
江府町告示第35号

平成25年７月５日

江府町長 竹 内 敏 朗

第４回江府町議会臨時会を下記のとおり招集する。

記

１．期 日 平成25年７月９日

２．場 所 江府町役場議場

３．付議事件

１ 議長の選挙について

２ 副議長の選挙について

３ 各常任委員会委員の選任について

４ 議会運営委員会委員の選任について

５ 鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の選挙について

６ 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

７ 日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員の選挙について

８ 日野病院組合議会議員の選挙について

９ 江府町消防委員会委員の選任について

10 江府町表彰審議委員会委員の選任について

11 江府町監査委員の選任について

12 議会広報調査特別委員会の設置について

13 平成25年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第３号）

○開会日に応招した議員

三 好 晋 也 三 輪 英 男 川 上 富 夫

竹 茂 幹 根 上 原 二 郎 越 峠 惠美子

長 岡 邦 一 田 中 幹 啓 川 端 雄 勇

森 田 智

○応招しなかった議員

な し
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第４回 江 府 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 （第１日）

平成25年７月９日（火曜日）

議事日程

平成25年７月９日 午前10時開会

日程第１ 仮議席の指定について

日程第２ 議長の選挙について

（追加提出議案）

日程第１ 議席の指定について

日程第２ 会議録署名議員の指名について

日程第３ 会期の決定について

日程第４ 副議長の選挙について

日程第５ 常任委員会委員の選任について

日程第６ 常任委員長 副委員長の互選結果の報告について

日程第７ 議会運営委員会委員の選任について

日程第８ 議会運営委員長 副委員長の互選結果の報告について

日程第９ 鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の選挙について

日程第10 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

日程第11 日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員の選挙について

日程第12 日野病院組合議会議員の選挙について

日程第13 江府町消防委員会委員の選任について

日程第14 江府町表彰審議委員会委員の選任について

日程第15 議案第65号 平成25年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第３号）

日程第16 議案第66号 江府町監査委員の選任について

日程第17 議会広報調査特別委員会の設置について

日程第18 議会広報調査特別委員長 副委員長の互選結果の報告について

日程第19 庁舎等調査特別委員会の設置について

日程第20 庁舎等調査特別委員長 副委員長の互選結果の報告について

日程第21 企業誘致調査特別委員会の設置について
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日程第22 企業誘致調査特別委員長 副委員長の互選結果の報告について

日程第23 議会改革調査特別委員会の設置について

日程第24 議会改革調査特別委員長 副委員長の互選結果の報告について

日程第25 議会運営委員会の継続調査について

出席議員（10名）

１番 三 好 晋 也 ２番 三 輪 英 男 ３番 川 上 富 夫

４番 竹 茂 幹 根 ５番 上 原 二 郎 ６番 越 峠 惠美子

７番 長 岡 邦 一 ８番 田 中 幹 啓 ９番 川 端 雄 勇

10番 森 田 智

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 梅 林 茂 樹

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 白 石 祐 治

教育長 加 藤 泰 巨 総務課長 影 山 久 志

企画財政課長 川 上 良 文 住民課長 森 田 哲 也

福祉保健課長 瀬 島 明 正 農林課長 奥 田 慎 也

奥大山まちづくり推進課長 矢 下 慎 二 奥大山スキー場管理課長 岡 田 雄 成

建設課長 下 垣 吉 正 会計管理者 中 川 久美子

教育次長 山 川 浩 市 社会教育課長 川 上 豊

午前１０時００分

○事務局長（梅林 茂樹君） 皆さんおはようございます。事務局長の梅林です。本臨時会は、一

般選挙後初めての議会です。
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議長が選挙されます間、地方自治法第１０７条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が

臨時に議長の職務を行うことになっております。年長の竹茂幹根議員をご紹介します。

竹茂議員、議長席にご着席願います。

〔臨時議長着席〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 先ほども緊張しておりましたが、今回も緊張しておるところでござ

います。ただいま紹介されました一番年長の竹茂幹根でございます。

地方自治法第１０７条の規定により臨時議長の職務を行います。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

