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平成２８年１月２２日 

町議会臨時会会議録 

 平成２８年１月２２日第１回上三川町議会臨時会は、上三川町役場議場に招集された。 

 

１．応招議員は、次のとおりである。 

   第１番 宇津木宣雄   第２番 海老原友子 

   第３番 神藤 昭彦   第４番 小川 公威 

   第５番 志鳥 勝則   第６番 髙橋 正昭 

   第７番 稲川  洋   第８番 石﨑 幸寛 

   第９番 勝山 修輔   第10番 生出 慶一 

   第11番 稲見 敏夫   第12番 松本  清 

   第13番 稲葉  弘   第14番 貝賀 芳夫 

   第15番 田村  稔   第16番 津野田重一 

２．出席議員は、次のとおりである。 

   第１番 宇津木宣雄   第２番 海老原友子 

   第３番 神藤 昭彦   第４番 小川 公威 

   第５番 志鳥 勝則   第６番 髙橋 正昭 

   第７番 稲川  洋   第８番 石﨑 幸寛 

   第９番 勝山 修輔   第10番 生出 慶一 

   第11番 稲見 敏夫   第12番 松本  清 

   第13番 稲葉  弘   第15番 田村  稔 

   第16番 津野田重一 

３．欠席議員 

   第14番 貝賀 芳夫 

４．職務のため本会議に出席した者は、次のとおりである。 

   事務局長 田中 文雄  書記（総務係長） 遠井 正 

   書  記 柳田 裕子 

５．地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、次のとおりである。 

   町  長      星野 光利    副 町 長      隅内 久雄 

   教 育 長      森田 良司    総務課長      岸   豊 

   企画課長      秋山 正徳    税務課長      伊澤 幸延 

   住民生活課長    横島  晃    福祉課長      川島 信一 

   健康課長      渡辺 誠司    保険課長      海老原俊輔 

   産業振興課長    石﨑  薫    都市建設課長    伊藤 知明 

   上下水道課長    小林  実    農業委員会事務局長 石戸  実 

   会計管理者兼出納室長 坂本  稔    教育総務課長    鶴見  勉 



 

   生涯学習課長    瓦井 治男 

６．本会議の事件は、次のとおりである。 

  日 程 第 １  仮議席の指定 

  日 程 第 ２  議長の選挙 

  追加日程第１  副議長の選挙 

  追加日程第２  議席の指定 

  追加日程第３  会議録署名議員の指名 

  追加日程第４  会期の決定 

  追加日程第５  常任委員の選任 

  追加日程第６  議会運営委員の選任 

  追加日程第７  広報委員の選任 

  追加日程第８  小山広域保健衛生組合議会議員の選挙 

  追加日程第９  石橋地区消防組合議会議員の選挙 

  追加日程第10  議案第１号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  追加日程第11  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 
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午前１０時００分 開議 

○議会事務局長【田中文雄君】 皆さん、ご起立、願います。 

（全員起立） 

○議会事務局長【田中文雄君】 おはようございます。 

（議員・執行部 一同礼） 

○議会事務局長【田中文雄君】 ご着席ください。 

 議会事務局長の田中です。本臨時会は一般選挙後初めての議会でございます。議員、並びに執行部全

課長の自己紹介を行います。 

 初めに、１番・宇津木議員から着席順にお願いいたします。 

○１番【宇津木宣雄君】 おはようございます。このたび選挙で当選いたしました宇津木宣雄と申しま

す。消防団団長時代には各課長様にはいろいろお世話になりました。また、町長をはじめ副町長にも大

変お世話になりました。おかげさまで当選することができましたので、これからしっかりとやっていき

たいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○２番【海老原友子君】 おはようございます。海老原友子でございます。よろしくお願い申し上げま

す。唯一の女性議員として皆様と一緒に町のために頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○３番【神藤昭彦君】 おはようございます。３番・神藤昭彦と申します。よろしくお願いいたします。 

○４番【小川公威君】 おはようございます。小川公威と申します。しっかり働いていきますので、ぜ

ひよろしくお願いします。 

○５番【志鳥勝則君】 おはようございます。職場在職中は皆様には大変お世話になりました。これか

らは立場を変えて、こういう形で皆様と一緒にまちづくりに励んでいきたいと思いますので、ひとつよ

ろしくお願いいたします。 

○６番【髙橋正昭君】 おはようございます。髙橋正昭でございます。よろしくお願いします。 

○７番【稲川 洋君】 稲川 洋です。よろしくお願いします。 

○８番【石﨑幸寛君】 石﨑幸寛です。よろしくお願いします。 

○９番【勝山修輔君】 勝山です。よろしくどうぞ。 

○１０番【津野田重一君】 津野田重一です。よろしくお願いいたします。 

○１１番【生出慶一君】 １１番・生出慶一です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○１２番【田村 稔君】 田村 稔です。よろしくお願いいたします。 

