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令和２年 第１回広川町議会臨時会会議録 
 

 

１．招集年月日   令和２年１月８日（水） 

 

２．招 集 場 所        広川町議会議事堂 

 

３．開 会        令和２年１月８日（水） （午前９時 30分） 

 

４．応 招 議 員        議 長  野 村 泰 也 

１ 番  山 下   茂 

２ 番  丸 山 幸 弘 

３ 番  竹 下 英 治 

          ４ 番  栗 原 福 裕 

          ５ 番  江 藤 美代子 

          ６ 番  水 落 龍 彦 

７ 番  丸 山 修 二 

          ８ 番  光 益 良 洋 

９ 番  池 尻 浩 一 

          10 番  原 野 利 男 

          11 番  梅 本   哲 

          12 番  野 田 成 幸 

 

５．不応招議員   なし 

 

６．出 席 議 員        応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員        不応招議員に同じ 
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８．地方自治法第 121条の規程により説明のため会議に出席をした者の氏名 

          町   長               渡 邉 元 喜 

          副 町 長           飯 田 潤一郎 

          教 育 長           吉 住 政 子 

          会計管理者兼総務課長兼会計室長  丸 山 英 明 

          総務課参事兼庁舎建設推進室長    鹿 田   健 

政策調整課長           丸 山 信 夫 

環境衛生課長           酒 井 和 哉 

          住 民 課 長            坂 本 幸 枝 

          税 務 課 長           野 中 洋 太 

             福 祉 課 長           郷 田 貴 啓 

          建 設 課 長           樋 口 信 吾 

  産業振興課長兼農業委員会事務局長  井 上 新 五 

協働推進課長           藤 島 達 也 

教育委員会事務局教育次長     中 島   孝 

 

９．本会に職務のため出席した者の氏名 

          議会事務局長                藤 島 弘 義 

        書 記                原 野 昌 文 

          書 記                野 田 利 昭 

 

10．議 事 日 程      

日程第１   仮議席の指定について 

日程第２   選挙第１号 議長の選挙について 

日程第３   決定第１号 議席の指定について 

日程第４   会議録署名議員の指名について 

日程第５   会期の決定について 

日程第６   選挙第２号 副議長の選挙について 

日程第７   決定第２号 常任委員会委員の選任について 

日程第８   決定第３号 議会運営委員会委員の選任について 

日程第９   決定第４号 広川町消防委員会委員の選任について 

日程第 10  選挙第３号 八女地区消防組合議会議員の選挙について 

日程第 11  選挙第４号 八女西部広域事務組合議会議員の選挙について 

日程第 12  選挙第５号 八女中部衛生施設事務組合議会議員の選挙について 

日程第 13  選挙第６号 公立八女総合病院企業団議会議員の選挙について 

日程第 14  選挙第７号 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙について 

日程第 15  発議第１号 議会広報調査特別委員会設置に関する決議について 

日程第 16  決定第５号 議会広報調査特別委員会委員の選任について 

日程第 17  同意第１号 広川町監査委員の選任同意について 

日程第 18  決定第６号 議員派遣の件 

  日程追加第１  常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の 

所管事務の調査について 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

午前 ９時 30分 開会 

○議会事務局長（藤島弘義） 

ご起立願います。 

おはようございます。 

ご着席ください。 

私は、議会事務局長の藤島と申します。よろしくお願いします。 

本日は、改選後の初の議会でございますので、臨時議長の紹介までの間、私の方で進めさ

せていただきます。 

最初に町長のご挨拶をお願いいたします。 

町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 皆さん、おはようございます。 

令和２年第１回広川町議会臨時会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

議員の皆様におかれましては、昨年 12月８日に執行されました町議会議員一般選挙におき

まして、めでたく当選されましたことに、心からお祝いを申し上げます。 

さて、政府は、我が国が直面する人口急減、超高齢化という深刻な課題に対し、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に基づき、各地域がそれぞれの特徴を生かした自立的で持続的な社