議事に先だち、ここで町長の発言を許可します。

竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議長より発言のお許しをいただきましたので、先般行われました議員一

般選挙に伴いまして、１０名の議員の皆さま、ご当選誠におめでとうございます。改めてお祝い

を心から申し上げるところでございます。議員の皆さまには再任という議員の方々もおられます。

新たに２名の議員さんもおられます。ともに目指すところは私ども執行部と同じでございまして、

小さな町ではございますが、それぞれ町民が輝き、地域が輝き、元気のいい町にしていきたいと

いう思いでございます。それぞれその手法というのは、お互いに違っている部分もたくさんあろ

うと思うわけでございますが、めざすところを共に頑張っていきたいと思いますので、今後とも

よろしくお願い申し上げます。

私自身も平成１６年８月から町長として職務をさせていただき、今３期目の１年目、丁度まる

９年になりかけております。再任されました議員さんにおかれましても当時から議員としてご活

躍いただいておるわけでございます。ご承知いただいておると思いますけども、三位一体改革、

合併議論等ございまして、施策を講じるにも財政基盤が大変な状況でございました。しかしなが

らともに頑張らせていただきました。現在も行政改革は当然進めておるわけでございますが、そ

うは言いながら先の見える財政状況になり、施策を講じる財源も生まれてまいりました。これか

らが正念場だと思っております。ただ少子高齢化、大きな課題もございます。その他多くの課題

もございます。そういう課題の解決に向けましてよくおっしゃいます執行部と議会、両輪のごと

く。理論すべきはしながら目指すところを一緒になって頑張っていければという思いでございま

す。どうか今後とも、ともに頑張って参りたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。誠

にそ辞で失礼ではございますが、ご当選の御祝い、また議会冒頭のご挨拶に代えさせて頂きます。

この度は誠におめでとうございました。
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○臨時議長（竹茂 幹根君） 続きまして、本日は一般選挙後初めての会議ですので、議員と執行

部の自己紹介をいたします。

最初に、１番議員から自己紹介をお願いします。

○議員（１番 三好 晋也君） 今回初当選させていただき、議席を頂戴しました。洲河崎の三好

晋也でございます。よろしくお願いいたします。議席番号１番、議員さんの中で最年少。この度

議席を与えていただくことを機会に３つの信条を自分に課しました。一つは町民に奉仕する心。

二つ目は謙譲。へりくだって町民のために奉仕をしたいと思います。三番目。これから議員活動、

政治活動をするにおいて、一番大事なこと。勉強するということ。そのためには、先ずは温故知

新。これは私の一番好きな言葉です。常に先人の知恵に学ぶ。そして、新しいものを切り開いて

いく。温故知新、この３つです。これをもとにこれから議会活動をしたいと思います。よろしく

お願いいたします。

○議員（２番 三輪 英男君） 昨年の補欠選挙で、思いもかけず、議席を頂戴いたしましてこの

度は本選挙ということで、この１年間の私なりの活動を評価していただいた結果だと、心から有

り難く存じております。４年間のこの任期を本当に議員の本分であることをしっかりとわきまえ

て、町民のため、また行政の皆さんと大いに議論を交わした中で、町長さんはいつも言われてお

ります、小さくてもほんとに江府町はやるんだと、議会頑張ってるな、議員は頑張ってるなと、

そういう姿を是非ともご理解賜りますよう、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

○臨時議長（竹茂 幹根君） ３番。

○議員（３番 川上 富夫君） 失礼します。川上富夫です。御机です。４期目です。精一杯頑張

ります。よろしくお願いします。

○臨時議長（竹茂 幹根君） 竹茂幹根です。７７歳。年長です。私、２回目の議会選挙でこの度

当選させていただきました。この年になって立候補いたしましたのは、選挙中も言いましたけど

も議員は住民の代弁者である。議会の管理者である。これが議員の責務である。こういうふうに

自覚し、議会を変えていかなければならない。こういう思いから立候補し当選させていただきま

した。どうかそういう観点で、私は議員を務めたいと思っておりますのでよろしくお願いします。

○議員（５番 上原 二郎君） ５期目になりました。上原です。江尾に住んでます。皆さん、新

人議員さんの話を聞いていると、情熱と熱意を感じます。新人議員さんに負けないように新たな

気持ちで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

○議員（６番 越峠惠美子君） 失礼いたします。上原議員と同期の越峠でございます。いつも低

空飛行を続けておりますけども、何が良かったかと言えば、女性議員の席をなんとか守らせてい
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ただいたということが、何よりよかったと思っております。皆さんと一緒に頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○議員（７番 長岡 邦一君） 宮市の長岡邦一です。６期目、当選させていただきました。私の

