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平成２３年川西町議会第１回臨時会会議録 (開 会) 

   招集年月日   平成２３年５月９日  

   招集の場所   川西町役場議場  

   開 会        平成２３年５月９日   午前１０時 宣告  

   出 席 議 員      １番  勝島  健   ２番  堀   格   ３番   伊藤彰夫   

  ４番  石田三郎   ５番  今村榮一   ６番   松本史郎   

  ７番  寺澤秀和    ８番  森本修司   ９番   杉井成行    

  10番  中嶋正澄    11番   芝  和也   12番   大植  正   

   欠 席 議 員          

  地方自治法第   町長 上田直朗            副町長  松本ひろ子  

  121条の 規定   教育長 森杉衛一      理事 嶋田義明     

  により説明の 教育次長 山嶋健司      産業建設部長 寺澤伸和  

  ため出席した  会計管理者 松本雅司    福祉部長心得 福本哲也  

  者の職氏名  総務部長心得 森田政美  水道部長心得 下間章兆  

  企画財政課長 西村俊哉    

  

  

 

 

 

    

  本会議に職務     議会事務局長  髙間隆弘  

  のため出席し     議会事務局  加護安光  

  た者の職氏名     モニター係   増井 肇  

  本日の会議に     別紙議事日程に同じ  

  付した事件   

  会 議 録 署 名          議長は会議録署名議員に次の２人を指名した  

  議員の氏名      １番 勝島 健  議員 ２番 堀  格  議員  
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川西町議会第１回臨時会（議事日程） 

    

 平成 23 年 5月 9日（月）午前 10 時 00 分開会 

日程 議案番号 件           名 

        

第 1   仮議席の指定 

第 2 選挙第１号 議長選挙について 

        

    (追加議案)   

第 1   議席の指定について 

第 2   会議録署名議員の指名 

第 3   会期の決定 

第 4 選挙第２号 副議長選挙について 

第 5 発議第２号 特別委員会の設置について 

第 6 選任第１号 常任委員会委員の委員長、副委員長並びに委員の選任について 

          総務建設経済委員会 

        厚生委員会 

第 7 選任第２号 特別委員会委員の委員長、副委員長並びに委員の選任について 

第 8 選任第３号 議会運営委員会委員の委員長、副委員長並びに委員の選任について 

第 9 選任第４号 議会選出の委員の選任について 

       都市計画審議会 

第 10 発議第３号 農業委員会委員の推薦について 

第 11 選挙第３号 議会選出の委員の選挙について(式中組合議員・山辺広域組合議員) 

       式下中学校組合議会議員 

       山辺広域行政事務組合議会議員 

第 12 同意第１号 監査委員(議員)の選任について 

       

       

       

        

      

        

     

    

 

 

 

 

 



 4 

（午前１０時００分  開会）  

事務局長（高間隆弘君）   おはようございます。  

 事務局長の高間でございます。  

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

自治法第１０７条の規定によりまして、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、松本史郎さんが年長者でありますので、御紹介申し上