会を創生することを、政府一体となって取り組んできました。 

また、昨年末に公表した第２期総合戦略において、新たな施策を展開することにより、東

京圏への転入超過を解消する目標を掲げております。 

本町においても、広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人口減少対策として

の地域活性化と、移住定住施策を実施してまいりました。特に、広川東部の活性化や雇用の

場の確保を見据え要望している国道３号バイパスについては、計画段階評価が実施され、実

現へと動いています。また、子育て支援施策として児童・生徒の医療費の無償化を実施し、

住民参加による設定を行った子どもの遊び場整備については、３月完成を目指し進めており

ます。 

今後、地方創生事業の評価結果を基に、現計画を見直した第２期広川町まち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定し、更なる地方創生事業に取り組み、魅力あるまちづくりを進めてま

いる所存でございます。この計画案は、パブリックコメントを経て、今年度末までに計画決

定してまいりますが、同時に町議会全員協議会の開催をお願いし、議員の皆さま方へ説明し

意見を伺いたいと考えております。 

一方、防災面では、近年の気象変動等の影響を受けた大規模な自然災害に対しての備えと

して、更なる防災・減災の評価を行い、町民の皆さまの安全確保に努めるとともに、災害対

策の拠点となる新庁舎建設を進めてまいります。 

これからも、議員の皆さまと共に広川町の発展と福祉の向上に努め、安全で安心して暮ら

せる笑顔とふれあいのまち広川を目指してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

本日の議会におきましては、新しい議会の枠組みが決定されます。議員の皆さまにおかれ
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ましては、益々のご健勝とご活躍を祈念申し上げて、開会の挨拶といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議会事務局長（藤島弘義） 

次に、臨時議長をご紹介いたします。 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会であります。議長の選挙が行われますまでは、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。よって、梅本 哲議員に臨時議長をお願いいたします。 

 梅本議員、議長席にお願いいたします。 

〔臨時議長着席〕 

○臨時議長（梅本 哲） 

 皆さん、改めておはようございます。ただいま紹介されました、梅本 哲でございます。 

地方自治法第 107条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。議長選挙までの限ら

れた間ではございますが、無事に責務を果たしたいと存じております。皆さまのご協力をよ

ろしくお願い申し上げ、ご挨拶といたします。 

 ただいまから、令和２年第１回広川町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 議事日程につきましては、お手元に配布しておりますので、ご了承願います。 

 

日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（梅本 哲） 

日程第１．仮議席の指定についてを行います。 

仮議席は、ただいま着席の議席とします。 

暫時休憩いたします。 

執行部の皆さんには、ご退席をお願いします。 

〔執行部退場〕 

午前 ９時 37分 休憩 

午前 ９時 44分 再開 

 

日程第２ 選挙第１号 議長の選挙について 

○臨時議長（梅本 哲） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第２．選挙第１号 議長の選挙を行います。 

 議長の選挙は、投票で行います。 

 議場の出入口を閉じます。 

〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（梅本 哲） 

ただいまの出席議員数は、13人でございます。 

 次に、投票立会人を指名いたします。 

 会議規則第 31条第２項の規定によって、投票立会人に、１番 山下 茂君、２番 丸山幸

弘君を指名します。 
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 投票用紙を配付します。 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名であります。 

〔投票用紙配布〕 

○臨時議長（梅本 哲）  

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

 ないようです。配布漏れはなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

○臨時議長（梅本 哲） 

 異常なしと認めます。 

 ただ今から、投票を行います。事務局長が、仮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。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（藤島弘義） 

 それでは、仮議席番号とお名前を読み上げますので、順次投票をお願いします。 

 １番 山下 茂議員、投票をお願いします。 

 ２番 丸山幸弘議員、お願いします。 

 ３番 竹下英治議員、お願いします。 

 ４番 栗原福裕議員、お願いします。 

 ５番 江藤美代子議員、お願いします。 

 ６番 水落龍彦議員、お願いします。 

 ７番 丸山修二議員、お願いします。 

 ８番 光益良洋議員、お願いします。 

 ９番 池尻浩一議員、お願いします。 

 10番 野村泰也議員、お願いします。 

 11番 原野利男議員、お願いします。 

 13番 野田成幸議員、お願いします。 

 最後に、12番 梅本 哲議員、お願いします。 

○臨時議長（梅本 哲）  

 投票漏れはありませんか。 

 ないようです。投票漏れはなしと認めます。 

 投票を終わります。 

開票を行います。 

 １番 山下 茂君、２番 丸山幸弘君、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開票〕 

○臨時議長（梅本 哲）  

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数 13票、有効投票 10票、無効投票３票で、うち白票が３票であります。 