○１３番【稲見敏夫君】 稲見敏夫です。よろしくお願いします。 

○１４番【松本 清君】 松本 清です。よろしくお願いいたします。 

○１５番【稲葉 弘君】 ８期目の当選をすることができました稲葉 弘です。よろしくお願いいたし

ます。 

○議会事務局長【田中文雄君】 なお、貝賀芳夫議員につきましては、欠席する旨、連絡がありました

のでご報告いたします。 

 次に、執行部、総務課長から順次、お願いいたします。 
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○総務課長【岸  豊君】 おはようございます。総務課長の岸 豊と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○企画課長【秋山正徳君】 企画課長の秋山でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○税務課長【伊澤幸延君】 税務課長の伊澤と申します。よろしくお願いします。 

○住民生活課長【横島 晃君】 住民生活課長の横島と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○福祉課長【川島信一君】 福祉課長の川島です。よろしくお願いします。 

○健康課長【渡辺誠司君】 健康課長の渡辺です。よろしくお願いします。 

○保険課長【海老原俊輔君】 保険課長の海老原です。よろしくお願いいたします。 

○会計管理者【坂本 稔君】 おはようございます。会計管理者の坂本 稔です。よろしくお願いいた

します。 

○教育総務課長【鶴見 勉君】 教育総務課長の鶴見でございます。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習課長【瓦井治男君】 生涯学習課長の瓦井でございます。よろしくお願いいたします。 

○産業振興課長【石﨑 薫君】 産業振興課長の石﨑でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○都市建設課長【伊藤知明君】 おはようございます。都市建設課長の伊藤です。よろしくお願いしま

す。 

○上下水道課長【小林 実君】 上下水道課長の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

○農業委員会事務局長【石戸 実君】 農業委員会事務局長の石戸と申します。どうぞよろしくお願い

します。 

○議会事務局長【田中文雄君】 自己紹介を終わります。 

 議長が選挙で選ばれるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、出席議員の中で年長の議員が

臨時議長の職務を行うことになっております。年長の髙橋議員をご紹介いたします。 

 髙橋議員は議長席にお着きください。 

（髙橋議員 議長席へ移動） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 ただいま紹介されました髙橋でございます。地方自治法の規定によりまし

て臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいまから平成２８年第１回上三川町議会臨時会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

    ────────────────────────────────────── 

○臨時議長【髙橋正昭君】 日程第１「仮議席の指定」を行います。 

 仮議席には、ただいま着席の議席といたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○臨時議長【髙橋正昭君】 日程第２「議長の選挙」を行います。 

 選挙は投票で行います。議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員数は１５人です。 

 次に、立会人を指名いたします。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１番・宇津木宣雄
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君、２番・海老原友子君を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱開示） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票願います。 

（投  票） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。宇津木宣雄君及び海老原友子君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 選挙の結果を事務局長に報告させます。事務局長。 

○議会事務局長【田中文雄君】 結果を公表します。投票総数１５票、無効投票１票です。有効投

票１４票のうち、津野田重一議員１４票。 

 以上です。 

○臨時議長【髙橋正昭君】 ただいまの報告のとおり、津野田重一君が最高得票で議長に当選されまし

た。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長【髙橋正昭君】 ただいま議長に当選された津野田重一君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、当選の告知をいたします。 

 ここで当選された津野田重一君より議長就任の挨拶をお願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 ただいま議長選において当選しました津野田でございます。議員必携自治法

のまえがきを引用いたしまして就任のご挨拶といたします。 

 私は議長として中立の立場で、執行部と議会がお互いに対等の立場で、その権限を侵さず、侵されず、

町民福祉の向上に努めるよう進めてまいります。また、議員の皆様には、議会運営に当たりご理解とご

協力をお願いして、私の議長就任のご挨拶とさせていただきます。 

○臨時議長【髙橋正昭君】 これで臨時議長の職務は全て終了いたしました。ご協力ありがとうござい

ました。 

 津野田議長、議長席にお着き願います。 

○議長【津野田重一君】 ただいまから議会運営に当たらせていただきますので、よろしくお願いいた
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します。 

 ただいまお手元に配付いたしました議事日程表（第２号）のとおり、これを本日の日程に追加したい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、議事日程を追加することに決定いた

しました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第１「副議長の選挙」を行います。 

 選挙は投票で行います。議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長【津野田重一君】 ただいまの出席議員は１５人です。 

 次に、立会人を指名いたします。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に３番・神藤昭彦君

及び４番・小川公威君を指名いたします。 

 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【津野田重一君】 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長【津野田重一君】 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票をお願いいたします。 

