。どうか見識のある議員さんのご賛同をお願いいたしまして、決意表明とさせて

いただきます。 

  どうもありがとうございました。 

○仮議長（関 悦子君） 以上で議長志願者の所信表明が終わりました。 

  議員の皆様方に申し上げます。ただいま行いました議長志願者の所信表明は、地方自治法

で規定している議長選挙の方法を変更するものではありません。所信表明にかかわらず、全

議員が選挙人、被選挙人であり、所信表明者以外の議員に対する投票も有効でありますので、

ご承知願います。 

  ここで、副議長と交代いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時２５分 

 

○副議長（関谷明生君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎選挙第１号 議長の選挙について 

○副議長（関谷明生君） 追加日程第３、選挙第１号。これより議長の選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長（関谷明生君） ただいまの出席議員数は14名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  会議規則第32条第２項の規定により、立会人に５番、小林 茂議員、６番、冨岡信男議員、
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７番、山岸裕始議員を指名いたします。 

  投票用紙を配付いたします。 

  投票は単記無記名です。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長（関谷明生君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○副議長（関谷明生君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（関谷明生君） 異状なしと認めます。 

  ただいま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、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、

順番に投票願います。 

  点呼いたします。 

〔事務局長指名点呼・投票〕 

○副議長（関谷明生君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○副議長（関谷明生君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  開票を行います。 

  小林 茂議員、冨岡議員、山岸議員、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開  票〕 

○副議長（関谷明生君） 選挙の結果を報告します。 

  投票総数            １４票 

    有効投票          １２票 

    無効投票           ２票 

  有効投票のうち 

    関谷明生議員        １１票 

    小林 茂議員         １票 

  以上のとおりです。 
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  この選挙の法定得票数は３票です。したがって、関谷明生が議長に当選いたしました。 

  議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長（関谷明生君） ただいま議長に当選した関谷明生に、会議規則第33条第２項の規定

により当選の告知をいたします。 

 

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

 

◎議長当選承諾・就任挨拶 

○副議長（関谷明生君） 議長に当選した関谷明生が当選の承諾及び挨拶を行います。 

〔１１番 関谷明生君登壇〕 

○１１番（関谷明生君） 多くの議員の皆さんのご賛同をいただきまして、議長に就任させて

いただきました。心から感謝と御礼を申し上げさせていただきます。 

  所信でも述べましたが、議会力、これは一人一人の議員がそれぞれの力を発揮していただ

き、議会として結束する、そういう私は力だというふうに感じております。この議会が町民

の皆さんとともに歩く、そういう議会にさらにさらに私自身も自分を磨き上げて町民の負託

に応えていく、そんな決意をまた新たにいたしました。議員の皆さんと力を合わせて頑張っ

てまいりたい。ぜひ叱咤激励をお願いいたしまして、就任の挨拶とさせていただきます。 

 

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

 

◎副議長の失職について 

○議長（関谷明生君） 追加日程第４、副議長辞職の件を議題といたします。 

  ただいま副議長、関谷明生が議長当選の承諾をしたため、副議長職を失職いたしましたこ

とをご報告いたします。 

 

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

 

◎日程の追加 

○議長（関谷明生君） お諮りいたします。副議長が欠員となりましたので、副議長の選挙を
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日程に追加し、その順序を変更して直ちに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〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、副議長選挙を日程に追加し、その順序を変更し直ちに議題とすることに決定いた

しました。 

 

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

 

◎副議長志願者の所信表明 

○議長（関谷明生君） 追加日程第５、これより副議長志願者の所信表明を行います。 

  あらかじめ１名の議員から申し出があり、所信表明を行います。 

  ９番、大島孝司議員。 

〔９番 大島孝司君登壇〕 

○９番（大島孝司君） 副議長立候補の所信表明をさせていただきます。 

  今まで６年間議員としてやってまいりました。その中で、総務産業常任委員会、社会文教

常任委員会、また政策立案常任委員会、議会だより特別委員会、また議会運営委員会、これ

の５つの委員会全て経験させていただきました。また、議会改革においても一問一答方式、

対面方式、それから反問権、政策立案、また通年議会と、積極的に提言、参加、取り組みを

してまいりました。 

  そんな今までの６年間の経験を生かして、これから２年間、この14名の議員の皆さんとと

もに、小布施町町民のための小布施町議会づくりをこれから一生懸命進めて、さらに進めて

いきたく、ここに副議長を立候補するものであります。また、議長を補佐しまして、副議長

としての職務を全うする所存であります。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（関谷明生君） 以上で副議長志願者の所信表明が終わりました。 

