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議事の経過  

 

  

 （開会  午後  １時３０分）  

 

水 野 議 会 事 務 部

局書記  

 ご起立をお願いいたします。一同、礼。  

 ご着席ください。  

  

加藤議長   平成２９年第１回尾三衛生組合議会臨時会の開会に当たり、一

言ご挨拶を申し上げます。  

 議員の皆様には、公私ともご多忙のところご参集賜りましてあ

りがとうございます。  

 本臨時会に提案されております案件は、管理者提出議案２件で

ございます。  

 議員の皆様には、慎重なご審議を賜り、議事運営に格別なご協

力をお願い申し上げ、開会のご挨拶とさせていただきます。  

 続きまして、管理者招集挨拶。  

 萩野管理者。  

  

萩野管理者   皆様、こんにちは。ご苦労さまでございます。  

 平成２９年第１回尾三衛生組合議会臨時会の開会に当たりま

して、一言ご挨拶を申し上げます。  

 議員の皆様には、お忙しい中ご参集を賜りまことにありがとう

ございます。  

 さて、本日の臨時会に提出させていただきます議案は、監査委

員の選任についてを初め２議案でございます。どうか慎重にご審

議を賜りますようお願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。  

  

加藤議長   ありがとうございました。  

 会議に先立ち、ご報告いたします。  

 本日の会議に、西尾隆男議員から欠席の届け出がございました

ので、ご報告いたします。  

 ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達しておりますの

で、平成２９年第１回尾三衛生組合議会臨時会を開会します。  
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 本日の議事日程は、お手元に配付した日程表のとおりです。  

 これより、本日の日程に入ります。  

 日程第１、議席の指定を議題といたします。  

 議席の指定は、尾三衛生組合議会の会議に関する規則第３条第

１項の規定により、ただいま着席のとおり指定いたします。  

 日程第２、会議録署名議員の指名を議題といたします。  

 会議録署名議員には、会議規則第６１条の規定に基づき、１番

白井えり子議員、２番道家富好議員を指名いたします。  

 日程第３、会期の決定を議題といたします。  

 お諮りします。本臨時会の会期は本日１日としたいが、これに

ご異議ございませんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   ご異議なしと認めます。  

 よって、本臨時会の会期は本日１日とすることに決定しまし

た。  

 日程第４、副議長の選挙を行います。  

 お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１

８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

が、これにご異議ございませんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   ご異議なしと認めます。  

 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

ことにしたいが、これにご異議ございませんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 

加藤議長  

 

 ご異議なしと認めます。  

 よって、議長において指名することに決しました。  

 副議長には、岡本守直議員を指名いたします。  

 お諮りします。ただいま議長において指名しました岡本守直議
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員を副議長の当選人と定めることにご異議ございませんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   ご異議なしと認めます。  

 よって、ただいま指名しました岡本守直議員が当選されまし

た。  

 会議規則第３１条第２項の規定により、本席より岡本守直議員

に当選の告知をいたします。  

 ここで、岡本守直議員より、当選のご承諾及びご挨拶をお願い

いたします。  

  

岡本議員   失礼いたします。岡本守直でございます。  

 ただいまは議員の皆様方のご推挙をいただきまして、副議長に

選ばれまして、大変身に余る光栄と、今心が緊張感の中にありま

す。  

 見識ある加藤議長のもとで、議会の円滑な運営に心がけ、頑張

ってやっていきたいと、こんなふうに思っております。  

 議員の皆様方の格別なご支援を賜りますよう心からお願いを

申し上げまして、挨拶とかえさせていただきます。  

 ありがとうございました。（拍手 ) 

  

加藤議長   ありがとうございました。  

 岡本議員には、今後とも格段のご協力をお願い申し上げます。 

  

岡本議員   よろしくお願いします。  

  

加藤議長   日程第５、諸般の報告を議題といたします。  

 監査委員から、例月現金出納検査につきまして、平成２９年３

月分、４月分の一般会計・基金等の関係諸帳簿は出納取扱金融機

関提出の預金現在高証書と符合し、正確であると報告がありまし

た。  

 日程第６、議会運営委員会委員の選任を議題といたします。  

 お諮りします。委員の選任につきましては、尾三衛生組合議会

運営委員会条例第５条の規定に基づき、議長において指名するこ
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とにしたいが、これにご異議ございませんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   ご異議なしと認めます。  

 よって、議長において指名することに決しました。  

 議会運営委員会の委員には、１番白井えり子議員、２番道家富

好議員、６番高木和彦議員、７番福安金之助議員、９番石橋直季

議員、１０番西尾隆男議員、以上の６名を指名いたします。  

 ここで、議会運営委員会の委員長及び副委員長を互選するた

め、暫時休憩としたいが、これにご異議ございませんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   ご異議なしと認めます。  

 よって、暫時休憩といたします。  

 再開は議会運営委員会終了後といたします。  

  

水 野 議 会 事 務 部

局書記  

 ただいまから、会議室２において議会運営委員会を開催いたし

ますので、委員の方はお集まりください。議長、副議長も同席願

います。  

  

 （休憩  午後  １時３８分）  

（再開  午後  ２時００分）  

  

加藤議長   それでは皆様、休憩前に引き続き会議を開きます。  

 休憩中に、議会運営委員会の正副委員長を互選していただきま

したので、ご報告いたします。  

 委員長、１番白井えり子議員、副委員長、６番高木和彦議員、

以上のとおりでございます。  

 ただいま互選されました正副委員長には、ご苦労さまではござ

いますがよろしくお願いをいたします。  

 日程第７、議案第５号監査委員の選任についてを議題といたし

ます。  

 地方自治法第１１７条の規定により、萩野勝議員は除斥の対象
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となりますので、退席を願います。  