（投  票） 

○議長【津野田重一君】 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。神藤昭彦君及び小川公威君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

○議長【津野田重一君】 選挙の結果を事務局長に報告させます。事務局長。 

○議会事務局長【田中文雄君】 公表します。投票総数１５票、うち無効投票２票。有効投票１３票の

うち、田村 稔議員１３票。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 ただいまの報告のとおり、田村 稔君が最高得票で副議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

○議長【津野田重一君】 ただいま副議長に当選された田村 稔君が議場におられます。会議規則
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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、当選された田村 稔君に副議長就任の挨拶をお願いいたします。 

○副議長【田村 稔君】 副議長に当選させていただきました。これから副議長という立場で一生懸命

に汗をかいてまいりますので、ご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第２「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、議長において指名いたします。 

 議会の運営に関する要綱第１１条の規定により、議長の議席は最終番の１６番、副議長は１５番とい

たします。 

 したがって、ここで議席の変更をしますので、暫時休憩いたします。休憩中に議席の移動をお願いい

たします。 

午前１０時３９分 休憩 

 

午前１０時４０分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復して、会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 議席は、会議規則第４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。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１番・宇津木宣雄君、２番・海老原友子君を

指名いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第４「会期の決定」を議題といたします。 

 本臨時会の会期日程につきましてはお手元に配付のとおりであります。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、会期は本日１日と決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第５「常任委員の選任」を行います。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、お手元に配付した名簿のとおり、

総務文教常任委員に、海老原友子君、小川公威君、志鳥勝則君、髙橋正昭君、私、津野田重一、生出慶

一君、稲見敏夫君、松本 清君。産業厚生常任委員に、宇津木宣雄君、神藤昭彦君、稲川 洋君、石﨑

幸寛君、勝山修輔君、田村 稔君、稲葉 弘君、貝賀芳夫君を指名したいと思います。ご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、常任委員は、お手元に配付した名簿

のとおり選任することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 ここで、正副委員長を互選するため、暫時休憩いたします。 

 休憩中に各常任委員会で正副委員長を互選していただき、休憩後、その結果について代表の方より報

告をお願いいたします。 

午前１０時４３分 休憩 

 

午前１０時４８分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復して、会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 休憩中に各常任委員会で正副委員長を互選していただきましたので、代表の

方からその結果について報告を求めます。稲見敏夫君。 

○１１番【稲見敏夫君】 それでは、総務文教常任委員長に髙橋正昭議員、副委員長に松本 清君でお

願いいたします。 

○議長【津野田重一君】 稲葉 弘君。 

○１３番【稲葉 弘君】 産業厚生常任委員会、委員長が稲川 洋議員、そして副委員長が私、稲葉 

弘です。 

○議長【津野田重一君】 ただいま報告のありましたとおり、各常任委員会の正副委員長については決

定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第６「議会運営委員の選任」を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第４項及び議会の運営に関す

る要綱第１１６条の規定により、お手元に配付した名簿のとおり、総務文教常任委員会から髙橋正昭君、

生出慶一君、松本 清君、産業厚生常任委員会から稲川 洋君、稲葉 弘君、貝賀芳夫君を指名したい

と思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、議会運営委員は、お手元に配付した

名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 ここで正副委員長を互選するため、暫時休憩いたします。 

 休憩中に議会運営委員会は応接室で正副委員長を互選していただき、休憩後、その結果について代表

の方より報告をお願いいたします。 

午前１０時５１分 休憩 
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午前１０時５３分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復して、会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 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、代表

の方からその結果について報告を求めます。１０番、生出慶一君。 

○１０番【生出慶一君】 議会運営委員会の委員長としまして松本 清委員、副委員長に稲葉 弘委員

に決定いたしました。 

○議長【津野田重一君】 ただいまの報告のとおり、議会運営委員会の正副委員長が決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第７「広報委員の選任」を行います。 

 広報委員会設置要綱第３条の規定により、広報委員会は、副議長及び各常任委員会より２人選出され、

計５人で構成することになっております。 

 お諮りいたします。広報委員の選任の方法について、他の委員会同様、議長が指名したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。それでは、お手元に配付した名簿のとおり、総務文教

常任委員から、海老原友子君、志鳥勝則君、産業厚生常任委員会から、宇津木宣雄君、神藤昭彦君を指

名したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、広報委員は、お手元に配付した名簿

のとおり選任することに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 ここで、正副委員長を互選するため、暫時休憩いたします。 

 休憩中に、副議長を含めた５人の広報委員により応接室で正副委員長を互選していただき、休憩後、

その結果について代表の方より報告をお願いいたします。 

午前１０時５６分 休憩 

 

