
                           壮瞥町告示第３２号 

 

 令和元年壮瞥町議会第２回臨時会を、次のとおり招集する。 

 

   令和元年５月８日 

 

                       壮瞥町長  田 鍋 敏 也 

                 記 

 

１ 期  日  令和元年５月１４日 

 

２ 場  所  壮瞥町役場 大会議室 

 

３ 付議事件 

  （１）議長の選挙                           

  （２）副議長の選挙                          

  （３）常任委員の選任                         

  （４）常任委員長及び副委員長の選任                  

  （５）議会運営委員長、副委員長及び議会運営委員の選任         

  （６）西胆振行政事務組合議会議員の選挙                

  （７）西いぶり広域連合議会議員の選挙                 

  （８）監査委員の選任について                     

  （９）監査委員の選任について                    



 

〇応招議員（９名） 

  １番 菊 地 敏 法 君    ２番 松 本   勉 君 

  ３番 佐 藤   忞 君    ４番 加 藤 正 志 君 

  ５番 山 本   勲 君    ６番 真 鍋 盛 男 君 

  ７番 毛 利   爾 君    ８番 森   太 郎 君 

  ９番 長 内 伸 一 君 

 

〇不応招議員（０名）



 

令和元年壮瞥町議会第２回臨時会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

 令和元年５月１４日（火曜日） 午前１０時０３分開会 

 

 日程第 １ 仮議席の指定                        

 日程第 ２ 会議録署名議員の指名                    

 日程第 ３ 選挙第 １号 議長の選挙                  

 日程第 ４ 会期の決定                         

 日程第 ５ 選挙第 ２号 副議長の選挙                 

 日程第 ６ 議席の指定                         

 日程第 ７ 選任第 １号 常任委員の選任                

 日程第 ８ 選任第 ２号 常任委員長及び副委員長の選任         

 日程第 ９ 選任第 ３号 議会運営委員長、副委員長及び議会運営委員の選 

              任                       

 日程第１０ 選挙第 ３号 西胆振行政事務組合議会議員の選挙       

 日程第１１ 選挙第 ４号 西いぶり広域連合議会議員の選挙        

 日程第１２ 議案第３６号 監査委員の選任について            

 日程第１３ 議案第３７号 監査委員の選任について            

 日程第１４ 各委員会の所管事務調査について              



 

〇出席議員（９名） 

  １番 菊 地 敏 法 君    ２番 松 本   勉 君 

  ３番 佐 藤   忞 君    ４番 加 藤 正 志 君 

  ５番 山 本   勲 君    ６番 真 鍋 盛 男 君 

  ７番 毛 利   爾 君    ８番 森   太 郎 君 

  ９番 長 内 伸 一 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した人 

     町     長   田 鍋 敏 也 君 

     会計管理者 

               阿 部 正 一 君 

     税務会計課長 

     総務課長（兼）   作 田 宏 明 君 

     総務課参事     上 名 正 樹 君 

     住民福祉課長    庵     匡 君 

     経済建設課長    工 藤 正 彦 君 

     経済建設課             

               齊 藤 英 俊 君 

     参事（兼）             

     生涯学習課長    齋 藤 誠 士 君 

     選管書記長(兼)   作 田 宏 明 君 

     農委事務局長(兼)  齊 藤 英 俊 君 

     監委事務局長(兼)  小 林 一 也 君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     事務局長（兼）   小 林 一 也 君



 

                                   

    ◎臨時議長の紹介 

〇事務局長（小林一也君） 皆さん、おはようございます。このたびの統一地方選挙にお

きまして、町民の期待と信望を担い、見事はえある当選をされました皆様、まことにおめ

でとうございます。心よりお祝いを申し上げます。 

 本臨時会は、一般選挙後最初の議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方

自治法第 107条の規定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっておりま

す。 

 出席議員中、佐藤忞議員が年長の議員でありますので、ご紹介いたします。 

 佐藤議員、議長席のほうにお願いいたします。 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 皆さん、おはようございます。ただいま紹介されました佐藤

でございます。 

 地方自治法第 107条の規定により、議長の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。 

                                       

        ◎議員自己紹介 

〇臨時議長（佐藤 忞君） まず最初に、選挙後初の議会でありますので、この際自己紹

介をお願いしたいと思います。 

 ２番議員の席に座られております森太郎議員からお願いいたします。 

〇２番（森 太郎君） 森でございます。私、平成 22年から実質９年になります。それで、

９年でございますが、補欠選挙から勝ち上がったものですから、当選回数だけは４期とい

うことでございまして、回数だけ見るとちょっとベテランに近いようなのですけれども、

中身についてはほとんど同僚議員と変わっておりません。今後ともよろしくお願いします。 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 次に、３番議員から順に自己紹介をお願いいたします。 