 有効投票のうち、野村泰也君９票、池尻浩一君１票でございます。 

 以上のとおりでございます。 



 

- 6 - 

 この選挙の法定得票数は、有効投票総数 10票の４分の１ですので、2.5票であります。 

したがって、野村泰也君が議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○臨時議長（梅本 哲）  

 ただいま、議長に当選されました野村泰也君が議場におられます。 

 会議規則第 32条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 当選人の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。 

 野村泰也君。 

○10番（野村泰也） 

 ただ今の議長選挙において、再度、議長の責務を預かることとなりました。 

 先ほど、所信で申し上げましたとおり、広川町の皆さまが、安心安全で生活できる暮らし

づくりに頑張っていきたいと思っています。それには、議員の皆さまのご協力と積極的な意

見、そういったものを拝聴しながら、広川町の施策に結び付けて頑張っていきたいと思って

おりますので、今後のご協力を節にお願いいたしまして、挨拶に代えさせていただきます。

どうかよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（梅本 哲）  

ありがとうございました。 

以上で、臨時議長の職務は終わりました。 

 これをもって、臨時議長の席を下ろさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 野村泰也議長、議長席にお着き願います。 

暫時休憩します。 

〔臨時議長退席、議長着席〕 

午前 ９時 59分 休憩 

午前 10時 00分 再開 

○議長（野村泰也） 

 引き続き、議長の職務を勤めさせていただきます。 

 本日のこれからの議事日程は、今朝、会議前に配布のとおりであります。 

 暫時休憩いたします。 

午前 10時 １分 休憩 

午前 10時 26分 再開 

 

日程第３ 決定第１号 議席の指定について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第３．決定第１号 議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第３条第１項の規定によって、お手元に配布しております議席表のとお

り指定いたします。 

 

日程第４ 会議録署名議員の指名について 
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○議長（野村泰也） 

日程第４．会議録署名議員の指名を行います。 

本会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により、議長において１番 山下 茂君と、

７番 丸山修二君を指名いたします。 

 

日程第５ 会期の決定について 

○議長（野村泰也） 

日程第５．会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

したがって、本臨時会の会期は、本日１日間に決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

午前 10時 28分 休憩 

午前 10時 31分 再開 

 

日程第６ 選挙第２号 副議長の選挙について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第６．選挙第２号 副議長の選挙を行います。 

副議長の選挙は、投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（野村泰也） 

ただいまの出席議員数は、13人であります。会議規則第 31条第２項の規定によって、投

票立会人に、３番 竹下英治君、及び４番 栗原福裕君を指名いたします。 

投票用紙を配布いたします。 

念のため申し上げます。投票は、単記無記名であります。 

〔投票用紙配布〕 

○議長（野村泰也） 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

○議長（野村泰也） 

 異常なしと認めます。 

 ただ今から、投票を行います。議会事務局長が、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。 
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 議会事務局長。 

○議会事務局長（藤島弘義） 

 それでは、仮議席番号とお名前を順に読み上げますので、順次投票をお願いします。 

 １番 山下 茂議員。 

 ２番 丸山幸弘議員。 

 ３番 竹下英治議員。 

 ４番 栗原福裕議員。 

 ５番 江藤美代子議員。 

 ６番 水落龍彦議員。 

 ７番 丸山修二議員。 

 ８番 光益良洋議員。 

 ９番 池尻浩一議員。 

 10番 原野利男議員。 

 11番 梅本 哲議員。 

 12番 野田成幸議員。 

 最後に、野村議長、お願いします。 

○議長（野村泰也） 

 投票漏れはありませんか。 

 投票漏れはなしと認めます。 

 投票を終わります。 

開票を行います。 

 ３番 竹下英治君、４番 栗原福裕君、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（野村泰也） 

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数 13票、有効投票 12票、無効投票１票で、うち白票が１票であります。 

