
－１０１－ 

平 成 2 4 年 海 津 市 議 会 第 ３ 回 定 例 会 

 

◎議 事 日 程（第３号） 

 

平成24年９月27日（木曜日）午前９時開議  

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算（第２号） 

日程第３ 議案第51号 平成24年度海津市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第４ 議案第52号 平成24年度海津市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第５ 議案第53号 地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例

について 

日程第６ 議案第54号 海津市火災予防条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第55号 海津市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例について 

日程第８ 議案第57号 公共施設の位置表記変更に伴う関係条例の整理に関する条例につい

て 

日程第９ 認定第１号 平成23年度海津市一般会計決算の認定について 

日程第10 認定第２号 平成23年度海津市クレール平田運営特別会計決算の認定について 

日程第11 認定第３号 平成23年度海津市月見の里南濃運営特別会計決算の認定について 

日程第12 認定第４号 平成23年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計

決算の認定について 

日程第13 認定第５号 平成23年度海津市国民健康保険特別会計決算の認定について 

日程第14 認定第６号 平成23年度海津市介護保険特別会計決算の認定について 

日程第15 認定第７号 平成23年度海津市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

日程第16 認定第８号 平成23年度海津市下水道事業特別会計決算の認定について 

日程第17 認定第９号 平成23年度海津市水道事業会計決算の認定について 

日程第18 認定第10号 平成23年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計決算の認定につい

て 

日程第19 認定第11号 平成23年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別

会計決算の認定について 

日程第20 認定第12号 平成23年度海津市介護老人保健施設事業特別会計決算の認定につい

て 

日程第21 認定第13号 平成23年度海津市駒野奥条入会財産区会計決算の認定について 
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日程第22 認定第14号 平成23年度海津市羽沢財産区会計決算の認定について 

日程第23 議員定数調査検討特別委員会の調査報告について 

日程第24 発議第２号 海津市議会議員定数条例の一部を改正する条例について 

追加日程第１ 議長辞職の件 

追加日程第２ 議長の選挙 

追加日程第３ 副議長辞職の件 

追加日程第４ 副議長の選挙 

追加日程第５ 南濃衛生施設利用事務組合議員の選挙 

追加日程第６ 議席の変更について 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎出席議員（１７名） 

     １番   伊 藤 秋 弘 君       ２番   山 田   武 君 

     ３番   赤 尾 俊 春 君       ４番   浅 井 まゆみ 君 

     ５番   六 鹿 正 規 君       ６番   藤 田 敏 彦 君 

     ７番   山 田   勝 君       ８番   堀 田 みつ子 君 

     ９番   川 瀬 厚 美 君       10番   松 岡 光 義 君 

     11番   服 部   寿 君       12番   水 谷 武 博 君 

     13番   飯 田   洋 君       15番   星 野 勇 生 君 

     16番   永 田 武 秀 君       17番   西 脇 幸 雄 君 

     18番   森     昇 君 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎欠席議員（なし） 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎欠員（１名） 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎地方自治法第１２１条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名 

 市     長  松 永 清 彦 君   副  市  長  後 藤 昌 司 君 

                      総 務 部 長 併            
 教  育  長  横 井 信 雄 君   選挙管理委員会  福 田 政 春 君 
                      事務局書記長 

 総務部総務課長併 
 選挙管理委員会  渡 邊 良 光 君   総務部財政課長  服 部 尚 美 君 
 事 務 局 次 長 

 企 画 部 長  伊 藤 恵 二 君   会 計 管 理 者  水 谷 明 寛 君 

 産業経済部長  大 倉 明 男 君   建 設 部 長  丹 羽   功 君 

 水道環境部長  鈴 木 照 実 君   市民福祉部長  木 村 元 康 君 

 市 民 福 祉 部 
 次長兼サンリバー  水 谷 辰 巳 君   消 防 長  吉 田 一 幸 君 
 はつらつ事務長 

 教 育 委 員 会              教育委員会事務局 
 事 務 局 長  三 木 孝 典 君   次長（施設担当）併  岡 田 健 治 君 
                      総務部財政課課長 
                      （施設担当） 

 監 査 委 員              農 業 委 員 会 
 事 務 局 長  菱 田 義 博 君   事 務 局 長  髙 木   栄 君 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎本会議に職務のため出席した者 

                      議会事務局課長 
 議会事務局長  青 木   彰     補佐兼総務係長  岡 田 法 子 

 議 会 事 務 局 
 議 事 係 長  中 野 浩 二 
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   ◎開議宣告 

○議長（森  昇君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻でございます。ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますので、

本日の会議を開きます。 

（午前９時００分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森  昇君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において５番 六鹿正規君、

６番 藤田敏彦君を指名します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算（第２号）から議案第57号 公共