〇３番（毛利 爾君） 毛利です。おはようございます。今後４年、よろしくお願いいた

します。 

〇４番（真鍋盛男君） おはようございます。３期目になりました真鍋盛男です。これか

らも皆様と住みよいまちづくりのために頑張りたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

〇５番（加藤正志君） おはようございます。加藤でございます。これからの４年間ひと

つよろしくお願いしたいと思います。 

〇６番（松本 勉君） 松本勉です。前期まで議長を務めました。大変お世話になりまし

た。また改めてよろしくお願いいたします。 

〇７番（長内伸一君） 長内伸一です。７期目になります。前期副議長を務めさせていた

だきました。４年間どうぞよろしくお願いいたします。 



〇８番（菊地敏法君） おはようございます。５期目になります菊地敏法です。４年間ど

うぞよろしくお願いいたします。 

〇９番（山本 勲君） おはようございます。山本勲です。初めての議員になります。新

しいこと、いろんなこと挑戦していきたいと思っています。よろしくお願いします。 

                                       

        ◎開会の宣告 

〇臨時議長（佐藤 忞君） ただいまの出席議員は９名であります。定数に達しておりま

すので、これより令和元年壮瞥町第２回臨時会を開会いたします。 

                                       

    ◎開議の宣告 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時０３分） 

                                       

    ◎議事日程の報告 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                       

        ◎仮議席の指定 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたします。 

                                       

    ◎会議録署名議員の指名 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 116条の規定により、臨時議長において 

  森太郎君と毛利爾君 

を指名いたします。 

                                       

        ◎選挙第１号 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 日程第３、選挙第１号 議長の選挙を行います。 

 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、

指名推選によりいたしたいと思います。これにご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇臨時議長（佐藤 忞君） 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。 

 お諮りいたします。指名の方法については、臨時議長において指名いたしたいと思いま

す。これにご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 



〇臨時議長（佐藤 忞君） ご異議なしと認めます。 

 よって、臨時議長において指名することに決しました。 

 議長に長内伸一君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま臨時議長において指名いたしました長内伸一君を議長の当

選人とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇臨時議長（佐藤 忞君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました長内伸一君が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました長内伸一君が議場におられますので、会議規則第 31 条

第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 議長に当選されました長内伸一君より発言を求められておりますので、これを許します。 

 長内伸一君。 

〇議長（長内伸一君） ただいま指名推選を賜り、壮瞥町議会議長を拝命いたしました。

身に余る光栄とともに、改めて重責に身が引き締まる思いであり、皆様の負託に応えるこ

とができるよう最善を尽くしてまいる所存でございます。 

 さて、地方を取り巻く情勢は、急激な人口減少と高齢化、それに伴い厳しい財政状況が

続いており、壮瞥町も例外ではありません。さきに行われた町長、町議会選挙におきまし

ても争点となっており、町財政の健全化は最優先課題と認識しております。 

 北海道は開拓 150年を迎え、壮瞥町も開拓のくわがおろされ 140年となります。先人の

開拓のご労苦と思いを今後の壮瞥町の持続発展につなげていくためには、明確な目標とそ

れを達成する上での課題を克服することが必要です。議会においても町民の代表としての

自覚と町民との情報共有や思いを受けとめ、行政に反映させていく努力が求められている

と思います。 

 議会からの情報発信は、議会広報や議会ネット中継が進められるなど進展が図られてき

ました。しかしながら町民との意見のキャッチボールは道半ばと考えております。人口の

少ない小さい町だからできる取り組み、スモールメリットをどう生かすか。今後議員各位

と協議して取り組んでまいりたいと思います。 

 町理事者と議会は車の両輪といいます。私は、大きな課題を乗り越えていくには力強い

４輪駆動車が必要と思います。前輪は方向性を決め引っ張っていく力、いわゆる町理事者

と議会です。後輪は後ろからしっかり押し出す強い力、町民と町職員の皆さんです。大地

に根をおろしたその４輪の役割が重要と考えます。 

 令和元年、厳しい選挙戦を制し、新たに田鍋町長が誕生いたしました。議会としても是々

非々の議論を通しながら、壮瞥町のさらなる発展を願い努力を重ねたいと存じます。議員

各位、町理事者、町職員、そして町民の皆様のさらなるご指導、ご協力をお願い申し上げ、

就任のご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

〇臨時議長（佐藤 忞君） これをもちまして臨時議長の職務は全部終了いたしました。 



 ご協力ありがとうございました。 

 議長は、議長席にお着き願います。 

〔議長交代〕 

〇議長（長内伸一君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１１分 

                                       

