
 - 1 - 

 

 

 

 

 

平成２７年川西町議会 

第１回臨時会会議録 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               平成２７年５月７日 

 

 



 - 2 - 

平成２７年川西町議会第１回臨時会会議録 (開 会) 

   招集年月日   平成２７年５月７日  

   招集の場所   川西町役場議場  

   開 会        平成２７年５月７日   午前１０時 宣告  

   出 席 議 員      １番  松村定則     ２番  安井知子    ３番   福西広理  
 

  ４番  伊藤彰夫     ５番  石田三郎    ６番   今村榮一  
 

  ７番  松本史郎     ８番   寺澤秀和   ９番   森本修司  
 

  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 竹村匡正          副町長 森田政美  

  121条の 規定   教育長 山嶋健司      理事兼総務部長 河井美樹     

  により説明の 福祉部長 下間章兆     会計管理者 松本雅司  

  ため出席した  教育次長 栗原 進     水道部長心得 福本哲也  

  者の職氏名  総務課長 奥 隆至    財政課長 西村俊哉  

      

  

  

 

 

 

     

  本会議に職務 議会事務局長  吉岡伸晃  

  のため出席し   議会事務局 髙木敬子  

  た者の職氏名   モニター係 飯田浩之  

  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 松村定則  議員 ２番 安井知子 議員  

  



 - 3 - 

川西町議会第１回臨時会（議事日程） 

    

 平成２７年５月７日（木）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 

       

   (日程追加)   

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１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２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 

     式下中学校組合議会議員 

第 12 同意第１号 監査委員(議員)の選任について 
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（午前１０時００分  開会）  

事務局長（吉岡伸晃君）   おはようございます。  

 事務局長の吉岡でございます。  

 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。出席議員の中で、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、臨時議長席にお着き下さい。  

（議長席  臨時議長着席）  

臨時議長（松本史郎君）   ただいま紹介いただきました松本です。  

 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ので、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し

ます。  

（１期議員  自己紹介）  

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）   ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。

議会は成立しますので、これより平成２７年川西町議会第１回臨時会を開催いたし

ます。  

 町長より臨時会招集についての御挨拶を受けることにします。  

町   長（竹村匡正君）   皆様おはようございます。臨時会の開会にあたりまして、一

言ご挨拶申し上げます。  

本日、ここに平成２７年川西町議会第１回臨時会を招集いたしましたところ、議

員各位におかれましては、公私何かとご多忙の中にもかかわらず、ご出席を頂き、

厚く御礼を申し上げます。  

 まず、初めに、議員各位には、先月執行されました統一地方選挙におきまして、

川西町の町民の皆様方の衆望を担って、晴れて当選の栄を得られ、本日ここに、初

議会を開会する運びとなりました。  

 議員各位におかれましては、この選挙を通じ、町民の皆様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なりましたこと

は、町政のため、誠にご同慶にたえない次第でございます。  

地方を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化等々、年々厳しい状況が続いてお

ります。川西町においても例外ではなく、持続可能な地域社会を作っていくことが

求められています。  

 今年度、町制４０周年という大きな節目を迎える中、また、国を挙げて「地方創

生元年」と位置づけられている中、私といたしましても、川西町の更なる発展をめ

ざし、全力で町政運営に取り組んで参る所存でございます。  

議員皆様方の絶大なるご支援とご協力を心からお願い申し上げまして、また、ご
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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。よろしくお願い申し上げま

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

に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１５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）   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。  

    議長に寺澤秀和君を指名いたします。  

    お諮りいたします。  

    ただいま、指名いたしました寺澤秀和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寺

澤秀和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寺澤秀和君が議

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。  

 寺澤秀和君。  

８番議員（寺澤秀和君）   議長就任にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。  

ただ今、議員皆様のご推挙により議長に就任させていただくことになりました。
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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。

この上は、微力ではございますが、町政の発展に最善の努力をしてまいる所存であ

りますので、議員の皆様並びに、町長をはじめ、理事者の皆様方には今後とも格別

のご支援ご協力を賜りますよう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。本日はありがとうございます。（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。  

 議長席を寺澤秀和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（寺澤秀和君）   お諮りいたします。  

 会議規則第２２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（寺澤秀和君）   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表どおりで

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（寺澤秀和君）   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していただきます。  

事務局長（吉岡伸晃君）   それでは、議席番号を朗読いたします。  

 議席番号１番、松村定則議員、２番、安井知子議員、３番、福西広理議員、４

番、伊藤彰夫議員、５番、石田三郎議員、６番、今村榮一議員、７番、松本史郎議

員、８番、寺澤秀和議員、９番、森本修司議員、１０番、中嶋正澄議員、１１番、

芝和也議員、１２番、大植正議員。  

議   長（寺澤秀和君）   ただいまの報告どおり、次回よりただいまの指定の議席へ御

   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１２７条の規定により、１番、松村定

則君及び２番、安井知子君の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。  

 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。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   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２２分  休  憩）  