 有効投票のうち、梅本 哲君 11票、池尻浩一君１票でございます。 

 以上のとおりでございます。 

 この選挙の法定得票数は、有効投票総数 12票の４分の１ですので、3.0票であります。 

したがって、梅本 哲君が副議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（野村泰也） 

 ただいま、副議長に当選されました梅本 哲君が議場におられます。 

 会議規則第 32条第２項の規定によって、当選の告知をいたします。 

 当選人の当選承諾及び挨拶をお願いいたします。 

○11番（梅本 哲） 

皆さん、ご選任、誠にありがとうございました。 

私は、先ほど申しましたように議長を補佐し、これから任務を果たしてまいりますけれど

も、久留米大学の内村学長さんが着任の挨拶で申された内容でございますが、これと全く同
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じ内容で、リーダーシップを発揮してまいりたいと思っております。内容につきましては五

つの力というところで、傾聴、共感、決断、忍耐、継続、この五つの力を存分に発揮して、

議長を補佐してこの広川町議会の信頼を高めていきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

お引き受けをいたします。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 ありがとうございました。 

暫時休憩いたします。 

議員の皆様におかれましては、この後、役場３階大会議室において、所属委員会等につい

て協議を行います。協議終了後、会議を再開いたします。 

午前 10時 43分 休憩 

午後 １時 27分 再開 

 

日程第７ 決定第２号 常任委員会委員の選任について 

○議長（野村泰也） 

全員お揃いですので、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第７．決定第２号 常任委員会委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

常任委員の選任については、委員会条例第６条第４項の規定によって、お手元に配布しま

した名簿のとおり指名したいと思います。 

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、常任委員は、お手元に配布した名簿のとおり選任する

ことに決定しました。 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 29分 休憩 

午後 １時 30分 再開 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから、議長の諸般の報告を行います。 

休憩中に、各常任委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果、お手元

に配りました名簿のとおり互選された旨の報告がありました。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

日程第８ 決定第３号 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（野村泰也） 

日程第８．決定第３号 議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。 

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６条第４項の規定によって、お手元に配布

しました名簿のとおり指名したいと思います。 
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これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員は、お手元にお配りしました名簿のとおり選任することに決定

しました。 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 31分 休憩 

午後 １時 32分 再開 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから、議長の諸般の報告を行います。 

休憩中に、議会運営委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果、お手

元に配りました名簿のとおり互選された旨の報告がありました。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

日程第９ 決定第４号 広川町消防委員会委員の選任について 

○議長（野村泰也） 

日程第９．決定第４号 広川町消防委員会委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

広川町消防委員会委員の選任の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 33分 休憩 

午後 １時 33分 再開 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

広川町消防委員会委員に、お手元に配りました名簿のとおり指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました４名の方を、広川町消防委員会委員に選任することに異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

広川町消防委員会委員に、野村泰也、私と、原野利男議員、栗原福裕議員、野田成幸議員、

以上４名の方を広川町消防委員会委員に選任することに決定しました。 
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私と、原野利男議員、栗原福裕議員、野田成幸議員が議場におられますので、挨拶をお願

いいたします。原野利男議員からお願いします。 

○10番（原野利男） 

原野です。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

栗原福裕議員。 

○４番（栗原福裕） 

私の掲げている安全安心のまちづくりに、全力で取り組んでまいります。よろしくお願い

します。 

○議長（野村泰也） 

野田成幸議員。 

○12番（野田成幸） 

私も、前回と２回目で、かなり八女市消防の方も変更があって、広川の方も分署から広川

消防署に変更になりますので、今から先いろんな難しいことが出てくると思います。しっか

り頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

ただ今、挨拶があった３名の議員さんと一緒に、消防委員会の委員として努力していきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

日程第 10 選挙第３号 八女地区消防組合議会議員の選挙について 

○議長（野村泰也） 

日程第 10．選挙第３号 八女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項の規定によって、指名推選にしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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しました。 

八女地区消防組合議会議員に、私と、原野利男議員、栗原福裕議員、野田成幸議員を指名

いたします。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名いたしました方を、八女地区消防組合議会議員の当選人と定めること
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に異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました私と、原野利男議員、栗原福裕議員、野田成幸議員が、

八女地区消防組合議会議員に当選されました。 

ただいま、当選されました４名の議員が議場におられますので、会議規則第 32条第２項の

規定によって、当選の告知を行います。 

自席により、当選の承諾をお願いします。原野利男議員からお願いします。 

○10番（原野利男） 

頑張りますので、よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

栗原福裕議員。 

○４番（栗原福裕） 

４番、栗原です。当選ありがとうございました。 

町の代表として、しっかり頑張ってまいります。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

野田成幸議員。 

○12番（野田成幸） 

しっかり頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

私も議長として、３名の議員の皆さんと一緒に頑張ってまいりますので、よろしくお願い

します。 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 39分 休憩 

午後 １時 39分 再開 

 