施設の位置表記変更に伴う関係条例の整理に関する条例について 

○議長（森  昇君） 次に、日程第２、議案第50号から日程第８、議案第57号までの７議案

を一括議題とします。 

 さきに各常任委員会に審査が付託してありますので、ただいまから各委員長から審査結果

の報告を求めます。 

 最初に、総務委員長 川瀬厚美君。 

〔総務委員長 川瀬厚美君 登壇〕 

○総務委員長（川瀬厚美君） おはようございます。 

 総務委員会の報告をさせていただきます。 

 海津市議会議長 森昇様、総務委員会委員長 川瀬厚美。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条

の規定により報告します。 

 議案番号、件名、結果という順で報告します。 

 議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第53号 地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分

等に関する条例について、可決すべきもの。議案第54号 海津市火災予防条例の一部を改正

する条例について、可決すべきもの。 

 審査の経過を申し上げます。 

 ただいま御報告いたしました３案件は、すべて全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決定をしましたことを、ここにあわせて御報告いたします。 
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 主な質疑としまして、議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算（第２号）のうち

本委員会の所管に属する事項についての中で、旧石津幼稚園の解体の設計監理委託について、

残す建物への耐震の設計は含まれるかの質疑に対しては、一部残す建物と壊す建物の境目の

壁の改修で補強を行う計画をしているということでした。 

 議案第53号 地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例について

の中で、「今回、新たに条例をつくられる理由は何か」の質疑に対しては、「第１次地域主

権改革一括法により地方公共団体の経営の自由度を高めるために、従来は地方公営企業法で

積立義務がありましたが、廃止され、条例で制定する必要が生じた、そのために提出する」

ということでありました。 

 議案第54号 海津市火災予防条例の一部を改正する条例についての中で、「条例改正の目

的は」の質疑に対しては、「今後、設置が予測される急速充電設備の位置、構造及び管理基

準を定めるものです」ということでした。 

 以上、御報告いたします。 

○議長（森  昇君） 続きまして、文教福祉委員長 服部寿君。 

〔文教福祉委員長 服部寿君 登壇〕 

○文教福祉委員長（服部 寿君） 委員会報告をさせていただきます。 

 海津市議会議長 森昇様、平成24年９月26日であります。文教福祉委員会委員長 服部寿

です。 

 本委員会に付託されました案件は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議

規則第102条の規定により報告させていただきます。 

 議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第51号 平成24年度海津市介護保険特別会計補正予算（第１

号）、可決すべきもの。議案第55号 海津市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例について、可決すべきもの。議案第57号 公共施設の位置表記変

更に伴う関係条例の整理に関する条例について、可決すべきもの。 

 審査の経過を報告させていただきます。 

 ただいま報告しました４案件につきましては、全て全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしましたことをあわせて報告させていただきます。 

 なお、質疑の主なものといたしましては、議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予

算（第２号）のうち本委員会の所管に属する事項についての中で、「地方債の中学校統合整

備事業債の限度額がなぜ変更になったか」の質疑に対しまして、「城南中学校整備工事を増

額したことに伴い、財源に地方債の合併特例債3,320万円を充てるために限度額の追加をお

願いするもの」ということでありました。 
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 次に、議案第55号 海津市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例の中で、「今回の条例改正となったことについて教育委員会でどのように議論さ

れてきたか」の質疑に対しまして、「３月議会の結論、統合促進の請願の採択、あるいは検

討、保護者の意見等を聞きながら何度も審議をいただき、なるべく早い平成28年４月１日と

いうことで決定をいたしたものであります」ということでございます。 

 また、「２年間の延期とした条例改正となった理由については」の質疑に対し、「今の条

例でいきますと平成26年４月１日の統合完了となっていますが、昨年の２月より延期の方向

で進めていたことで平成26年４月に向けての学校整備等が実質２年おくれているということ

で、おくれた２年を延期した」ということでありました。以上でございます。 

○議長（森  昇君） 続きまして、産業建設委員長 浅井まゆみ君。 

〔産業建設委員長 浅井まゆみ君 登壇〕 

○産業建設委員長（浅井まゆみ君） おはようございます。 

 産業建設委員会審査報告を申し上げます。 

 海津市議会議長 森昇様、産業建設委員会委員長 浅井まゆみ。 

 委員会審査報告。 

 本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則

第102条の規定により報告いたします。 

 議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第52号 平成24年度海津市水道事業会計補正予算（第１号）、

可決すべきもの。 

 審査の経過を申し上げます。 

 ただいま御報告いたしました２案件は、全て全会一致で原案のとおり可決すべきものと決

定しましたことをあわせて御報告いたします。 

 主な質疑といたしまして、議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算（第２号）の

うち本委員会の所管に属する事項についての中で、「青年就農給付金を受ける新規就農者２

人の職種は何か」の質疑に対しては、「男性がトマトの方と女性は花の苗、鉢植えをつくる

方」ということでした。 

 また、「青年就農給付金は５年間の支援ということですが、どのように指導していくの

か」の質疑に対しては、「西濃農林事務所、普及センター、農協、市で営農計画等をもとに、

今回、対象者となり、今後、年数回の会議を開催し、指導していく」ということでございま

した。 

 議案第52号 平成24年度海津市水道事業会計補正予算（第１号）の中で、「水道料金等審

議会に何を諮問されるのか」の質疑に対しては、「加入金の検討ということで諮問していき
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たい」ということでございました。以上でございます。 