政治信条は誠実に優る知恵はなし。そして、この４年間で赤ん坊とともに暮らせる江府町づくり

に邁進したいと思いますのでどうかよろしくお願いします。

○議員（８番 田中 幹啓君） 親は、たなかみきひろと付けてくれましたが、選挙では、たなか

かんけいにしました。白い雲と青い空。江府町はどういう町でしょうか。白い雲と青い空になっ

てほしいと思います。多くは語りません。終わります。

○議員（９番 川端 雄勇君） 失礼いたします。小江尾の川端雄勇です。またこの４年間、皆さ

んと一緒に町づくりに参画させていただくことになりました。どうかよろしくお願いします。

○議員（１０番 森田 智君） 貝田の森田でございます。私も７期でございます。老体に鞭打っ

て、出させていただきます。私は小さい時から努力と根性という言葉が一番感じる言葉でござい

ます。

努力と根性でまた出させていただきましたので、皆さん、よろしくお願いします。

○臨時議長（竹茂 幹根君） 次に、執行部からの自己紹介をお願いいたします。

○町長（竹内 敏朗君） 失礼いたします。竹内敏朗、久連でございます。先ほどご挨拶いたしま

した。９年目をちょうどこの７月で終わるところでございます。自分なりに一生懸命頑張ってき

たつもりでございますけど、まだまだ努力の足りない点、あろうかと思います。私は中学生の時

に部活で先輩からある言葉を授かりました。「明朗快活動作機敏」ということでございます。い

まだに忘れることが出来ません。そして今は気付き、考え、行動する。気付き、考えはたくさん

ございますが、やはり行動すべきだという風に思っております。今後ともよろしくお願いいたし

ます。

○副町長（白石 祐治君） 失礼いたします。副町長を務めさせていただいております白石祐治で

す。江尾の出身でございます。竹内町長が何かとよくご存じで何もされてしまうので、私の出番

は少ないと思っておりますが、江府町は小さな町です。小さなところでいいところ。きめ細やか

さとか、機動力のあるところ。これを活かしつつ、もう少し県の中でも輝ける町にしていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

○教育長（加藤 泰巨君） 教育長の加藤泰巨（やすひろ）と言います。私は前々から教職に就い

ておるときから信条といたしましては、先ず誠意をもって何事にも対処したいなという気持ちで

おります。今、中学校の新築問題もございますが、町内で１保育園、１小学校、１中学校という
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ようなことで、教育行政一般、それから社会教育も含めてすべて町民の生きがいのある生活が送

れたらなというような信条を持っております。どうかよろしくお願いいたします。

○教育次長（山川 浩市君） 教育委員会事務局次長、教育振興課長をさせていただいております

山川浩市です。よろしくお願いします。今年度は、昨年度に引き続き大きな事業をさせていただ

いております。引き続き、よろしくお願いいたします。

○奥大山スキー場管理課長（岡田 雄成君） この度はご当選、本当におめでとうございます。奥

大山スキー場管理課長をさせていただいております、岡田と言います。どうぞよろしくお願いい

たします。

○建設課長（下垣 吉正君） 建設課長の下垣吉正です。建設課長をおおせつかっております。

何かと至らない部分もたくさんあろうかと思いますが、また続いてよろしくお願いしたいと思

います。

○住民課長（森田 哲也君） 住民課長を仰せつかっております貝田の森田哲也です。職務が税金

と窓口業務ということで町民の皆さんと一番間近かで接する職務という認識を持っております。

明るい町づくりに貢献できるよう頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○社会教育課長（川上 豊君） 社会教育課長を仰せつかっております、川上豊です。生きがいの