再開 午前１０時１２分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより議長の職務を行います。 

                                       

        ◎議事日程の報告 

〇議長（長内伸一君） 議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                       

    ◎会期の決定について 

〇議長（長内伸一君） 日程第４、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決しました。 

                                       

        ◎選挙第２号 

〇議長（長内伸一君） 日程第５、選挙第２号 副議長の選挙を行います。 

 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、指名推選によりいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 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。 

 お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 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。 

 副議長に森太郎君を指名いたします。 

 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森太郎君を副議長の当選人

とすることにご異議ありませんか。 



〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました森太郎君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました森太郎君が議場におられますので、会議規則第 31 条

第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 副議長に当選されました森太郎君より発言を求められておりますので、これを許します。 

〇副議長（森 太郎君） このたび壮瞥町議会副議長職にご推挙賜り、改めて重責に身の

引き締まる思いをいたしております。議長も先ほど申し上げましたとおり、本町はしばら

く厳しい行財政運営が予想される中、少子高齢化対策や移住定住策、さらには農家の後継

者対策などさまざまな行政課題が山積しております。このような状況にあって、さきの選

挙戦においては新理事者への期待はもちろんですが、議会に対するさまざまな苦言や期待

も大きく感じたところでございます。今後議会の果たす役割はますます重要になってくる

ところであり、もとより私、微力ではありますが、議長を補佐しながら議員各位とともに、

町民目線で開かれた議会の実現と理事者側との議論を通して町民が幸せを感じるまちづく

りにつながる議会運営に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 本日はありがとうございました。 

                                       

        ◎議席の指定 

〇議長（長内伸一君） 日程第６、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長が指定することになっておりますが、

これをくじで行い、議長が指定したことといたしたいと思います。 

 なお、議事運営上、議長の議席を９番、副議長の議席を８番といたします。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１７分 

                                       

再開 午前１０時２４分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 氏名と、その議席番号を申し上げます。議席番号１番、菊地敏法君、２番、松本勉君、

３番、佐藤忞君、４番、加藤正志君、５番、山本勲君、６番、真鍋盛男君、７番、毛利爾

君、８番、森太郎君、９番、長内伸一。 

 ただいま申し上げましたとおり議席を指定いたします。 

                                       

        ◎選任第１号 

〇議長（長内伸一君） 日程第７、選任第１号 常任委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。常任委員の選任につきましては、正副議長において選考することに

いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 



〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、常任委員の選任につきましては、正副議長において選考することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２５分 

                                       

再開 午前１０時２８分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議長より常任委員の選考結果について報告いたします。 

 ただいま別室におきまして慎重に選考いたしました結果、総務常任委員に２番、松本勉

君、３番、佐藤忞君、６番、真鍋盛男君、７番、毛利爾君、経済常任委員に１番、菊地敏

法君、４番、加藤正志君、５番、山本勲君、８番、森太郎君、以上のとおり選任すること

に決しました。 

 なお、議長は総務及び経済の両常任委員会に所属いたします。 

 お諮りいたします。ただいま常任委員の選考結果について報告いたしましたが、報告の

とおり選任することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、常任委員の選任につきましては、報告のとおり選任することに決しました。 

                                       

        ◎選任第２号 

〇議長（長内伸一君） 日程第８、選任第２号 常任委員長及び副委員長の選任を行いま

す。 

 お諮りいたします。常任委員長及び副委員長の選任につきましては、正副議長において

選考することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、常任委員長及び副委員長の選任につきましては、正副議長において選考するこ

とに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時３０分 

                                       

再開 午前１０時３１分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議長より常任委員長及び副委員長の選考結果について報告いたします。 

 ただいま別室におきまして慎重に選考いたしました結果、総務常任委員長に真鍋盛男君、



経済常任委員長に菊地敏法君、総務常任副委員長に毛利爾君、経済常任副委員長に山本勲

君、以上のとおり選任することに決しました。 

 お諮りいたします。ただいま常任委員長及び副委員長の選考結果について報告いたしま

したが、報告のとおり選任することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、常任委員長及び副委員長の選任につきましては、報告のとおり選任することに