○議長（森  昇君） 各委員長の報告が終わりました。 

 それでは、各委員長の報告に対する質疑を行います。 

 初めに、総務委員会付託案件の質疑を許可します。 

 質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 続きまして、文教福祉委員会に付託案件の質疑を許可します。 

 質疑ありますか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 川瀬厚美君。 

○９番（川瀬厚美君） 委員長にちょっと１つお尋ねします。 

 先ほど26年の統合が28年に延びたという報告がありましたけれども、市民の皆さんが一番

御理解いただきにくい点は、19年の12月議会で条例が改正された。以後、かなりの年数があ

りまして、昨年の２月に教育委員会が延期を決定された。ことし３月にその案が否決された。

今、期間的にいろんな面で間に合わんということで２年ということでありますけれども、じ

ゃあ、今までその19年からの年月は何であったかというお尋ねがよくあるんですけど、その

点の話し合いはあったかなかったか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（森  昇君） 文教福祉委員長 服部寿君。 

○文教福祉委員長（服部 寿君） 19年からの審議で、いわゆる26年４月に統合ということで

結論を出されたことに関してのことはなかったんですが、委員長報告でもしましたように、

26年から28年に２年延期とした。教育委員会等の審査の中でどのように変わったかという質

疑がありまして、答えたように、３月議会において文教福祉委員会とともに本議会も否決を

させていただいたという経過を教育委員会が重視し、２年間延期、２年間延期というのは、

今申しましたように、統合整備のほうが２年間おくれておるからということでやむなくとい

うことでございまして、議会の議決を主に置いていただいたということであります。以上で

す。 

○議長（森  昇君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 続きまして、産業建設委員会に付託案件の質疑を許可します。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 
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○８番（堀田みつ子君） それでは、私、この議案の提案をされたときにもお聞きしているス

マートインター導入検討業務の委託料の問題なんですけれども、このとき地元の意見は聞い

ていただけるのかどうかということをちょっとお尋ねしていなかったもんで、委員会のほう

ではどういうふうに地元の意見とかを聞かれるのかどうかという話が出たのかどうかという

ことと、それとともにＢ／Ｃ、要は費用対効果の部分で分母が何で分子というか、その１以

上になればというふうな話だけはちょっとお聞きしたんですけれども、その中身についての

検討のところはありましたでしょうか。その点をお願いします。 

○議長（森  昇君） 産業建設委員長 浅井まゆみ君。 

○産業建設委員長（浅井まゆみ君） スマートインターの調査の委託料についての御質問であ

りますが、地元の意見は聞かれるのかという御質問はございませんでした。 

 それから、Ｂ／Ｃの件でございますが、費用対効果と採算性、また道路構造の検討、外接

道路の検討、また概算事業費、交通量の推計などを今後委託料で調査していくということで

ございました。以上です。 

○議長（森  昇君） ほかにございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

○８番（堀田みつ子君） 済みません、ちょっとわかりにくかったので、分母のところには何

が来て、そして例えば分子の部分には何が来るとかというふうな聞かれ方はされなかったの

か、そこの辺、もう尐し教えていただければなと思いますが。 

○議長（森  昇君） 産業建設委員長 浅井まゆみ君。 

○産業建設委員長（浅井まゆみ君） そういった詳しい質疑はなかったということを記憶して

おります。 

○議長（森  昇君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論、採決を行います。 

 初めに、議案第50号について討論はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

〔８番 堀田みつ子君 登壇〕 

○８番（堀田みつ子君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第50号につい

て討論を行いたいと思います。 

 平成24年度海津市一般会計補正予算に反対の立場で討論を行います。 
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 今回の補正予算にはかねてより増額を求めてきた住宅リフォーム補助金の増を初め重要な

予算もあり、それを否定するものではありません。しかし、中にはスマートインター導入検

討業務の委託料300万円が予算化されております。これは皆さんが言われるには、調査をす

るだけだ、何しろそれから決めるんだというふうに言われますけれども、今まで調査だけと

言いながら、実際につくるためにその調査という名目で行われてきたことが多々あります。

そういうことからいいますと、やはり今なぜ、この東海環状の西回りというのが実際に開通

するというのが平成32年というふうに言われております。そういう中で、なぜ今すぐ取り組

まなくちゃいけないのか。32年を待ち、そして実際の道路を利用される方の交通量などの調

査を実際に行ってからでも十分遅くないというふうに考えます。 

 今、本当にこの養老インターの、さらに言うならば、養老インター予定地までの距離とい

うのがおおよそ５キロ近く、５キロより尐し多いというふうには思いますけれども、その５

キロの中で本当に必要性があるんでしょうか。そういうことを考えますと、この300万円、

ほかのことに使っていただいてもよいのではないかということを思いまして、この予算案に

反対いたします。ありがとうございました。 

○議長（森  昇君） 賛成討論はございますか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより議案第50号について採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第50号 平成24年度海津市一般会計補正予算