ある町づくりに少しでも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○福祉保健課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。福祉保健課長を仰せつかっております半の上

の瀬島明正といいます。保健 医療 福祉の連携ということで、これから益々大事な部分を担わ

せていただいております。議会の皆さんと一緒に江府町づくりに頑張っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○奥大山町づくり推進課長（矢下 慎二君） 奥大山町づくり推進課長の矢下でございます。江尾

の新町１丁目です。私どもは商工観光、地域づくり、移住 定住等の担当をしております。皆さ

んと一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○企画財政課長（川上 良文君） 企画財政課長を仰せつかっております助沢の川上良文でござい

ます。皆さまと一緒に一生懸命頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

○総務課長（影山 久志君） 失礼します。総務課長を仰せつかっております影山でございます。

私総務課長を仰せつかってから今年で５年目に入りました。こちらの方には４年に１回の審判が

ございませんので、また心新たに初心に帰りまして頑張っていきたいと思います。よろしくお願

いします。
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○農林課長（奥田 慎也君） 失礼いたします。農林課長の奥田慎也と申します。長い間休暇をと

らしていただきまして、皆さん方には大変ご迷惑をおかけいたしました。これからも農政を皆さ

ん方と精進しながら邁進していきたいと思いますので、どうかひとつよろしくお願いします。

○会計管理者（中川 久美子君） 失礼いたします。この４月から江府町会計管理者を仰せつかっ

ております本町２丁目の中川久美子といいます。会計の適正な管理に努めて参りたいと思います。

どうかよろしくお願いします。

○臨時議長（竹茂 幹根君） ありがとうございました。以上で自己紹介が終わりました。

なお、執行部には議会構成が終了するまでご退席を願いますので、しばらくお待ち下さい。

〔執行部退場〕

午前１０時２０分開会

○臨時議長（竹茂 幹根君） これより、平成２５年第４回江府町議会臨時会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、配付のとおりです。

では、直ちに本日の議事に入ります。

日程第１ 仮議席の指定

○臨時議長（竹茂 幹根君） 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とします。

日程第２ 議長の選挙

○臨時議長（竹茂 幹根君） 日程第２、議長の選挙を議題といたします。

ここで、暫時休憩をいたします。

〔議長立候補者所信表明〕

午前１０時２２分休憩

午前１０時２５分再開

○臨時議長（竹茂 幹根君） 再開します。

選挙は投票で行います。

議場の出入口を閉めて下さい。
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〔議場閉鎖〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） ただいまの出席議員数は、１０名です。

次に立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に三好晋也議員、

三輪英男議員を指名します。

投票用紙を配ります。

念のために申し上げます。投票は、単記無記名です。投票用紙を配って下さい。

〔投票用紙を配付〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

〔投票箱の点検〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 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順番に投票願います。

○事務局長（梅林 茂樹君） そういたしますと、呼び上げます。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 三好 晋也議員 ２番 三輪 英男議員 ３番 川上 富夫議員

４番 竹茂 幹根議員 ５番 上原 二郎議員 ６番 越峠惠美子議員

７番 長岡 邦一議員 ８番 田中 幹啓議員 ９番 川端 雄勇議員

10番 森田 智議員

○臨時議長（竹茂 幹根君） 投票もれはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 投票もれなしと認めます。投票を終わります。

これより開票を行います。三好晋也議員及び三輪英男議員、開票の立ち会いをお願いします。

〔開 票〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 選挙の結果を報告します。

投票総数１０票、有効投票１０票、無効投票ゼロ。有効投票のうち川上富夫議員１０票。以上
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のとおりです。この選挙の法定得票数は３票です。

したがって川上富夫議員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川上議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規

定により本席から当選の告知をいたします。川上議員の発言を許可します。

○議員（川上 富夫君） どうも有難うございました。肝に銘じて皆さんと一緒にこの江府町が未

来に向けて明るく、また議会が執行部の監視役としてしっかりと役目を果たしていきますように、

皆さんと一緒に頑張りたいと思います。本当に有難うございました。よろしくお願いいたします。

〔拍 手〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 議長が決定いたしましたので、これで臨時議長の職を辞します。