げます。  

 松本議員、議長席にお着き願います。  

         （議長席  臨時議長着席）  

臨時議長（松本史郎君）  おはようございます。ただいま紹介いただきました松本史郎で

す。  

 地方自治法第１０７条の規定により、出席議員中年長のゆえをもって、臨時に議長

の職務を行います。どうぞよろしくご協力をお願いいたします。  

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

初対面の方もおいでですので、新しくなられた１期議員の自己紹介をお願いいたしま

す。  

         （１期議員  自己紹介）（拍手）  

臨時議長（松本史郎君）   続きまして、理事者側の紹介をお願いいたします。  

         （理事者  自己紹介）  

臨時議長（松本史郎君）   ありがとうございました。  

 ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますので、平成２３年川西町

議会第１回臨時会を開会いたします。  

 町長より臨時会の招集についての御挨拶をお願いいたします。  

町   長（上田直朗君）   おはようございます。本日、初議会を招集いたしましたとこ  

ろ、議員皆様方には、御出席、まことに御苦労さまでございます。  

 議員各位には、今回執行されました統一地方選挙に当たり、川西町の町民皆さん方

の衆望を担って当選の栄を得られ、本日ここに初議会を開会する運びになりました。 

 議員各位には、この選挙を通じ町民皆さん方から寄せられている大きな期待と信頼

を背に受けられ、当議会に議席を置かれることに相なりましたことは、町政のため、

まことに御同慶にたえない次第でございます。私は、議員の皆さん方とともに、町民

皆さんの多様なニーズと信託にこたえるべく、町政の進展に全力を傾注してまいりた

いと考えている次第でございます。  

 今、私たちを取り巻く社会の状況は、経済につきましては、景気回復の勢いは弱く、

加えて東日本地方で起こりました未曽有の大震災は、我国の経済に大きな影響を与え

ております。又、国の三位一体の改革以降、地方には大きな財源不足となり、地方は

非常に厳しい状況下にあります。本町も財政の健全化に向かって全力で取り込んでい

るところでございます。そして、また、少子高齢化社会が進む中、持続可能な福祉制

度の確立が課題となっています。  

私はこの様な状況にも適切に対応しながら、当面する町政の課題の解決と住民福祉の

向上を図り、人と人とのふれあいを通じた温かい潤いのある心豊かな町づくりを進め
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ていく所存でありますので議員各位におかれましても、よろしく御理解を賜ります様、

お願いを申し上げ、議員皆様方とは、執行機関と議決機関の主体性をともに尊重し合

いながら、意を蜜にして、町民皆さんの信託に答えてまいりたいと存じておりますの

で、議員各位のご指導と議協力をお願い申し上げ、議員の皆様方には、ご健勝でのご

活躍をご祈念申し上げまして開会のご挨拶とさせていただきます。  

本日は誠におめでとうございます。よろしくお願いいたします。  

臨時議長（松本史郎君）   ありがとうございました。  

 これより本日の会議を開きます。  

 日程第１、仮議席の指定を行います。  

 議席の指定は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定することと

なっておりますので、議長の選挙が終了し、就任するまで、ただいま御着席のとおり

仮議席として指定いたします。  

 日程第２、選挙第１号、議長の選挙を行います。  

 議事を円滑に推進するため、暫時休憩いたします。  

           （午前１０時０７分  休  憩）  

 

             （午前１０時１１分  再  開）  

臨時議長（松本史郎君）   これより再開いたします。  

 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。  

 これにご異議ありませんか。  

              （「異議なし」と呼ぶ声あり）  

臨時議長（松本史郎君）   ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定いたしました。  

 お諮りいたします。  

 指名の方法については、臨時議長が指名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」と呼ぶ者あり）  

臨時議長（松本史郎君）   異議なしと認めます。よって臨時議長が指名することに決定

いたしました。  

    議長に大植  正君を指名いたします。  

    お諮りいたします。  

    ただいま、指名いたしました大植  正君を議長の当選人と定めることに、ご異議

ありませんか。  

            （「異議なし」と呼ぶ声あり）  

臨時議長（松本史郎君）   ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたしました  

大植  正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大植  正君が議

場におられますので、会議規則第３３条第２項による告知をいたします。  

 当選人発言を求めます。  
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 大植  正君。  

１２番議員（大植  正君）  おはようございます。ただいま全体協議会で議員皆様のご推

挙によりまして当選させていただきました大植でございます。  

    なにぶん不慣れでございますが、理事者側と議員の間を取り持つようにしてまいり

たいと思いますのでご協力のほど、よろしくお願いいたします。簡単ではございます

が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）  

臨時議長（松本史郎君）   これをもって臨時議長の職務は終了いたしました。  

 御協力ありがとうございました。  

 議長席を大植  正議長と交代いたします。  

       （議長席  臨時議長退席、議長着席）  

議   長（大植  正君）   お諮りいたします。  

 会議規則第１８条の規定により、議事日程の追加を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（大植  正君）   異議なしと認めます。よって、日程を追加することに決定い  

たしました。  

 ただ今からの議事日程は、お手元に配布いたしております議事日程どおりであり

ます。  

 これより、日程第１議席の指定を行います。  

 お諮りいたします。議席は、会議規則第４条第１項の規定により議長において指

定することになっておりますので、指定を行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。  

              （「異議なし」と呼ぶ声あり）  

議   長（大植  正君）   異議なしと認めます。  

 それでは、議席の指定を行います。  

 ただいま御着席の仮議席を議席として指定いたします。  

 議席番号と名前を事務局長より報告いたさせます。  

事務局長（高間隆弘君）   それでは、議席番号を朗読いたします。  

 議席番号１番  勝島  健議員、２番  堀   格議員、３番  伊藤彰夫議員、４番石

田三郎議員、５番  今村榮一議員、６番  松本史郎議員、７番  寺澤秀和議員、８番

 森本修司議員、９番  杉井成行議員、１０番  中嶋正澄議員、１１番  芝  和也議

員、１２番  大植  正議員。  

議   長（大植  正君）   ただいまの報告どおり、次回よりただいま指定の議席へ御着  

席ください。  

 続きまして、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。  

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１番  勝島  健

君及び２番  堀   格君の２名を指名いたします。  

 日程第３、会期の決定を議題といたします。  

 お諮りいたします。  
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 本臨時会の会期は、本日１日間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（大植  正君）   異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日  