日程第 11 選挙第４号 八女西部広域事務組合議会議員の選挙について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第 11．選挙第４号 八女西部広域事務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項の規定によって、指名推選にしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに異議あり
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ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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しました。 

八女西部広域事務組合議会議員に、丸山修二君を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名いたしました方を、八女西部広域事務組合議会議員の当選人と定める

ことに、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました丸山修二君が、八女西部広域事務組合議会議員に当選

されました。 

ただいま、当選されました丸山修二君が議場におられますので、会議規則第 32条第２項の

規定によって、当選の告知を行います。 

自席により、当選の承諾をお願いいたします。 

丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

ごみ問題については、本当に住民生活に必要な問題ですので、組合議員として頑張ってい

きますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 40分 休憩 

午後 １時 41分 再開 

 

日程第 12 選挙第５号 八女中部衛生施設事務組合議会議員の選挙について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第 12．選挙第５号 八女中部衛生施設事務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項の規定によって、指名推選にしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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したいと思います。これに異議あり

ませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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。 

八女中部衛生施設事務組合議会議員に、丸山修二君を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名いたしました方を、八女中部衛生施設事務組合議会議員の当選人と定

めることに、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました丸山修二君が、八女中部衛生施設事務組合議会議員に

当選されました。 

ただいま当選されました丸山修二君が議場におられますので、会議規則第 32条第２項の規

定によって、当選の告知を行います。 

自席により、当選承諾をお願いいたします。 

丸山修二君。 

○７番（丸山修二） 

し尿処理等につきましても生活に密着した問題でございますので、組合議員として頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 44分 休憩 

午後 １時 44分 再開 

 

日程第 13 選挙第６号 公立八女総合病院企業団議会議員の選挙について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第 13．選挙第６号 公立八女総合病院企業団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項の規定によって、指名推選にしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

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。 

 公立八女総合病院企業団議会議員に、梅本 哲君を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名いたしました梅本 哲君を、公立八女総合病院企業団議会議員の当選

人と定めることに、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました梅本 哲君が、公立八女総合病院企業団議会議員に当

選されました。 

ただいま当選されました梅本 哲君が議場におられますので、会議規則第 32条第２項の規

定によって、当選の告知を行います。 

自席により、当選承諾をお願いします。 

梅本 哲君。 

○11番（梅本 哲） 

この問題は、非常に重要な問題でございますけれども、現状は八女市と広川町が、足並み

が全然そろっていないという大きな課題があります。したがって、これからは粛々と歩んで

いただくような議会にしていきたいと、そういう要望を強くしていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 45分 休憩 

午後 １時 46分 再開 

 

日程第 14 選挙第７号 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第 14．選挙第７号 福岡県介護保険広域連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項の規定によって、指名推選にしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

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しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに異議あり

ませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 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しました。 

 福岡県介護保険広域連合議会議員に、野村泰也君を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名いたしました野村泰也君を、福岡県介護保険広域連合議会議員の当選

人と定めることに、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました本人が、福岡県介護保険広域連合議会議員に当選され

ました。 

ただいま、当選されました、私ですが、会議規則第 32条第２項の規定によって、当選の告

知を行います。 

自席により当選承諾をいたします。 

議長が出席するということでございます。介護保険の仕組みも年々変わりが早いようです

が、全力で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 49分 休憩 

午後 １時 49分 再開 

 

日程第 15 発議第１号 議会広報調査特別委員会設置に関する決議について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第 15．発議第１号 議会広報調査特別委員会設置に関する決議についてを議題といた

します。 

提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。 

９番 池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

議会広報調査特別委員会設置に関する決議案でございます。配布されている発議第１号を

ご覧ください。 

記載、１番から５番までは省略させていただきます。 

提案理由。議会広報は議会と住民を結ぶ掛け橋であり、議会の審議・活動状況を広く住民

に知らせる重要な役割を担っております。この議会広報の充実強化を図り、編集委員として

十分な活動ができるようにするため、地方自治法上の根拠を有する「議会広報調査特別委員

会」を設置するものであります。 

以上です。 

○議長（野村泰也） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手をお願いします。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