ご協力ありがとうございました。

〔拍 手〕

○臨時議長（竹茂 幹根君） 新議長、議長席にお着きください。

〔臨時議長退席、議長着席〕

○議長（川上 富夫君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり、追加日程を日程に追加した

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（川上 富夫君） 異議なしと認めます。したがって、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりそれぞれ追加することに決定しました。

日程第１ 議席の指定

○議長（川上 富夫君） 日程第１、議席の指定を行います。

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、１番、三好晋也議員、２番、竹茂

幹根議員、３番、三輪英男議員、４番、川上富夫、５番、上原二郎議員、６番、越峠惠美子議員、

７番、長岡邦一議員、８番、田中幹啓議員、９番、川端雄勇議員、１０番、森田智議員、以上の

とおり指定します。

それぞれの議席にお着き願います。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（川上 富夫君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

－１０－



会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、１番、三好晋也議員、２

番、竹茂幹根議員の両名を指名いたします。

日程第３ 会期の決定

○議長（川上 富夫君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

おはかりいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって会期は１日と決定いたしました。

日程第４ 副議長の選挙

○議長（川上 富夫君） 日程第４、副議長の選挙を行います。

ここで暫時休憩といたします。

〔副議長立候補者所信表明〕

午前１０時４１分休憩

午前１０時４３分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

選挙は投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

○議長（川上 富夫君） ただいまの出席議員数は、１０名です。

次に立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に三好晋也議員、

竹茂幹根議員を指名します。

投票用紙を配ります。

念のために申し上げます。投票は、単記無記名です。

〔投票用紙配付〕

○議長（川上 富夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 配付漏れなしと認めます。
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投票箱を点検いたします。

〔投票箱の点検〕

○議長（川上 富夫君） 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順番に投票願います。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 三好 晋也議員 ２番 竹茂 幹根議員 ３番 三輪 英男議員

４番 川上 富夫議員 ５番 上原 二郎議員 ６番 越峠惠美子議員

７番 長岡 邦一議員 ８番 田中 幹啓議員 ９番 川端 雄勇議員

10番 森田 智議員

○議長（川上 富夫君） 投票もれはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 投票もれなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。三好晋也議員及び竹茂幹根議員、開票の立会を願います。

〔開 票〕

○議長（川上 富夫君） 選挙の結果を報告します。

投票総数１０票、有効投票９票、無効投票１票です。

有効投票のうち、上原二郎議員９票、以上のとおりです。この選挙の法定得票数は３票です。

したがって、上原二郎議員が副議長に当選されました。

〔議場開鎖〕

○議長（川上 富夫君） ただいま、副議長に当選された上原二郎議員が議場におられます。会議

規則第３３条第２項の規定により当選の告知をします。

上原二郎議員の発言を許可します。

○副議長（上原 二郎君） 上原です。今度、副議長として、先ほども言いましたが議長を支えて、

そして、皆さんの協力を得て江府町のために一生懸命頑張ります。どうかよろしくお願いします。

有難うございました。

〔拍 手〕
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日程第５ 常任委員会委員の選任について から

日程第１４ 江府町表彰審議委員会委員の選任について

○議長（川上 富夫君） 日程第５、常任委員会委員の選任について、日程第６、常任委員長、副

委員長の互選結果の報告について、日程第７、議会運営委員会委員の選任について、日程第８、

議会運営委員長、副委員長の互選結果の報告について、日程第９、鳥取県西部広域行政管理組合

議会議員の選挙について、日程第１０、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について、

日程第１１、日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員の選挙について、日程第１２、日野病院

組合議会議員の選挙について、日程第１３、江府町消防委員会委員の選任について、日程第１４、

江府町表彰審議委員会委員の選任について、以上１０件を一括議題といたします。

ここで暫時休憩いたしますが、休憩中に委員の構成並びに選挙の方法について直ちに協議願い

結果を議長まで報告願います。

暫時休憩いたします。

午前１０時５５分休憩

午前１１時４０分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。休憩前に引き続き議事を進行いたします。