  議員の皆様に申し上げます。ただいま行いました副議長志願者の所信表明は、地方自治法

で規定している副議長選挙の方法を変更するものではありません。所信表明にかかわらず、

全議員が選挙人、被選挙人であり、所信表明者以外の議員に対する投票も有効でありますの

で、ご承知願います。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎選挙第２号 副議長の選挙について 

○議長（関谷明生君） 追加日程第６、選挙第２号。これより副議長の選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（関谷明生君） ただいまの出席議員数は14名です。 

  次に、立会人を指名します。 

  会議規則第32条第２項の規定により、立会人に８番、川上健一議員、９番、大島孝司議員、

10番、小渕 晃議員を指名いたします。 

  投票用紙を配付いたします。 

  投票は単記無記名です。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（関谷明生君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（関谷明生君） 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〕 

○議長（関谷明生君） 異状なしと認めます。 

  ただいま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、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、

順番に投票願います。 

  点呼いたします。 

〔事務局長指名点呼・投票〕 

○議長（関谷明生君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  開票を行います。 



－14－ 

  川上議員、大島議員、小渕議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

○議長（関谷明生君） 選挙の結果を報告します。 

  投票総数            １４票 

    有効投票          １４票 

    無効投票          ゼロ票 

  有効投票のうち 

    大島孝司議員        １４票 

  以上のとおりです。 

  この選挙の法定得票数は４票です。したがって、大島孝司議員が副議長に当選されました。 

  議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（関谷明生君） ただいま副議長に当選された大島孝司議員が議場におられますので、

会議規則第33条第２項の規定によって当選の告知をいたします。 

 

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

 

◎副議長当選承諾・就任挨拶 

○議長（関谷明生君） 副議長に当選されました大島孝司議員に当選の承諾及び挨拶をお願い

いたします。 

  ９番、大島孝司議員。 

〔９番 大島孝司君登壇〕 

○９番（大島孝司君） ただいまは副議長に選任していただきまして、ありがとうございまし

た。 

  今までの６年間の経験を生かして、これからの２年間、私を含む14名の議員の皆さんで、

ともに小布施町町民のための小布施町議会づくりをこれから一生懸命つくっていこうと思っ

ております。また、今まで以上に町民の声を酌み取れるような、そんな体制もさらに進めて

いくとともに、反対派の尐数の意見なども尊重していけるような、そんな議会づくりを進め

ていければと思っております。また、副議長として議長の補佐をしながら、副議長の職務を

全うしていく所存であります。 
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  これからもご指導、ご鞭撻、皆様よりお願いしたいと思います。これからもよろしくお願

いいたします。 

○議長（関谷明生君） 以上で副議長就任の挨拶が終わりました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（関谷明生君） 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 

○議長（関谷明生君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録に署名すべき議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、 

  12番 渡 辺 建 次 議員 

  13番 関   悦 子 議員 

  以上の２名を指名いたします。 

 

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

 

◎審議期間の決定 

○議長（関谷明生君） 日程第２、審議期間決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。本５月会議の審議期間は本日１日と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」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、本５月会議の審議期間は本日１日間と決定いたしました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎選任第１号 常任委員会委員の選任について 

○議長（関谷明生君） 日程第３、選任第１号。これより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きましては、委員会条例第５条の規定によ

り、 

   小林一広議員        渡辺 高議員        冨岡信男議員 

   山岸裕始議員        大島孝司議員        小渕 晃議員 

   渡辺建次議員 

 以上７名を総務産業常任委員会委員に、 

   原 勝巳議員        小西和実議員        小林 茂議員 

   川上健一議員        関谷明生議員        関 悦子議員 

   小林正子議員 

 以上７名を社会文教常任委員会委員に、 

   渡辺 高議員        小西和実議員        小林 茂議員 

   小渕 晃議員        関谷明生議員        渡辺建次議員 

   小林正子議員 

 以上７名を政策立案常任委員会委員に、 

   原 勝巳議員        小林一広議員        冨岡信男議員 

   山岸裕始議員        川上健一議員        大島孝司議員 

   関 悦子議員 

 以上７名を議会広報常任委員会委員に指名いたします。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました諸君を、それぞれの常任委員会委員に選任することに