間と決定いたしました。  

 日程第４、選挙第２号、副議長の選挙についてを議題といたします。  

 議事を円滑に推進するため、暫時休憩いたします。  

         （午前１０時１８分  休  憩）  

 

           （午前１０時３４分  再  開）  

議   長（大植  正君）   再開いたします。  

 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

り行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（大植  正君）   御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で  

行うことに決定いたしました。  

 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いたしたいと思います。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（大植  正君）   御異議なしと認めます。よって、議長において指名すること  

に決定いたしました。  

 副議長に松本史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松本史郎君を副議長の当選人と定めるこ

とに御異議ありませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（大植  正君）   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  

松本史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松本史郎君が議場におられますので、会議規則第

３３条第２項により、当選の告知をいたします。  

 当選人発言を求めます。松本史郎君。  

６番議員（松本史郎君）   副議長就任にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。  

 ただ今、議員の皆様のご推挙により副議長に就任させていただくことになりまし

た。大変光栄に存じますとともに職責の重大さを痛感しているところでございます。

このうえはもとより、微力ではございますが、大植議長とともに川西町の発展に全

力を尽くしてまいる所存でございますのでなにとぞ皆様の格別のご指導、ご鞭撻を

賜ります様お願い申し上げまして就任のご挨拶とさせていただきます。  

 誠にありがとうございました。（拍手）  

議   長（大植  正君）  それでは、続きまして、日程第５、発議第２号  特別委員会  
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  の設置についてを議題といたします。  

    お諮りいたします。  

    特別委員会の設置及び定数について、委員会条例第６条の規定により設置する特別

委員会及び定数は、学校建設特別委員会１２名といたしたいと思いますがご異議あり

ませんか。  

             （「異議なし」と呼ぶ声あり）  

議   長（大植  正君）  異議なしと認めます。 よって、本案件は、以上のように決し

ました。  

    続きまして、日程第６  選任第１号  常任委員会委員の委員長、副委員長並びに委

員の選任について、及び日程第７  選任第２号  特別委員会の委員長、副委員長並び

に委員の選任について、並びに日程第８  選任第３号  議会運営委員会委員の委員長、

副委員長並びに委員の選任について、以上の３件を会議規則第３７条の規定により一

括議題といたします。  

    委員を選ぶ間、暫時休憩いたします。  

         （午前１０時３８分  休  憩）  

 

           （午前１０時４３分  再  開）       

            

議   長（大植  正君）  再開いたします。  

    常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の委員長、副委員長並びに委員の選任に

ついて、お手元に配布させていただきました名簿のとおり指名いたしたいと思います。 

    これにご異議ございませんか。           

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（大植  正君）   異議なしと認めます。  

 事務局長より報告願います。  

事務局長（高間隆弘君）   それでは、御報告申し上げます。  

 敬称を略し朗読いたしますので、よろしく御了承願います。  

 常任委員会より御報告申し上げます。  

 総務建設経済委員会、委員長、中嶋正澄。副委員長、堀   格。委員、勝島  健、

石田三郎、寺澤秀和、大植  正。６名の方です。  

 続きまして、厚生委員会、委員長、杉井成行。副委員長、今村榮一。委員、伊藤彰

夫、松本史郎、森本修司、芝  和也。６名の方です。  

 次に、特別委員会を申し上げます。  

 学校建設特別委員会、委員長、寺澤秀和、副委員長、森本修司、委員、勝島  健、

堀   格、伊藤彰夫、石田三郎、今村榮一、松本史郎、杉井成行、中嶋正澄、芝  和

也、大植  正。１２名の全員です。  

次に、議会運営委員会、委員長、芝  和也。副委員長、杉井成行。委員、伊藤彰夫、

石田三郎、中嶋正澄。５名の方です。  

  

議   長（大植  正君）   ただいま事務局長より報告いたしましたとおり、常任委員会  
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及び議会運営委員会の委員長、副委員長並びに委員に選任することに決定いたしまし

た。  

日程第９  選任第４号  議会選出の委員の選任についてを議題とします。  

お諮りいたします。  

選任の方法については、お手元に配布させていただきました名簿のとおり指名した

いと思います。  

これにご異議ございませんか。  

         （「異議なし」と呼ぶ声あり）  

議   長（大植  正君）  異議なしと認めます。事務局長より朗読願います。  

事務局長（高間隆弘君）  それではご報告申し上げます。  

    敬称を略し朗読いたしますので、よろしくご了承願います。  

    都市計画審議会委員、勝島  健、伊藤彰夫、今村榮一、石田三郎、森本修司。  

５名の方です。以上です。  

議   長（大植  正君）  以上により、議会選出の委員に選任することに決定いたしまし

た。   

 続きまして、日程第１０、発議第３号、農業委員会委員の推薦についてを議題とい

たします。  

 お諮りいたします。  

 議会推薦の農業委員は、中嶋正澄君を推薦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（大植  正君）  異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員は、中嶋正