（第２号）は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森  昇君） 起立15名、賛成多数です。よって、議案第50号 平成24年度海津市一

般会計補正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第51号についての討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより議案第51号について採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第51号 平成24年度海津市介護保険特別会計

補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可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（森  昇君） 異議なしと認めます。よって、議案第51号 平成24年度海津市介護保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第52号について討論はありませんか。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより議案第52号について採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第52号 平成24年度海津市水道事業会計補正

予算（第１号）は、委員長報告のとおり可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（森  昇君） 異議なしと認めます。よって、議案第52号 平成24年度海津市水道事

業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第53号について討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより議案第53号について採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第53号 地方公営企業法の適用を受ける事業

の剰余金の処分等に関する条例については、委員長報告のとおり可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（森  昇君） 異議なしと認めます。よって、議案第53号 地方公営企業法の適用を

受ける事業の剰余金の処分等に関する条例について、原案のとおり可決することに決定しま

した。 

 次に、議案第54号について討論はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第54号について採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第54号 海津市火災予防条例の一部を改正す

る条例については、委員長報告のとおり可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（森  昇君） 異議なしと認めます。よって、議案第54号 海津市火災予防条例の一

部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第55号について討論はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 堀田みつ子君。 

〔８番 堀田みつ子君 登壇〕 

○８番（堀田みつ子君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案第55号 海津
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市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、反対

の討論をさせていただきます。 

 もともと私は、統合に反対をしておりましたし、耐用年数が20年近くあるというこの南濃

中学校をぜひとも残していただく、そして、それはその後考えていくということでやってい

っていただきたいということです。 

 それとともに、中学生がその地域からほかの地域に通っていく、そういう中で中学生の、

その地域をつくっていくということもなかなか難しくなっていくんではないかなというふう

に思います。 

 それとともに、この条例に反対すれば、平成26年に統合ということにもなるために難しい

選択ではありましたが、せめてもう一度、この条例を、統合するならば住民投票、悪くても

全戸アンケートを求めた内容を添えて出し直していただきたい。そのことだけを願って反対

討論といたします。ありがとうございました。 

○議長（森  昇君） その他賛成討論はございますか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論を終結したいと思います。 

 これから議案第55号について採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第55号 海津市立小学校及び中学校設置条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森  昇君） 起立14名、賛成多数です。よって、議案第55号 海津市立小学校及び

中学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第57号について討論はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第57号について採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第57号 公共施設の位置表記変更に伴う関係

条例の整理に関する条例については、委員長報告のとおり可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（森  昇君） 異議なしと認めます。よって、議案第57号 公共施設の位置表記変更

に伴う関係条例の整理に関する条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 



－１１２－ 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎認定第１号 平成23年度海津市一般会計決算の認定についてから認定第14号 平成

23年度海津市羽沢財産区会計決算の認定についてまで 

○議長（森  昇君） 続きまして、日程第９、認定第１号から日程第22、認定第14号までの

14議案を一括議題といたします。 

 さきに決算特別委員会に審査が付託してありますので、ただいまから決算特別委員長から

審査結果の報告を求めます。 

 決算特別委員長 西脇幸雄君。 

〔決算特別委員長 西脇幸雄君 登壇〕 

○決算特別委員長（西脇幸雄君） それでは、決算特別委員会の審査報告をいたします。 

 海津市議会議長 森昇様、決算特別委員会委員長 西脇幸雄。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおりと決定しましたので、会議規則第