質疑もないようですので、これをもって質疑を終結します。 

これから討論を行います。討論のある方の挙手をお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

これから、発議第１号 議会広報調査特別委員会設置に関する決議についてを採決します。 

原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 51分 休憩 

午後 １時 52分 再開 

 

日程第 16 決定第５号 議会広報調査特別委員会委員の選任について 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第 16．決定第５号 議会広報調査特別委員会委員の選任を行います。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました議会広報調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第６

条第４項の規定によって、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

したがって、議会広報調査特別委員会委員は、お手元に配布しました名簿のとおり選任す

ることに決定しました。 

暫時休憩いたします。 

午後 １時 53分 休憩 

午後 １時 53分 再開 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから諸般の報告を行います。 

休憩中に、議会広報調査特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結

果、お手元に配りました名簿のとおり互選された旨の報告がありました。 

これで、諸般の報告を終わります。 

暫時休憩いたします。 
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    〔執行部入場〕 

午後 １時 54分 休憩 

午後 １時 57分 再開 

 

日程第 17 同意第１号 広川町監査委員の選任同意について 

○議長（野村泰也） 

全員お揃いですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第 17．同意第１号 広川町監査委員の選任同意についてを議題といたします。 

野田成幸君は、地方自治法第 117条の規定により除斥の対象となりますので、退席を求め

ます。 

    〔野田成幸議員退場〕 

○議長（野村泰也） 

提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。 

町長。 

○町長（渡邉元喜） 

同意第１号 広川町監査委員の選任同意についてのお願いであります。 

広川町監査委員として議員の中から次の者を選任したいので、町議会の同意を求めるもの

でございます。 

令和２年１月８日提出、広川町長 渡邉元喜。 

住所、広川町大字一條。 

氏名、野田成幸。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑のある方の挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

質疑もないようですので、これをもって質疑を終結します。 

討論を省略して採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

同意第１号 広川町監査委員の選任同意についてを採決いたします。 

原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、同意第１号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

野田成幸君の入場を求めます。 

    〔野田成幸議員入場〕 
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○議長（野村泰也） 

野田成幸君に告知いたします。 

ただいま、監査委員選任の件は同意されました。 

野田成幸議員が議場におられますので、挨拶をお願いします。 

野田成幸議員。 

○12番（野田成幸） 

皆さん、同意、誠にありがとうございます。前任の監査委員のように頑張っていきたいと

思いますので、皆さまのご指導をよろしくお願いいたします。 

 

日程第 18 決定第６号 議員派遣の件 

○議長（野村泰也） 

日程第 18．決定第６号 議員派遣の件についてを議題といたします。 

お諮りします。 

議員派遣の件につきましては、会議規則第 127条の規定によって、お手元に配付しており

ます議案書のとおり、議員を派遣することにしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣は、お手元に配付しましたとおり、議員を派遣することに決定いた

しました。 

暫時休憩いたします。 

午後 ２時 ０分 休憩 

午後 ２時 ０分 再開 

○議長（野村泰也） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

お諮りします。 

追加議事日程を、お手元に配付いたしておりますとおり、１件を追加したいと思います。 

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、これを日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 

追加日程第１ 常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会 

       の閉会中の所管事務調査について 

○議長（野村泰也） 

追加日程第１．常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の所管

事務調査を議題といたします。 

総務産業常任委員長、厚生文教常任委員長、議会運営委員長及び議会広報調査特別委員長

から、会議規則第 74条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査について、閉
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会中の継続調査の申し出がありました。 

お諮りします。 

各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異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

異議なしと認めます。 

よって、各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。 

以上をもって本日の会議を閉じます。 

これをもって、令和２年第１回広川町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。 

本日は、長時間にわたりご熱心にご審議をいただき、誠にありがとうございました。 

皆様の熱意とご協力によりまして、新議会の構成の決定をみましたことに対しまして、衷

心より感謝申し上げる次第であります。 

町の発展と町民の福祉の向上のため、議員各位並びに執行部の皆様の尚一層のご努力をお

願い申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。 

どうもお疲れ様でございました。 

 

午後 ２時 ２分 閉会 
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