澄君を推薦することに決定いたしました。  

 続きまして、日程第１１、選挙第３号、議会選出の委員の選挙についてを議題とい

たします。  

 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、指名推選にい

たしたいと思いますが、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（大植  正君）   御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で  

行うことに決定いたしました。  

 お諮りいたします。  

 指名の方法は、議長が指名することにいたしたいと思います。

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（大植  正君）   御異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定い  

たしました。  

 川西町・三宅町式下中学校組合議会議員に、堀   格君、森本修司君、松本史郎君、

大植  正、山辺広域行政事務組合議会議員に、杉井成行君、松本史郎君、大植正を指

名いたします。  
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 お諮りいたします。  

 ただいま議長より指名いたしました議員を川西町・三宅町式下中学校組合議会議  

員及び山辺広域行政事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（大植  正君）   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  

議員が当選されました。  

 ただいま各議員が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により、

当選人の告知をいたします。  

 続きまして、日程第１２、同意第１号、監査委員の選任についてを議題といたしま

す。  

 事務局長より議案の朗読をいたします。  

事務局長（高間隆弘君）   同意第１号  監査委員の選任について  

 下記の者を川西町監査委員に選任したいから、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。  

                記  

  住   所   奈良県磯城郡川西町大字保田３９番地  

  氏   名   森本  修司  

  生年月日   昭和１７年３月３日生  

 平成２３年５月９日提出  

                         川西町町長  上田  直朗  

議   長（大植  正君）   朗読が終わりました。  

 お諮りいたします。  

 本件については、会議規則第３９条第２項の規定により、提案説明を省略いたした

いと思います。御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（森本修司君）   御異議なしと認め、よって、本案件については、提案説明を  

省略することに決しました。  

 ただいま選任された森本修司君は、地方自治法第１１７条の規定により、自己の一

身上に関する事項でありますので、御退席願います。  

             （森本修司君  退席）  

議   長（大植  正君）   これより本案件について採決いたします。  

 この採決は、挙手によって行います。  

 本案件について、原案どおり選任同意することに賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（大植  正君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり選任同意すること  

に決定いたしました。  

             （森本修司君  入場）  

議   長（大植  正君）   以上で、本臨時会に提出されました案件はすべて議了いたし  

ました。  

 議員各位には、慎重に御審議いただき、ありがとうございました。  
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 閉会に当たり、町長の挨拶をお願いいたします。  

町   長（上田直朗君）   初議会によります議会の組織、各委員の選任が極めて順調に  

進められ、議会がめでたく構成されましたことを、まず心からお喜びを申し上げます。 

 新しく就任されました大植議長さん、松本副議長さん、そして各委員会の委員及び

委員長さんも選任されました。そして新たに学校建設特別委員会も設置いただきまし

た。今後は、大植議長さんを中心として、議会の運営が円滑に行われますことを期待

しているところでございます。  

 私たちと議員の皆様方が、ともにお互いの立場を尊重し合いながら、意を密にして、

車の両輪のごとく協力し合って、町政の発展に努めてまいりたいと思っておりますの

で、議員各位にはよろしくお願いを申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。  

 大変御苦労さまでございました。ありがとうございました。  

議   長（大植  正君）   これをもちまして、平成２３年川西町議会第１回臨時会を閉  

会いたします。  

           （午前１０時５３分  閉  会）  
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(議決の結果)   

議案番号 件           名 議決月日 審議結果 

選挙第１号 議長選挙について 5月 9日 原案可決 

選挙第２号 副議長選挙について 5月 9日 原案可決 

発議第２号 特別委員会の設置について 5月 9日 原案可決 

選任第１号 
常任委員会委員の委員長、副委員長並びに

委員の選任について 
5月 9日 原案可決 

選任第２号 
特別委員会委員の委員長、副委員長並びに

委員の選任について 
5月 9日 原案可決 

選任第３号 
議会運営委員会委員の委員長、副委員長並

びに委員の選任について 
5月 9日 原案可決 

選任第４号 議会選出の委員の選任について 5月 9日 原案可決 

発議第３号 農業委員会委員の推薦について 5月 9日 原案推薦 

選挙第３号 
議会選出の委員の選挙について(式中組合

議員・山辺広域組合議員) 
5月 9日 原案可決 

同意第１号 監査委員(議員)の選任について 5月 9日 原案同意 

 

 

 

 