午前１０時５９分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復して、会議を再開いたします。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 休憩中に広報委員会の正副委員長を互選していただきましたので、代表の方

からその結果について報告を求めます。１５番、田村 稔君。 

○１５番【田村 稔君】 委員長に神藤昭彦君、副委員長に海老原友子君です。 

 以上です。 

○議長【津野田重一君】 ただいまの報告のとおり、広報委員会の正副委員長が決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 
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○議長【津野田重一君】 追加日程第８「小山広域保健衛生組合議会議員の選挙」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し

たいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、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、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、議長が指名することに決定いたしま

した。 

 小山広域保健衛生組合議会議員に、１０番・生出慶一君、１２番・松本 清君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました生出慶一君及び松本 清君を小山広域保健衛生組合

議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、ただいま指名しました生出慶一君、

及び松本 清君が小山広域保健衛生組合議会議員に当選されました。 

 ただいま小山広域保健衛生組合議会議員に当選された生出慶一君及び松本 清君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いたします。 

（当選人 起立・礼） 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第９「石橋地区消防組合議会議員の選挙」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し

たいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、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、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、議長が指名することに決定いたしま

した。 

 石橋地区消防組合議会議員に、１５番・田村 稔君、及び１６番・津野田重一を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました田村 稔君、及び私を当選人と定めることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、ただいま指名いたしました田村 稔

君及び私が、石橋地区消防組合議会議員に当選されました。 

 ただいま石橋地区消防組合議会議員に当選された田村 稔君及び私に、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。 

（当選人 起立・礼） 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第１０、議案第１号「監査委員の選任につき、同意を求めることに

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、８番・石﨑幸寛君は退場をお願いいたします。 

（８番・石﨑幸寛君 退場） 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいま上程になりました、議案第１号の「監査委員の選任につき同意を求め

ることについて」、ご説明いたします。 

 本案件は、議員選出の監査委員に石﨑幸寛氏を選任いたしたく、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ため提出するものでございます。 

 石崎氏は議員歴２期８年で、その間、総務文教常任委員長、厚生常任委員長、広報調査特別委員長を

歴任されるなど、豊富な経験と知識をお持ちの方で監査委員に適任であると考えております。 

 慎重審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○議長【津野田重一君】 提案理由の説明が終わりました。本案は人事案件のため、質疑・討論を省き

直ちに採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認め、これから議案第１号を採決いたします。議案第１号「監査

委員の選任につき、同意を求めることについて」、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長【津野田重一君】 起立全員です。したがいまして、議案第１号は、同意することに決定いたし

ました。 

 ８番・石﨑幸寛君の入場を許可いたします。 

（８番・石﨑幸寛君 入場） 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 ここで１５分間休憩いたします。 

午前１１時０７分 休憩 

 

午前１１時２１分 再開 

○議長【津野田重一君】 休憩前に復して、会議を再開いたします。 
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    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 追加日程第１１「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について」を議題

といたします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付しました「本会議の会期日程等

議会の運営に関する事項」について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【津野田重一君】 異議なしと認めます。したがいまして、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

    ────────────────────────────────────── 

○議長【津野田重一君】 以上で本臨時会の案件は、全て終了いたしました。 

 ここで町長より発言の申し出がありますので、許可いたします。町長。 

（町長 星野光利君 登壇） 

○町長【星野光利君】 ただいまは、津野田議長、田村副議長、さらには各常任委員会の委員長など、

議会の執行体制が決定し、まことにおめでとうございます。 

 新議長を中心といたしまして、新たな体制のもと、町民の代表として、町民の皆様の意見を私ども執

行部に対しご提案いただき、よりよい上三川町実現のためにご尽力くださることをご期待いたします。 

 さて、本日は、議会代表の監査委員の選任議案を上程いたしましたところ、原案どおり可決いただき

まことにありがとうございました。 

 今後も議員の皆様方と実のある協議をさせていただき、「より安心・安全で活力のあるまち 上三

川」を目指して精いっぱい頑張ってまいります。 

 議員の皆様には、今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、閉会の挨拶と

いたします。ありがとうございました。 

○議長【津野田重一君】 閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 平成２８年第１回上三川町議会臨時会が議員の皆様のご協力のもと、議会構成、執行部提出議案等に

つきまして日程どおり審議をいただき、付議されました案件全てを議了できました。ここに厚く御礼申

し上げます。 

 私も、与えられました議長の職責を十二分に認識いたしまして、町民の福祉向上のため最善の努力を

いたしていく所存でございます。 

 今後とも議員皆様の絶大なるご支援、ご協力を心からお願い申し上げまして、平成２８年第１回上三

川町議会臨時会を閉会いたします。まことにご苦労さまでした。 

午前１１時２４分 閉会 
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