  

 （３番萩野勝議員  退席）  

  

加藤議長   提案者より、提案理由の説明を求めます。  

 萩野管理者。  

  

萩野管理者   議案第５号についてご説明を申し上げます。  

 監査委員の選任についてでございますが、組合議員のうちか

ら選任されております島村きよみ氏が５月１５日付で組合議員

を辞職されましたので、新たに監査委員の選任をお願いするも

のでございます。  

 監査委員には萩野勝氏を選任したく、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ございま

す。  

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  

 なお、経歴等につきましては、別添のとおりでございます。  

 以上で提案説明とさせていただきます。  

  

加藤議長   ありがとうございます。  

 議案第５号については、事前の質疑の通告がありませんでした

ので、これより討論、採決に入ります。  

  議案第５号監査委員の選任について、反対討論を許します。  

  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   賛成討論を許します。  

  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長  

 

 討論なしと認め、これにて討論を終結し、採決いたします。  

 議案第５号については、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。  

  

 （賛成者起立）  
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加藤議長  

 

 起立全員であります。  

 よって、議案第５号は原案のとおり同意することに決しまし

た。  

 ここで、萩野勝議員が入場されますので、しばらくお待ちくだ

さい。  

  

 （３番萩野勝議員  入場）  

  

加藤議長   ただいま監査委員に選任同意されました萩野勝議員が席に戻

られましたので、就任のご挨拶をお願いいたします。  

  

萩野議員  

 

 萩野勝でございます。ただいま皆様のご推挙により監査委員に

選出をしていただきました。ありがとうございます。  

 監査委員の職責を全うし、組合の適正かつ効率的な運営に寄与

すべく努めてまいりますので、今後とも皆様のご指導、ご支援を

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。

（拍手 ) 

  

加藤議長   ありがとうございました。  

 続きまして、日程第８、議案第６号尾三衛生組合職員の育児休

業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  

 提案者の説明を求めます。  

 近藤事務局長。  

  

近藤事務局長   議案第６号尾三衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について、提案説明させていただきます。  

 この案を提出するのは、人事院規則の一部改正に準じ、改正す

る必要があるからでございます。  

 なお、詳細につきましては総務課長から説明させますので、よ

ろしくお願いいたします。  

  

加藤議長   次に、補足説明をお願いします。  

 加藤総務課長。  
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加藤総務課長   議案第６号の補足説明をさせていただきます。  

 ２、改正内容をごらんください。  

 第３条、４条、１０条関係として、育児休業を取得等すること

ができる特別な事情として、認定こども園、家庭的保育事業等に

おける保育の利用を希望し、申し込みをしているが、その実施が

行われない場合を追加するものです。  

 施行期日は公布の日です。  

 以上です。  

  

加藤議長   ありがとうございました。  

 議案第６号については、事前に質疑の通告がありませんでした

ので、これより討論、採決に入ります。  

 議案第６号尾三衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について、反対討論を許します。  

  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

 

加藤議長   賛成討論を許します。  

  

 （「なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   討論なしと認め、これにて討論を終結し、採決いたします。  

 議案第６号については、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。  

  

 （賛成者起立）  

  

加藤議長   起立全員であります。  

 よって、議案第６号については原案のとおり可決されました。 

 次に、議会運営委員会における議会閉会中の継続調査事件につ

いて、議会運営委員長から、閉会中も継続して委員会所管事項の

調査を行いたい旨申し出がありました。  

 お諮りします。この際、議会運営委員会における議会閉会中の

継続調査事件についてを日程に追加し、追加日程第１として議題

としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。  
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長  

 

 ご異議なしと認め、議会運営委員会における議会閉会中の継続

調査事件についてを日程に追加し、追加日程第１として議題にす

ることに決しました。  

 なお、閉会中の継続調査申出書は、各位の議席に配付しました。 

 追加日程第１、議会運営委員会における議会閉会中の継続調査

事件についてを議題とします。  

 お諮りします。議会運営委員会における議会閉会中の継続調査

事件については、委員長の申し出どおりに決してご異議ございま

せんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

  

加藤議長   ご異議なしと認め、委員長の申し出どおり閉会中も継続調査す

ることに決しました。  

 以上で、本臨時会に付議されました案件の審議は終了しまし

た。  

 ここでお諮りします。本臨時会において議決されました事項に

ついては、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつ

いては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。  

  

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 

加藤議長  

 

 ご異議なしと認め、議長に委任することに決しました。  

 管理者閉会挨拶。  

 萩野管理者。  

  

萩野管理者   閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  

 ただいまは、本日ご審議をいただきました２議案につきまして

適切なご審議を賜り、いずれも原案のとおり同意並びに議決をい

ただき、まことにありがとうございました。  

 今後とも一層本組合に対しましてご支援を賜りますようお願
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い申し上げて、閉会のご挨拶とさせていただきます。  

 ありがとうございました。  

  

加藤議長   ありがとうございました。  

 私からも、本臨時会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。  

 本日は慎重審議を賜り、議会進行につきましても皆様のご協力

を賜り、重ねて御礼を申し上げます。  

 今後とも皆様方のご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさ

せていただきます。  

 本日はどうもありがとうございました。  

 これをもちまして、平成２９年第１回尾三衛生組合議会臨時会

を閉会いたします。  

  

水 野 議 会 事 務 部

局書記  

 ご起立をお願いいたします。一同、礼。  

 

 （閉会  午後  ２時１０分）  

 

 

 会議の経過を記載して、相違ないことを証明するためにここに署名する。  

 

平成２９年   月   日  

 

 

議  長  

 

 

署名議員  

 

 

署名議員  

 