                                         

（午前１０時５５分  再  開）  

議   長（寺澤秀和君）   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（寺澤秀和君）   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（寺澤秀和君）   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。  

 副議長に伊藤彰夫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伊藤彰夫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（寺澤秀和君）   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  

伊藤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伊藤君が議場におられますので、会議規則第３

３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。伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   伊藤でございます。  

副議長就任にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。  

 ただ今、議長の推薦を受け、皆様方のご賛同を得まして、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。もとより、微力ではございますが、議長とともに町

政の進展のため全力を尽くしてまいる所存でございます。皆様方の格別のご指

導、ご鞭撻を賜ります様よろしく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す。（拍手）  

議   長（寺澤秀和君）   それでは、続きまして、日程第５、発議第１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５条の規定により設置する特

別委員会の名称を  駅周辺整備特別委員会とし、委員定数を１２名といたしたいと

思いますがこれにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

議   長（寺澤秀和君）   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９、選任第４号、議会選出の委員

の選任についての４議案を一括議題といたします。  

    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（寺澤秀和君）   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（吉岡伸晃君）   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、今村榮一。委員、寺澤秀

和、芝和也、松村定則、福西広理。６名の方です。  

 続きまして、厚生委員会、委員長、石田三郎。副委員長、松本史郎。委員、伊藤

彰夫、大植正、森本修司、安井知子。６名の方です。  

 次に、特別委員会を申し上げます。  

 駅周辺整備特別委員会、委員長、森本修司。副委員長、中嶋正澄。委員、松村定

則、安井知子、福西広理、伊藤彰夫、石田三郎、今村榮一、松本史郎、寺澤秀和、

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、森本修司。委員、松村定

則、安井知子、福西広理。５名の方です。  

続きまして、都市計画審議会、委員、石田三郎、今村榮一、伊藤彰夫、安井知

子、松本史郎。５名の方です。以上です。   

議   長（寺澤秀和君）   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、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、及び議会選出の

委員にそれぞれ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２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。  
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 議会推薦の農業委員は、石田三郎君を推薦したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員は、石田

三郎君を推薦することに決定いたしました。  

 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。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（寺澤秀和君）   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（寺澤秀和君）   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、森本修司君、福西広理君、伊藤彰夫

君、寺澤秀和を指名いたします。  

 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（寺澤秀和君）   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。  

 事務局長に議案の朗読を求めます。  

事務局長（吉岡伸晃君）   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結崎３６６番地の４  

  氏   名   中嶋  正澄  

  生年月日   昭和１９年１２月７日生  

 平成２７年５月７日提出  

                         川西町長  竹村匡正  
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議   長（寺澤秀和君）   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３項の規定により、提案説明を省略いたし

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（寺澤秀和君）   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中嶋正澄君は、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。  

（中嶋正澄君  退席）  

議   長（寺澤秀和君）   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（寺澤秀和君）   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。  

（中嶋正澄君  入場）  

議   長（寺澤秀和君）   以上で、本臨時会に提出されました案件はすべて終了いたし  

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。  

 閉会に当たり、町長の挨拶をお願いいたします。  

町   長（竹村匡正君）   初議会によります議会の組織、各委員の選任が進められ、議

会がめでたく構成されましたことを、まずは心からお喜びを申し上げます。  

 新しく就任されました寺澤議長様、伊藤副議長様、そして各委員会の委員及び委

員長も選任されました。そして新たに駅周辺整備特別委員会も設置いただきまし

た。今後は、寺澤議長様を中心として、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、閉会の御挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。  

議   長（寺澤秀和君）   これをもちまして、平成２７年川西町議会第１回臨時会を閉  

会いたします。ありがとうございました。  

 

（午前１１時１０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 7日 原案可決 

選挙第２号 副議長選挙について 5月 7日 原案可決 

発議第１号 特別委員会の設置について 5月 7日 原案可決 

選任第１号 
常任委員会の委員長、副委員長並びに委員の選任

について 
5月 7日 原案可決 

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 
5月 7日 原案可決 

選任第３号 
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 
5月 7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 7日 原案可決 

発議第２号 農業委員会委員の推薦について 5月 7日 原案推薦 

選挙第３号 
議会選出の委員の選挙について 

(式中組合議会議員) 
5月 7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 7日 原案同意 

 