102条の規定によって報告いたします。 

 議案番号、件名、結果の順に報告をさせていただきます。 

 認定第１号 平成23年度海津市一般会計決算の認定について、認定すべきもの。認定第２

号 平成23年度海津市クレール平田運営特別会計決算の認定について、認定すべきもの。認

定第３号 平成23年度海津市月見の里南濃運営特別会計決算の認定について、認定すべきも

の。認定第４号 平成23年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計決算の

認定について、認定すべきもの。認定第５号 平成23年度海津市国民健康保険特別会計決算

の認定について、認定すべきもの。認定第６号 平成23年度海津市介護保険特別会計決算の

認定について、認定すべきもの。認定第７号 平成23年度海津市後期高齢者医療特別会計決

算の認定について、認定すべきもの。認定第８号 平成23年度海津市下水道事業特別会計決

算の認定について、認定すべきもの。認定第９号 平成23年度海津市水道事業会計決算の認

定について、認定すべきもの。認定第10号 平成23年度海津市介護老人福祉施設事業特別会

計決算の認定について、認定すべきもの。認定第11号 平成23年度海津市介護老人福祉施設

事業デイサービスセンター特別会計決算の認定について、認定すべきもの。認定第12号 平

成23年度海津市介護老人保健施設事業特別会計決算の認定について、認定すべきもの。認定

第13号 平成23年度海津市駒野奥条入会財産区会計決算の認定について、認定すべきもの。 

認定第14号 平成23年度海津市羽沢財産区会計決算の認定について、認定すべきもの、以上。 

 ただいまより審査の経過報告を申し上げます。 

 ９月20日と21日の２日間にわたり提出されました各会計の決算書等の各書類について慎重

に審査をいたしました。結果につきましては、ただいま報告しましたとおりですが、認定の
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14案件、全て全会一致で認定すべきものと決定しましたことをあわせて報告いたします。 

 また、主な質疑としましては、「財政課は流用・充用の窓口としてどのような指導をして

いるか」に対して、「流用に関しては、予算の残りを安易に流用しないよう、また新規事業

については補正予算で対応するよう指導している」とのことであります。 

 なお、委員からの意見の中で、次年度以後、決算特別委員会の設置時に委員会に地方自治

法第98条の検閲権限、また検査の権限付与をすることについての提案がありました。以上で

ございます。 

○議長（森  昇君） 委員長の報告が終わりました。 

 それでは、委員長の報告に対する質疑を許可します。 

 質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 認定第１号について、討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第２号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第３号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第４号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第５号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第６号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第７号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 



－１１４－ 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第８号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第９号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第10号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第11号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第12号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第13号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 次に、認定第14号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 お諮りします。認定第１号から認定第14号までの14議案につきまして、一括採決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第14号までの14議

案につきましては、一括して採決をいたします。 

 お諮りします。認定第１号から認定第14号までの14議案につきましては、委員長の報告の

とおり認定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（森  昇君） 異議なしと認めます。よって、認定第１号 平成23年度海津市一般会

計決算の認定について、認定第２号 平成23年度海津市クレール平田運営特別会計決算の認
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定について、認定第３号 平成23年度海津市月見の里南濃運営特別会計決算の認定について、

認定第４号 平成23年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計決算の認定

について、認定第５号 平成23年度海津市国民健康保険特別会計決算の認定について、認定

第６号 平成23年度海津市介護保険特別会計決算の認定について、認定第７号 平成23年度

海津市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、認定第８号 平成23年度海津市下水道

事業特別会計決算の認定について、認定第９号 平成23年度海津市水道事業会計決算の認定

について、認定第10号 平成23年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計決算の認定につい

て、認定第11号 平成23年度海津市介護老人福祉施設事業デイサービスセンター特別会計決

算の認定について、認定第12号 平成23年度海津市介護老人保健施設事業特別会計決算の認

定について、認定第13号 平成23年度海津市駒野奥条入会財産区会計決算の認定について、

認定第14号 平成23年度海津市羽沢財産区会計決算の認定について、以上の14議案は、委員

長の報告のとおり認定することに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議員定数調査検討特別委員会の調査報告について 

○議長（森  昇君） 続きまして、日程第23、議員定数調査検討特別委員会の調査報告につ

いてを議題といたします。 

 議員定数調査検討特別委員会から調査報告をしたいとの申し出があります。 

 お諮りします。本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 異議なしと認めます。議員定数調査検討特別委員会の調査報告を受け

ることに決定しました。 

 議員定数調査検討特別委員長より調査結果の報告を求めます。 

 議員定数調査検討特別委員長 赤尾俊春君。 

〔議員定数調査検討特別委員長 赤尾俊春君 登壇〕 

○議員定数調査検討特別委員長（赤尾俊春君） それでは、議員定数調査検討特別委員会の調

査報告をいたします。 

 海津市議会議長 森昇様、議員定数調査検討特別委員会委員長 赤尾俊春。 

 委員会調査報告書。 

 本委員会に付託された「海津市議会議員定数について」は、調査の経過及び結果について、

会議規則第102条の規定により次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、今日の諸般の現況を鑑み、議員の定数について調査・研究を行い、本市の議

会議員の定数について検討することを目的とし、平成23年第２回定例会において設置され、
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12回の委員会を開催してきました。 

 調査・検討では、「県下21市の人口・議員定数・議員報酬・政務調査費」の資料や「議会

だより」に県下の議員定数等の状況を掲載し、市民の皆様から意見を募り、それらをもとに

協議を重ねてまいりました。 

 また、第９回の本委員会においては第三者からの意見聴取として、市内から学識経験者の

方々を招聘し、御意見をお伺いいたしました。 

 このような経緯を経て、第12回の本委員会で意見の集約を図った結果、次期選挙より現在

の議員定数18人から３人減の15人にするのが望ましいという結論に達した次第であります。 

 なお、より一層の自己研鑽と議会の活性化を図る必要があることを付記し、委員長報告と

いたします。 

○議長（森  昇君） 委員長報告が終わりました。 

 それでは、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） 検討特別委員会委員長、報告をいただきました。委員の皆さんには、