日程第５、日程第７、日程第１３、日程第１４については、委員会条例第６条の規定により、

日程第６、日程第８について報告があったので議長において指名することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって議長において指名いたします。

局長により報告いたさせますのでご了承願います。

○事務局長（梅林 茂樹君） 総務経済常任委員会委員、越峠惠美子議員、川端雄勇議員、長岡邦

一議員、三好晋也議員、川上富夫議長の５名、総務経済常任委員会委員長、越峠惠美子議員、総

務経済常任委員会副委員長、三好晋也議員、教育民生常任委員会委員、田中幹啓議員、森田智議

員、上原二郎議員、三輪英男議員、竹茂幹根議員の５名、教育民生常任委員会委員長、田中幹啓

議員、教育民生常任委員会副委員長、三輪英男議員でございます。

議会運営委員会委員、川端雄勇議員、長岡邦一議員、森田智議員、田中幹啓議員、越峠惠美子

議員。議会運営委員会委員長、川端雄勇議員、議会運営委員会副委員長、長岡邦一議員。西部広

域管理行政組合議会議員、川上富夫議長。鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員、川上議長。
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日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員、森田智議員、田中幹啓議員、越峠惠美子議員の３名。

日野病院組合議会議員に川上富夫議長、川端雄勇議員。江府町消防委員会委員、川端雄勇議員、

三好晋也議員、三輪英男議員、竹茂幹根議員。江府町表彰審議会委員、長岡邦一議員、田中幹啓

議員、上原二郎議員。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 以上それぞれ指名いたします。

日程第９、日程第１０、日程第１１、日程第１２の選挙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（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決

しました。

おはかりいたします。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

ますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 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。

指名いたします。

鳥取県西部広域行政管理組合議会議員に川上富夫。鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員に

川上富夫。日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員に森田智議員、田中幹啓議員、越峠惠美子

議員。日野病院組合議会議員に川上富夫、川端雄勇議員を指名いたします。

おはかりいたします。只今議長において指名いたしましたそれぞれの議員を当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よってそれぞれの議員が当選されました。

当選されました議員諸君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の

告知をいたします。

ここで暫時休憩いたします。

〔執行部入場〕

午前１１時４７分休憩

午前１１時４８分再開
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○議長（川上 富夫君） 再開します。地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に出席を求

めた者は、お手元に配付した報告書のとおりであります。

ここで、正副議長が決まりましたので、就任のあいさつをさせていただきます。

失礼いたします。この度、議長に就任いたしました川上富夫です。副議長の上原議員と共々、

将来の町づくりにしっかりと取り組んでいきたいと思っております。また執行部の皆さんと両輪

でありますが、議論を闘わせながら町づくりに取り組みます。よろしくお願いいたします。

○副議長（上原 二郎君） 副議長に選ばれました上原です。議長と一緒になって、行政の皆さん、

議会の皆さんの協力をいただきまして江府町のために一生懸命やっていきたいと思います。どう

かよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 続いて町長の発言をお願いします。

○町長（竹内 敏朗君） 失礼いたします。先ほど議長並びに副議長選挙におきまして、議長に川

上富夫議員、副議長に上原二郎議員がご就任されたということで、ご挨拶をいただきました。冒

頭でもご挨拶して参りましたが、町づくりは議会共々、執行部共々頑張っていかなければ成り立

たないと思っております。今後ともどうかよろしくお願いいたします。誠におめでとうございま

した。

○議長（川上 富夫君） 引き続き議事を進行いたします。

日程第１５ 議案第６５号

○議長（川上 富夫君） 日程第１５、議案第６５号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計

補正予算（第３号）を議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 本臨時会に提出いたしております要旨の大要につきまして、ご説明いた

します。議案第６５号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第３号）。本案は

平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額にそれぞれ４２７万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ４３億４，７９７万３，０００円といたすものであります。補正

いたします主な内容は、歳出につきましては、民生費１８０万円の増額、衛生費２１６万円の増

額。農林水産業費２９４万６，０００円の増額。教育費１６２万８，０００円の増額。予備費４

２５万５，０００円の減額でございます。
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これに伴います歳入につきましては、県支出金２４８万４，０００円。諸収入１７９万５，０