決定いたしました。 

  直ちに各常任委員会を開き、正・副委員長の互選を行ってください。 

  なお、委員会条例第７条第１項の規定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、

議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせることになっております。 
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  よって、招集日時は本日ただいまから、場所は総務産業常任委員会については議会控室、

社会文教常任委員会については議会図書室にそれぞれ定めます。また、両常任委員会終了後、

政策立案常任委員会を議会控室で、議会広報常任委員会を議会図書室で行うよう定めます。 

  なお、同条第２項の規定により、委員長の互選に関する職務は年長委員が行うことになっ

ていますので、念のため申し添えます。 

  互選が終了次第、議場に参集をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○議長（関谷明生君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎常任委員長、副委員長の互選結果の報告について 

○議長（関谷明生君） 日程第４、常任委員長、副委員長の互選結果の報告について、正・副

委員長の互選結果を事務局長から報告させます。 

○議会事務局長（三輪 茂君） 常任委員会の委員長及び副委員長の互選結果について報告い

たします。 

  総務産業常任委員長に小林一広議員、同副委員長に山岸裕始議員が互選されました。 

  次に、社会文教常任委員長に関 悦子議員、同副委員長に原 勝巳議員が互選されました。 

  次に、政策立案常任委員長に小林 茂議員、同副委員長に小西和実議員が互選されました。 

  次に、議会広報常任委員長に原 勝巳議員、同副委員長に山岸裕始議員が互選されました

のでご報告いたします。 

  以上です。 

○議長（関谷明生君） 以上で報告を終わります。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎選任第２号 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（関谷明生君） 日程第５、選任第２号 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きましては、委員会条例第５条の規定

により、 

   大島孝司議員        小林一広議員        関 悦子議員 

   小林 茂議員        川上健一議員 

 以上５名を議会運営委員会委員に指名いたします。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました諸君を、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。 

  直ちに議会運営委員会を開き、正・副委員長の互選を行ってください。 

  委員会条例第７条第１項の規定により、委員長及び副委員長がともにいないときは、議長

が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせるとなっております。 

  よって、招集日時は本日ただいまから、場所は議会控室と定めます。 

  なお、同条第２項の規定により、委員長の互選に関する職務は年長委員が行うことになっ

ていますので、念のため申し添えます。 

  互選が終了次第、議場に参集をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

 

再開 午前１１時４９分 

 

○議長（関谷明生君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎議会運営委員長、副委員長の互選結果の報告について 

○議長（関谷明生君） 日程第６、議会運営委員長、副委員長の互選結果の報告について、

正・副委員長の互選結果を事務局長から報告させます。 

○議会事務局長（三輪 茂君） 議会運営委員会の委員長及び副委員長の互選結果について報

告いたします。 

  議会運営委員長に川上健一議員、同副委員長に小林 茂議員が互選されましたのでご報告

いたします。 

  以上です。 

○議長（関谷明生君） 以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎議員の派遣について 

○議長（関谷明生君） 日程第７、議員の派遣についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。議員の派遣につきましては、お手元にお配りいたしましたとおり派遣

することに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」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、議員の派遣につきましては、お手元にお配りいたしましたとおり派遣することに

決定いたしました。 

  お諮りいたします。日程変更等細部の取り扱いについては、あらかじめ議長に一任願いた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、日程変更等細部の取り扱いについては、あらかじめ議長に一任することに決定い

たしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎諸般の報告 

○議長（関谷明生君） 諸般の報告事項について申し上げます。 

  本町選出の須高行政事務組合議会議員、北信保健衛生施設組合議会議員、長野広域連合議

会議員及び高山村外一市一町財産組合議会議員が一身上の都合により辞任し、補欠選挙を行

うことになりましたので報告いたします。 

  また、大島孝司議員より監査委員の退職の申し出が町長に提出され、承認されましたので

報告いたします。 

 