１年間かかって12回の委員会の中で御検討いただき、結果を御報告いただいた、その労苦に

は感謝を申し上げます。 

 私は持論を述べて、２つのことについて、当時の調査・検討された中での過程についてお

尋ねをしておきたいと思います。 

 今回、15名が望ましいというお答えが出ていますが、先ほど県下の状況等を踏まえ、そう

いうことで15名という数を出されたように受けとめております。現在のそれぞれの21市の状

況について、24年４月１日、これは特別委員会での資料に基づくものと思いますが、21市の

中で偶数が15、奇数が６、そういった地方自治体の数であります。私自身は、地方自治法第

116条の規定による議長への裁量権、これの行使については非常に疑問を持つものでありま

して、奇数であればそういう可能性が非常に高くなってくる、それを考えると、やはり偶数

が望ましいと思うんですが、委員の中でそういった意見があったのか、あったとするならば、

それについて表決をとられたのか、この１点。 

 それから２点目、それならば偶数定数であるならば何人が望ましいか、非常に検討いただ

いた結果でありますのでそれは尊重するとして、21市の岐阜県の上位２つ、いわゆる議員１

人当たりの人口で計算しますと、岐阜市と大垣市は非常に高い。下位２市、言葉としては失

礼かもわからんけど、１人当たりの人口が今現在では２市あります。それを除いて中間の17

市、これをトータルして割り込みますと、現在では12.6人になろうかなあということを思い
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ます。したがって、12人というのは海津市にとっては非常に尐な過ぎるという思いはありま

すので、14人という意見があったのかどうか。14人は、その後、対応としてどうとられたの

か。 

 そういったことについて、２点お答えください。 

○議長（森  昇君） 特別委員長 赤尾俊春君。 

○議員定数調査検討特別委員長（赤尾俊春君） 星野議員の御質問にお答えをいたします。 

 偶数の定数についての意見はございました。その中で検討したのかという御質問でござい

ましたが、審議の過程の中で、いわゆる現状という御意見もございました中で、最終的には

数を決めさせていただくため、減員ということを採決させていただき、それは減員という方

向になりました。 

 また、その後、偶数につきましての検討自体はしませんでした。15という御意見が多かっ

たので、それを採用したということでございます。 

 また、県下の人口割での平均という御質問でございましたが、これは各市町の状況にもよ

ると思っております。また、そういった資料を提供させていただき、議論があったかという

ことですが、それは各市町の状況にもよるということでございましたので、そうした議論は

ありましたが、それの中で突っ込んだ意見はございませんでした。以上でございます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） ありがとうございます。 

 ちょっと問題を振りかえてもらったら困るんですが、偶数はどうでしたか。現況維持とい

うのも、現況も18で偶数です。偶数がいいのか奇数がいいのかという採決はとったかどうか

ということを聞いたんです。 

 それから定数の15、それは市町の状況によるとおっしゃいましたが、市町の状況をお尋ね

したわけではありません。この資料を参考にして、どういう数字で15になったか、その15人

の根拠を、実はどういった理由でなったかを聞きたかったんです。 

 お尋ねした部分の聞き方がまずかったかもわかりませんが、その辺について審査の結果、

過程の中でどういった意見があってこういう数に結びついていったか、これを説明いただけ

るとありがたいと思います。 

 議長、よろしくお願いいたします。 

○議長（森  昇君） 特別委員長 赤尾俊春君。 

○議員定数調査検討特別委員長（赤尾俊春君） 大変失礼をいたしました。県下の状況という

ことではないということです。 

 まず最初に、偶数の検討はあったのかということの答弁をさせていただきます。 
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 偶数の、当然検討はありました。16という数字も出ました。しかし、この15になった経緯

といいますのは、第９回に市民の皆様の御意見をいただいた中で、15という数字も出てまい

りました。その中で委員の皆さんにお諮りを申し上げ、15の意見が多かったということで15

にさせていただいたというのが現状でございます。 

 それともう１点ですが、もう一度、申しわけございませんが、ちょっと質問の趣旨をお願

いしたいと思っております。ちょっと聞き逃しましたので、お願いをいたします。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） 15人にした根拠は、今、委員長が申されたのでわかりますが、私が最