００円の増額でございます。以上により補正予算を編成いたしました。地方自治法第９６条第１

項第２号に規定により、議会の議決を得たく提案いたすものであります。なお内容の詳細につき

ましては、所管課長より説明いたさせますのでお聴き取りの上、ご審議ご承認賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。

○議長（川上 富夫君） 所管課長より詳細説明を求めます。

川上企画財政課長。

○企画財政課長（川上 良文君） はい。失礼いたします。議案第６５号についてご説明申し上げ

ます。平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第３号）でございます。

本案は、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額にそれぞれ４２７万９，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４３億４，７９７万３，０００円といたすものであ

ります。１枚おはぐり願います。補正予算の内容は歳入では７５番の県支出金、１０番県補助金

２４８万４，０００円の増額。１００番諸収入、２５番雑入１７９万５，０００円の増額をいた

すものでございます。１枚おはぐり願います。歳出につきましては、１５番民生費１８０万円の

増額。２０番衛生費２１６万円の増額。３０番農林水産業費２９４万６，０００円の増額。５０

番教育費１６２万８，０００円の増額。９０番予備費４２５万５，０００円を減額いたすもので

ございます。以上により補正予算を編成いたしましたので、地方自治法第９６条第１項第２号の

規定により、議会の議決を得たく提案いたすものであります。なお、事項別明細書を添付いたし

ておりますので、ご覧の上、ご審議ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

これから、議案第６５号に対する質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（川上 富夫君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第６５号、本案は、原案のとおり決す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（川上 富夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし
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た。

日程第１６ 議案第６６号

○議長（川上 富夫君） 日程第１６、議案第６６号、江府町監査委員選任についてを議題としま

す。

本件につきまして、長岡邦一議員は地方自治法第１１７条の規定に該当し除斥されますので退

場を求めます。

この場で休憩いたします。

午前１１時５８分休憩

午前１１時５９分再開

〔７番 長岡邦一議員退場〕

○議長（川上 富夫君） 再開いたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議案第６６号、江府町監査委員選任について。江府町監査委員、上原二

郎君は、平成２５年７月４日、議員の任期満了となりましたので、地方自治法第１９６条第１項

の規定により、次の者を後任の委員に選任したいので議会の同意を求めます。住所、鳥取県日野

郡江府町大字宮市４３１番地３。氏名、長岡邦一。昭和２６年１月２３日生まれ。以上でござい

ます。よろしくお願い申し上げます。

○議長（川上 富夫君） 議案第６６号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（川上 富夫君） 討論なしと認めます。採決を行います。

本案は、起立によって行います。

議案第６６号、本案は原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（川上 富夫君） 起立多数です。

よって本案は、原案のとおり同意することに決しました。

長岡邦一君の着席を求めます。

この場で暫時休憩いたします。

〔７番 長岡邦一議員入場〕

午後０時００分休憩

午後０時０１分再開

○議長（川上 富夫君） 再開いたします。

日程第１７ 議会広報調査特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 日程第１７、議会広報調査特別委員会の設置についてを議題とします。

おはかりいたします。議長発議として、議会だよりについては、５人で構成する議会広報調査

特別委員会を設置し、平成２７年５月３１日まで閉会中の継続調査を含め、議会だよりの編集調

査発行を付託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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。したがって５人で構成する議会広報調査特別委員

会を設置することに決定いたしました。

おはかりします。ただ今設置されました議会広報調査特別委員会の委員の選任について、委員

会条例第６条第１項の規定により、議長において指名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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名します。

議会広報調査特別委員に上原二郎議員、田中幹啓議員、越峠惠美子議員、川端雄勇議員、川上

富夫。

以上５人を指名したいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よってただ今指名したとおり選任することに決定

しました。

議会広報調査特別委員長 副委員長互選のため暫時休憩します。
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午後０時０２分休憩

午後０時０３分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

日程第１８ 議会広報調査特別委員長 副委員長互選結果の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第１８、議会広報調査特別委員長 副委員長互選結果の報告を行い