決しました。 

                                       

        ◎選任第３号 

〇議長（長内伸一君） 日程第９、選任第３号 議会運営委員長、副委員長及び議会運営

委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員長、副委員長及び議会運営委員の選任につきましては、

正副議長において選考することといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員長、副委員長及び議会運営委員の選任につきましては、正副議長

において選考することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時３３分 

                                       

再開 午前１０時３４分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議長より議会運営委員長、副委員長及び議会運営委員の選考結果について報告いたしま

す。 

 ただいま別室におきまして慎重に選考いたしました結果、議会運営委員会委員長に加藤

正志君、議会運営委員会副委員長に毛利爾君、議会運営委員に真鍋盛男君、菊地敏法君、

以上のとおり選任することに決しました。 

 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長、副委員長及び議会運営委員の選考結果に

ついて報告いたしましたが、報告のとおり選任することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員長、副委員長及び議会運営委員の選任につきましては、報告のと

おり選任することに決しました。 

                                       

    ◎選挙第３号ないし選挙第４号 



〇議長（長内伸一君） 日程第 10、選挙第３号 西胆振行政事務組合議会議員の選挙、日

程第 11、選挙第４号 西いぶり広域連合議会議員の選挙につきましては関連がありますの

で、一括し、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

選によりいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第 10、選挙第３号ないし日程第 11、選挙第４号につきましては一括し、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。指名の方法につきましては、正副議長において選考することにいた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、正副議長において選考することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時３６分 

                                       

再開 午前１０時３８分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議長より選考結果について報告いたします。 

 ただいま別室におきまして慎重に選考いたしました結果、西胆振行政事務組合議会議員

に佐藤忞君及び菊地敏法君、西いぶり広域連合議会議員に森太郎君及び真鍋盛男君、以上

のとおり指名することに決しました。 

 お諮りいたします。ただいま正副議長において指名いたしました諸君を当選人とするこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま正副議長において指名いたしました諸君が当選されました。 

 ただいま西胆振行政事務組合議会議員に当選されました佐藤忞君及び菊地敏法君、西い

ぶり広域連合議会議員に当選されました森太郎君及び真鍋盛男君が議場におられますので、

会議規則第 31条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

                                       

        ◎議案第３６号 

〇議長（長内伸一君） 日程第 12、議案第 36 号 監査委員の選任についてを議題といた

します。 

 去る４月 21 日の統一地方選挙において当選されました理事者から、就任の挨拶並びに

提案理由の説明を求めます。 



 町長。 

〇町長（田鍋敏也君） 本日、令和元年第２回臨時会を招集いたしましたところ、議員の

皆様には時節柄大変ご多用のところ定刻までに全員のご出席をいただき、まことにありが

とうございます。提案理由の説明に先立ち、議長のお許しをいただきまして一言ご挨拶を

申し上げます。 

 このたび４月 21 日執行の統一地方選挙において町議会議員候補として立候補され、ご

当選をされました皆様に心からお祝いを申し上げます。今後は、町民の皆様の代表として

有権者の負託に応え、壮瞥町のまちづくりのために邁進されますことをご祈念を申し上げ

ます。私も町長候補として立候補し、町民の皆様の温かいご支援をいただきまして町政を

お預かりすることとなりました。町民の皆様の生命や財産を守り、壮瞥町の将来を担う責

任の重さに身の引き締まる思いであります。明るく元気な町、壮瞥を皆さんとともにつく

るため、全力で取り組みたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 顧みれば、壮瞥町は開拓の歴史が始まり 140年、困難をきわめた開拓期における先人の

労苦、歴代の首長が町民の皆様、職員の皆様とともに町発展のために御尽力され、今日の

壮瞥町が築かれてきたことに心から敬意と感謝を申し上げます。これからの町政運営に当

たっての考えは、６月開催の定例会で所信表明として申し上げますが、壮瞥町の持つ有意

性、地域資源、人的資源を最大限活用し、基金減のない財政運営、産業の振興、火山との

共生、基盤整備、子育て支援、老後も安心をキーワードに取り組めば、町政は必ず好循環

になると考えております。 

 ５月１日に元号が令和となり、新しい時代がスタートしました。議会議員の皆様、町民

の皆様と知恵を絞り、新しい時代にさらに発展していく壮瞥町をつくり上げたいと思いま

すので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではござ

いますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、今臨時会に提出いたします議件は、議案第 36号から議案第 37号までの２件