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

 

◎日程の追加 

○議長（関谷明生君） お諮りいたします。ただいま報告いたしました案件について、お手元

へ配付いたしました印刷物のとおり本日の日程の順序を変更し、本日の日程に追加したいと

思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、本日の日程の順序を変更し、印刷物のとおり本日の日程に追加することに決定い

たしました。 

 

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

 

◎選挙第３号 須高行政事務組合議会議員の補欠選挙について 

○議長（関谷明生君） 追加日程第７、選挙第３号。先ほど報告いたしましたとおり、本町選

出の須高行政事務組合議会議員、小渕 晃議員及び小林 茂議員が一身上の都合により組合

議会議員を辞任されましたので、ただいまから須高行政事務組合議員の補欠選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  選挙の方法は指名推選によることに決しました。 
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  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  議長において指名することに決しました。 

  須高行政事務組合議会議員に、 

    関 谷 明 生 議員    関   悦 子 議員 

 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両君を須高行政事務組合議会

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」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました両君が須高行政事務組合議会議員に当選されました。

ただいま当選されました両君が議場におられますので、本席から会議規則第33条第２項の規

定により告知をいたします。 

 

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

 

◎選挙第４号 北信保健衛生施設組合議会議員の補欠選挙について 

○議長（関谷明生君） 追加日程第８、選挙第４号。先ほど報告いたしましたとおり、本町選

出の北信保健衛生施設組合議会議員、小渕 晃議員及び小林 茂議員が一身上の都合により

組合議会議員を辞任されましたので、ただいまから北信保健衛生施設組合議会議員の補欠選

挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  北信保健衛生施設組合議会議員に、 

    関 谷 明 生 議員    関   悦 子 議員 

 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両君を北信保健衛生施設組合

議会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」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました両君が北信保健衛生施設組合議会議員に当選されまし

た。ただいま当選されました両君が議場におられますので、本席から会議規則第33条第２項

の規定により告知をいたします。 

 

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

 

◎選挙第５号 長野広域連合議会議員の補欠選挙について 

○議長（関谷明生君） 追加日程第９、選挙第５号。先ほど報告いたしましたとおり、本町選

出の長野広域連合議会議員、小渕 晃議員及び関谷明生議員が一身上の都合により広域連合

議会議員を辞任されましたので、ただいまから長野広域連合議会議員の補欠選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 
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  長野広域連合議会議員に、 

    関 谷 明 生 議員    大 島 孝 司 議員 

 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両君を長野広域連合議会議員

の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました両君が長野広域連合議会議員に当選されました。ただ

いま当選されました両君が議場におられますので、本席から会議規則第33条第２項の規定に

より告知をいたします。 

 

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

 

◎選挙第６号 高山村外一市一町財産組合議会議員の補欠選挙について 

○議長（関谷明生君） 追加日程第10、選挙第６号。先ほど報告いたしましたとおり、本町選

出の高山村外一市一町財産組合議会議員、小渕 晃議員及び渡辺建次議員が一身上の都合に

より組合議会議員を辞任されましたので、ただいまから高山村外一市一町財産組合議会議員

の補欠選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  高山村外一市一町財産組合議会議員に、 

    大 島 孝 司 議員    小 林 一 広 議員 
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 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両君を高山村外一市一町財産

組合議会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」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました両君が高山村外一市一町財産組合議会議員に当選され

ました。ただいま当選されました両君が議場におられますので、本席から会議規則第33条第

２項の規定により告知をいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

 

再開 午後 ０時０３分 

 

○議長（関谷明生君） 再開いたします。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎議案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（関谷明生君） 追加日程第11、議案第28号 監査委員の選任についてを議題といた

します。 

  本件に関する地方自治法第117条の規定による除斥対象者は10番、小渕 晃議員でありま

す。 

  よって、同君の退席を求めます。 

〔１０番 小渕 晃君退席〕 

○議長（関谷明生君） 理事者から提案理由の説明を求めます。 

  市村町長。 

○町長（市村良三君） 〔提案理由説明〕 

○議長（関谷明生君） 以上で説明が終わりました。 
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  本案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、質疑、討論を省略して直ちに採決に入ります。 