ます。

議会広報調査特別委員長に上原二郎議員、副委員長に越峠惠美子議員が選任されました。

以上で結果の報告を終わります。

日程第１９ 庁舎等調査特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 日程第１９、庁舎等調査特別委員会の設置についてを議題とします。

おはかりいたします。議長発議として、１０人で構成する庁舎等調査特別委員会を設置し、調

査終了まで閉会中の継続調査を含め、庁舎等に関する調査を付託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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。したがって１０人で構成する庁舎等調査特別委員

会を設置することに決定いたしました。

おはかりします。ただ今設置されました庁舎等調査特別委員会の委員の選任について、委員会

条例第６条第１項の規定により、議長において指名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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名します。

庁舎等調査特別委員会の委員は、１０名全員でございます。よろしくお願いいたします。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よってただ今指名したとおり選任することに決定

しました。

庁舎等調査特別委員長 副委員長互選のため暫時休憩します。
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午後０時０５分休憩

午後０時０６分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

日程第２０ 庁舎等調査特別委員長 副委員長互選結果の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第２０、庁舎等調査特別委員長 副委員長互選結果の報告を行いま

す。

庁舎等調査特別委員長に森田智議員、副委員長に三輪英男議員が選任されました。

以上で結果の報告を終わります。

日程第２１ 企業誘致調査特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 日程第２１、企業誘致調査特別委員会の設置についてを議題とします。

おはかりいたします。議長発議として、１０人で構成する企業誘致調査特別委員会を設置し、

調査終了まで閉会中の継続調査を含め、企業誘致に関する調査を付託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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。したがって１０人で構成する企業誘致調査特別委

員会を設置することに決定いたしました。

おはかりします。ただ今設置されました企業誘致調査特別委員会の委員の選任について、委員

会条例第６条第１項の規定により、議長において指名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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名します。

企業誘致調査特別委員会の委員に、１０名全員指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よってただ今指名したとおり選任することに決定

しました。

企業誘致調査特別委員長 副委員長互選のため暫時休憩します。
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午後０時０７分休憩

午後０時０８分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

日程第２２ 企業誘致調査特別委員長 副委員長互選結果の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第２２、企業誘致調査特別委員長 副委員長互選結果の報告を行い

ます。

企業誘致調査特別委員長に川端雄勇議員、副委員長に三好晋也議員が選任されました。

以上で結果の報告を終わります。

日程第２３ 議会改革調査特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 日程第２３、議会改革調査特別委員会の設置についてを議題とします。

おはかりいたします。議長発議として、１０人で構成する議会改革調査特別委員会を設置し、

調査終了まで閉会中の継続調査を含め、議会改革に関する調査を付託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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。したがって１０人で構成する議会改革調査特別委

員会を設置することに決定いたしました。

おはかりします。ただ今設置されました議会改革調査特別委員会の委員の選任について、委員

会条例第６条第１項の規定により、議長において指名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」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名します。

議会改革調査特別委員会の委員に、１０名全員指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よってただ今指名したとおり選任することに決定

しました。

議会改革調査特別委員長 副委員長互選のため暫時休憩します。
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午後０時０９分休憩

午後０時１０分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

日程第２４ 議会改革調査特別委員長 副委員長の互選結果の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第２４、議会改革調査特別委員長 副委員長互選結果の報告を行い

ます。

議会改革企業誘致調査特別委員長に上原二郎議員、副委員長に越峠惠美子議員が選任されまし

た。

以上で結果の報告を終わります。

日程第２５ 議会運営委員会の継続調査について

○議長（川上 富夫君） 日程第２５、議会運営委員会の継続調査についてをおはかりいたします。

議会運営委員会から議長の諮問に係る次の議会の会期、会期日程等議会運営に関する事項につ

き、閉会中継続調査申し出があり、議会運営委員会の閉会中継続調査とすることにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員会の閉会中継続調査とす

ることに決しました。

○議長（川上 富夫君） 以上をもって、今期臨時会に付議された事件はすべて議了しました。

よって、本臨時会は、これをもち閉会といたします。

ご苦労様でした。

午後０時１１分閉会
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