であります。その内容についてご説明申し上げます。 

 議案第 36 号 監査委員の選任についてであります。本町監査委員として識見を有する

者のうちから選任されておりました柴﨑俊夫氏は、去る５月 12 日をもちまして任期満了

となったことから、新たに監査委員として谷岡康徳氏を選任いたしたく、地方自治法第 196

条第１項の規定により本議会の同意を求めるものでございます。 

 谷岡氏は、昭和 26年４月２日、北海道壮瞥村で出生され、昭和 45年３月に伊達高等学

校を卒業し、昭和 45年４月１日から町職員として４年間奉職された後、大学進学のため退

職し、昭和 53 年から平成 12 年まで再び当町職員として勤務されました。平成 12 年３月

10日からは助役として、平成 19年４月１日からは副町長として 11年間にわたり誠心誠意

その職責を果たし、町行政の推進に大きく貢献されました。谷岡氏は、誠実にして人格高

潔、地方公共団体の行政運営にも精通し、すぐれた識見を有している方であります。当町

の監査委員として最適任と判断いたしておりますので、議会の皆様のご同意をよろしくお



願い申し上げます。 

 なお、皆様には谷岡氏の履歴書を添付させていただいておりますので、後ほどごらんい

ただきたいと思います。 

 以上、議案第 36号の説明といたします。よろしくご審議いただきますようお願いいたし

ます。 

〇議長（長内伸一君） これにて就任の挨拶並びに提案理由の説明を終結いたします。 

 質疑を受けます。 

 ２番、松本勉君。 

〇２番（松本 勉君） 町長からの、いわば指名でございまして、特段異を唱えるという

ことではございません。ただ、前任の柴﨑さん、実際の監査委員の業務、お仕事について

は詳細に知る由もございませんけれども、漏れ聞くところによりますと、非常に客観的視

点から、さらに民間人の視点から、シビアに細かくさまざまな指摘をされていたというふ

うに聞き及んでおります。そのことを踏まえますと、仕組みが監査委員の適任ということ

で、どういう人選かというのは私も知る由もないのでありますが、役場のＯＢであります

谷岡さん、ご自身は副町長もやられていますし、人品骨柄すばらしい、それはよく承知し

ておりますが、果たして行政のＯＢが私の考える監査委員としての客観性ですとか、そう

いった民間の視点からのシビアな指摘というようなことからは若干距離があるのかなとい

う懸念がありますけれども、そういった懸念についての払拭されるお話がいただければと

思います。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 ２番議員のおっしゃられることも事実であって、今までもそういう形の部分のご説明、