  本案を原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（関谷明生君） 全員起立であります。 

  よって、議案第28号は原案のとおり同意することに決しました。 

〔１０番 小渕 晃君復席〕 

○議長（関谷明生君） 小渕 晃議員にお伝えいたします。監査委員の選任につきましては同

意されました。 

 

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

 

◎散会の議決について 

○議長（関谷明生君） 以上で本会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

  ５月会議を閉じ、平成25年小布施町議会を散会したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、５月会議を閉じ、平成25年小布施町議会５月会議を散会することに決定いたしま

した。 

 

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

 

◎休会の議決について 

○議長（関谷明生君） お諮りいたします。本会議は議事の都合により、この後あす９日から

６月30日までの53日間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（関谷明生君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、あす９日から６月30日までの53日間を休会とすることに決定いたしました。 

 

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

 

◎町長挨拶 

○議長（関谷明生君） ここで町長から挨拶があります。 

  市村町長。 

〔町長 市村良三君登壇〕 

○町長（市村良三君） 平成25年小布施町議会５月会議の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上

げます。 

  正・副議長選挙を初め常任委員会構成など、議会人事が円満のうちに構成されましたこと

にご同慶を申し上げます。監査委員の選任につきまして、慎重にご審議の上ご同意をいただ

き、感謝を申し上げます。このたび退任された小渕議長には、議会力推進のために大きなお

力をいただき、そのご労苦に心から感謝を申し上げます。また、各委員会委員長の皆さんに

も、そのご尽力に深く感謝を申し上げます。新たに選任をされた、就任をされました関谷議

長、また大島副議長、それから各常任委員会の委員長さんには、町民の皆さんのために大き

なお力をいただきますようにお願いを申し上げます。 

  ４月に入りまして、自治会での春祭りを初め、境内アート・苗市、千曲川ふれあい公園花

祭り、岩松院さくら祭り、春うららフラワーウオーキングなど、伝統の行事やイベントが開

催され、いよいよ躍動の季節となりました。 

  イベント等の開催時には、交通渋滞が常に課題になりますことから、飯田・大島自治会の

大きなご協力をいただき、ゴールデンウイークに間に合うように総合公園南側に臨時駐車場

を整備をいたしました。試験的に整備した駐車場でありますが、最大150台ほど、１日であ

りますけれども、150台ほどの駐車台数が確保でき、連休中は総合公園も大変にぎわってお

りました。 

  さらに、臨時駐車場から千曲川河川公園桜堤まで、試験的にシャトルバスを運行いたしま

した。４月29日の花祭りには延べ211人のご利用がありました。今後、秋の行楽期や来年に

向けて、利活用を検討してまいりたいと思います。ご協力をいただいております飯田・大島

自治会の皆さんには、この場をかりて改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。 
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  ５月の連休中に開催をいたしました「第７回すみだ伝統工芸 技人展」には、1,300人を

超える皆さんにご来場いただきました。「名橋」、橋ですね、これをテーマにした作品展示

のほか、市松人形や江戸切子の製作実演も行われ、実体験を通じての交流も生まれたものと

思います。 

  栗ガ丘小学校６年生が、５月15日、16日の２日間、修学旅行で東京に参ります。15日の

午後は、墨田区伝統工芸保存会の皆さんのご協力で、漆工や江戸木目込人形、藍染めなどの

体験学習を行い、伝統文化に触れ、皆さんとの交流を深める予定にしております。 

  また、５月18日から19日の２日間は、逆に墨田区から20名余りの皆さんがご参加をいた

だいて、都市農村交流事業が開催されます。今後も各種事業が予定されております。議員初

め大勢の町民の皆さんのご参加、ご支援をお願い申し上げる次第であります。 

  結びになりますが、議員各位におかれましては、ますますご健勝でご活躍いただきますよ

うご祈念申し上げますとともに、町議会のご発展をご祈念申し上げ、まことに簡単ではあり

ますけれども、閉会の挨拶にさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（関谷明生君） 以上で町長の挨拶が終わりました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（関谷明生君） これをもって５月会議を閉じ、散会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ０時１３分 