初に申し上げたのは、奇数が望ましいのか、偶数が望ましいのかということについて御意見

を伺って賛否をとられたかどうかということなんです。 

 それから、15人という根拠を申されましたが、15人は既に自治連合会から当初要望で15人

という数字が出ています。それを参考にして、今回もその有識者という方にお聞きになった

数で定めたというと、いささかそちらのほうに流れただけになってしまうという、私が勝手

に思うのは勝手ですが、そういったことを踏まえると、さっき聞いたように、議員の数とし

ては偶数がいいのか奇数の数がいいのか、これがやっぱり前段にあってほしかったんでこれ

から聞いたんです。 

 15人については結構です、わかりました。それだけお尋ねしておきます。 

○議長（森  昇君） 特別委員長 赤尾俊春君。 

○議員定数調査検討特別委員長（赤尾俊春君） 大変失礼をいたしました。 

 偶数、奇数についての御意見はございましたが、それについての採決はしておりません。 

○議長（森  昇君） ほかにございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 山田勝君。 

○７番（山田 勝君） 私の感覚だけで申し上げたいと思いますが、先般の学識経験者の意見

をお聞きしたということもきょうも申されましたが、それらの会議録を目通しさせていただ

きまして、先般の全協でも申し上げたんですが、余りにもこの議会は高齢化し過ぎておると、

もっと若返りをすべきやと、そんな意見が間々出ていたように思うんですが、私はそこでそ

ういったことに出てきて協議してくれる人は幾つの人が出てきておるのやと。私と幾つも違

わんような人が出てきて、高齢化過ぎるとか何とか、本当にそれが感じておるなら、自分も

かわって出てきて協議をしてもらわないかんのやないかと、そんなことを申し上げましたが、

年齢を決めてかかるべきなのか、そのあたりも含めてもう尐し議論をすべきだと私は感じて

おります。 
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 それから、今、市民生活の中で、18名が１人亡くなって17名ですけど、非常に市民は不都

合しておると。議員との距離が遠過ぎるということで、自分の感じたことをなかなか申し上

げにくいという意見も私は聞いております。その例も幾つか先般申し上げました。 

 それと、経費の節約についてということで15名にされるという思いがあるのか。そのあた

りも、なぜ15人にするといいのかということを私はずうっと思っておるんですけど、議員は

多くなくちゃだめだという感覚で、今現在もそう思っておりますが、なぜこの15がいいのか。

15に減ずることがどのような、いわゆる議会活性化ということにつながるのかということも、

もう尐しそういった意見がこの委員会の中で完成しておれば、ここでお知らせいただきたい

と。 

 以上、そんなことを思いまして発言させていただきました。よろしくお願いします。 

○議長（森  昇君） 特別委員長 赤尾俊春君。 

○議員定数調査検討特別委員長（赤尾俊春君） ただいまの山田勝議員の質問にお答えをいた

します。 

 最初の質問につきましては、私が尐し理解をしにくいといいますか、議事録の中に確かに

ありますが、それはあくまでも議事録の中で皆さんが自由に発言されたことでありまして、

これにつきましてコメントすることは控えさせていただきたいと思っております。 

 また、議員の数につきまして、もっと議論をというような御意見もございましたが、12回、

10人の委員の皆さんでこうした協議や調査を行っていただきました。私はそういったことが

しっかり検討なされたというふうに感じておりますので、そういうことで御理解をいただき

たいと思っております。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 山田勝君。 

○７番（山田 勝君） 先般の皆さんの意見をという、全協のときにお尋ねになって、皆さん

それぞれに申し上げられましたが、何を言っておられるのか、現状がどうのこうのというよ

うな感覚で、えらい自信のない言い方をしてみえる人が何人かあったということも感じまし

た。 

 あれこれ言っておってもいかんのやが、私は現状の、18人でスタートしておるんですが、

18人、もしくは20人を、経費は現在の経費以内でおくということで、そういうふうに進めて

いただきたいと思います。お願いします。 

○議長（森  昇君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これをもって議員定数調査検討特別委員会の調査報告を終わります。 
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎発議第２号 海津市議会議員定数条例の一部を改正する条例について 

○議長（森  昇君） 続きまして、日程第24、発議第２号 海津市議会議員定数条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 提出者より趣旨説明を求めます。 

 ３番 赤尾俊春君。 

〔３番 赤尾俊春君 登壇〕 

○３番（赤尾俊春君） 発議第２号、海津市議会議長 森昇様、平成24年９月26日。提出者、

海津市議会議員 赤尾俊春、賛成者、海津市議会議員 水谷武博、賛成者、海津市議会議員

 浅井まゆみ、賛成者、海津市議会議員 飯田洋、賛成者、海津市議会議員 服部寿。 

 海津市議会議員定数条例の一部を改正する条例について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 

 提案理由、昨今の人口減尐や経済情勢の悪化、また、本市の厳しい財政状況を鑑み、議員

定数調査検討特別委員会での協議を踏まえた結果、次期改選時からの議員定数を18人から３

人減の15人とするため条例改正するものです。 

 海津市議会議員定数条例の一部を改正する条例。海津市議会議員定数条例（平成20年海津

市条例第36号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「18人」を「15人」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される海津市議