各市町ではあったというふうにもお聞きしてございます。今回その辺について確認させて

いただきましたが、地方自治法 196条に基づき、第２項、その辺で確認をいたしましたが、

基本的にＯＢを排除するものではないと。ただ、人口の規模が小さな町でいけば、その識

見を有する方々が少ないことも踏まえて、そういうＯＢを排除するものではないという形

でございます。 

 また、人口規模の小さな町であれば、選任を職員のＯＢ等１人を限度とするという形に

なっているという形になってございます。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、町長。 

〇町長（田鍋敏也君） 今担当課長から法的な背景につきましても説明を申し上げました

けれども、人選に当たりましては広く町内から人選をしたところでありますが、やはり行

政運営ですとか広い識見を有する適任者として私からは推薦をし、今回上程させていただ

いているところであります。民間からの登用ということも十分視野に入れながら考えたと

ころでございますが、適任者ということで、なかなかそういう方には難しい面もあるのか

なと、このように思っており、柴﨑前というか、監査委員さんにもご意向を伺っていたと



ころでもあり、今回は退任の意向が非常に強かったと。そのようなことを踏まえながら人

選をさせていただいたということでありまして、十分先ほどの質問の視点も加えた中での

今回は提案であるというふうにご理解をいただければと思っております。 

 以上です。 

〇議長（長内伸一君） ２番、松本勉君。 

〇２番（松本 勉君） まず、時間的余裕がなかったという背景はよく私も理解できます

し、また、その中でより適切な方を人選されたというふうなことについても同意いたしま

す。谷岡さん、そのように優秀な人材だけに、例えば私も参加しております社会福祉協議

会の副会長をやられております。社会福祉協議会の理事で副会長、いわゆる執行の立場に

いまして、小さい町でありますけれども、社会福祉協議会の事業進行に関しては極めて大

きなポジションを担われていらっしゃる、リーダーシップを発揮されていると。そういっ

た方が抜けざるを得ないことが非常に社会福祉協議会としても残念な、ざんきにたえない

とは言いませんけれども、ちょっと寂しいということが本音でございまして、日ごろ社会

福祉協議会の活動についてもいろんな指摘を受けながら研さん、努力をしているつもりで

ありますけれども、そういった意味からも多角的な視点で発言いただく谷岡さんに負うて

いる部分は随分あったということを考えますと、社会福祉協議会のメンバー、理事として

はそういった相談を受けておりませんので、またそういう立場にもないのかもしれません

けれども、まず会長ほか事務局との、いわゆる町側、理事者のほうのお話というのはあっ

たのかどうかということも確認したいと、その了解はいただいたのかということです。そ

れは承認するとかしないとかと、そういうオフィシャルな話ではなくて、その辺の、小さ

な町ですから、きちんとした理解がないと、ボタンのかけ違いも困ると思いますので、確

認したい。 

 もう一つは、先ほど総務課長が役場のＯＢが、特に法的には問題ないという話でありま

したけれども、この後承認をいただく予定の同僚議員も役場のＯＢになるのではないかと

思いますが、その辺は特に支障はないのでしょうか。あわせてお伺いします。 

〇議長（長内伸一君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５２分 

                                       

再開 午前１０時５３分 

〇議長（長内伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁、町長。 

〇町長（田鍋敏也君） ２点ほどあったと思っておりますが、１点目のご質問につきまし

ては、所属されている団体、社会福祉協議会並びに団体としては自治会長さんも谷岡さん

はお務めいただいているということでございまして、その所属団体との調整については、

申しわけありませんけれども、ご本人にお任せしているところがあって、選任同意いただ

いた後に私のほうからそれぞれに説明を申し上げるような、後先になったかもしれません



けれども、そのようなことでご理解をいただきたいと、このように思っているところであ

ります。 

 １点目は以上でございます。 

〇議長（長内伸一君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ２点目についてご答弁申し上げます。 

 議選の監査委員につきましては、先ほどの地方自治法には縛られるものではないという

形で確認してございます。 

〇議長（長内伸一君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 36 号を採決いたします。本案は原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 36号 監査委員の選任については同意することに決定いたしました。 

                                       

        ◎議案第３７号 

〇議長（長内伸一君） 日程第 13、議案第 37 号 監査委員の選任についてを議題といた

します。 

 本案につきましては、３番、佐藤忞君が地方自治法第 117条の規定により除斥に該当す

るので、退席を求めます。 

〔３番 佐藤忞議員退席〕 

〇議長（長内伸一君） 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（田鍋敏也君） 議案第 37号 監査委員の選任についてであります。 

 監査委員として議会議員のうちから選任されておりました菊地敏法氏は、去る４月 30日

に任期満了となっております。このため新たに監査委員として佐藤忞氏を選任いたしたく、

地方自治法第 196条第１項の規定により、本議会の同意を求めるものであります。 

 佐藤氏は、このたびの選挙で３回目の当選をされ、これまでの２期８年間本町議会議員

として本町の自治振興発展にご活躍いただいており、その卓越した識見と実績に敬意と感

謝をいたしているところでございます。また、佐藤氏は人格高潔で、町の財務管理、その

他行政運営に関しすぐれた知識を有している方でございますので、議会の皆様の同意をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 以上で提案理由説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。 

〇議長（長内伸一君） これにて提案理由の説明を終結いたします。 



 質疑を受けます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 37号を採決いたします。本案は、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 37号 監査委員の選任については同意することに決定いたしました。 

 ３番、佐藤忞君を復席いたさせます。 

〔３番 佐藤忞議員復席〕 

                                       

        ◎各委員会の所管事務調査について 

〇議長（長内伸一君） 日程第 14、各委員会の所管事務調査についてを議題といたします。 

 各常任委員長から閉会中に所管事務調査を、議会運営委員長から閉会中に次期定例会ま

での会期日程等議会運営に関する事項について所管事務調査を実施したい旨、それぞれ申

し出があります。 

 お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとおり閉会中に所管

事務調査を実施することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（長内伸一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中に所管事務調査を実施することに決しま

した。 

                                   

    ◎閉会の宣告 

〇議長（長内伸一君） これにて本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、令和元年壮瞥町議会第２回臨時会を閉会いたします。 

（午前１１時００分）  
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