会の議員の一般選挙から適用する。 

 以上です。 

○議長（森  昇君） ただいま趣旨説明が終わりました。 

 これより質疑を許可します。質疑ありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 六鹿正規君。 

○５番（六鹿正規君） 私もこの定数の委員会におりました。そういった中で、私は現状維持

を申し上げましたけれども、１票の差で減というふうに決まっております。 

 私は、今、この提案理由を読ませていただいて、全くこの提案理由で定数の減、これは私

自身、ちょっと笑えてくるような提案理由だなあと思います。なぜならば、この中に本市の

厳しい財政状況とうたってあります。これは、私がかねてから財政状況についてはお話をし

ております。一般質問の中でもお話をしております。そういった中で、じゃあ、この議会は

議員報酬の問題についてどんなことを議論したのか、全く議論がない。 

 市長の報酬減に伴い、報酬審議会の皆さん方の提案による２％の減、こういった厳しい財
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政状況という提案の言葉を使うんであれば、もっともっとそのときにみずからの報酬減につ

いて語るべきではないのかと。この提案理由というのは全く、私が考えるには茶番だと、そ

のように思います。 

 それに、まず私ども議員は、それぞれが住民の代表を意としてここへお邪魔しておると。

そういったことから思いますと、今ここで住民の代表をなぜ減らす必要があるんだと、減ら

さないけないのかと。これは先ほど申し上げましたように、厳しい財政状況ということを提

案理由にするんであれば、まずこの議員の報酬の大幅削減をして、市民の皆さんに、私ども

は現状維持でこういった報酬、財政問題について考えますというふうに私は語るべきではな

いかと。 

 あえてここで人口減尐ですかね、これは市長がもっともっと頑張って人口をふやすために

いろんな施策を考えてみえると思うんです。そういったことを踏まえて、じゃあ、人口がこ

れから減り続けると、だから議員は多いんだと、マイナス的な考えでこういったことをやっ

ていいのかと。 

 私は、まず第一に考えるには、この提案には反対します。それと、もう一度考え直して、

財政状況を議員みずからが市民に対してわかるように、公に皆さんの前で財政状況を議論し

て、その上で定数問題に入るべきではないのかと。 

 今回のこの委員会においても、報酬の問題はほとんど議論がされてきませんでした。頭か

ら15、15という声が大変大きかったなあということを感じます。ですから、私は反対をしま

す。 

○議長（森  昇君） そのほかございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（森  昇君） 山田勝君。 

○７番（山田 勝君） 今、六鹿議員も言われたが、同じ気持ちですけど、この経済情勢の悪

化とか、あるいは本市の厳しい財政状況とか、いつこの議員が報酬をもらい過ぎておるとか、

多いとかというような議論は、一遍も私は聞いたことがないのやが、そのあたりは、なぜこ

こで突然にこういうことをやられるのか、もっと議論をすべきやと思います。以上です。 

○議長（森  昇君） ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（森  昇君） 質疑はなしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略したいと

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（森  昇君） 異議なしと認めます。 
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 これより討論を行います。討論ありませんか。 

 堀田みつ子君。 

〔８番 堀田みつ子君 登壇〕 

○８番（堀田みつ子君） それでは、議長の許可を得ましたので、海津市議会議員定数条例の

一部を改正する条例についての反対討論を行いたいと思います。 

 今回、提案理由の中に本市の厳しい財政状況を鑑み、議員定数調査検討特別委員会での協

議を踏まえた結果というふうになっておりましたけれども、定数15という結果を踏まえて15

という提案でしたが、この特別委員会は定数のみの検討であり、やはり厳しい財政状況とい

う言葉が出てくるように、自然の成り行きだったかなあと思いますけれども、しかし、この

議会というのは民主主義が体現される場所であると考えます。民主主義の根幹というものは

多様な意見を議論するというところが一番大切であり、その結果、多数決で結果が決まると

いうことはやむを得ないことであります。議員定数の減というのは、その多様な意見を削っ

ていく、そういうことになると思います。それで、到底そういったことは認められるもので

はありません。 

 そして、この特別委員会で本当に、報告の中にあった「自己研鑽と議会の活性化を図る必

要がある」とありますが、定数を減らせば、こうした自己研鑽、そして活性化を図ることが

できるんでしょうか。ぜひとも、この定数を考える前に、この議会をいかに活性化するか、

そして住民の皆さんのもとに議会で行ったことがどれほど開かれて、皆さんのもとに報告が

されているかどうか、そのことが一番大切だというふうに思っております。 

 ぜひともその点から考えてみましても、この定数、せめて今のこの18名で海津市議会はい

く、その方向でお願いしたいと思い、この議案に対して反対をするものです。ありがとうご

ざいました。 

○議長（森  昇君） 賛成討論ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森  昇君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 ただいまから発議第２号を起立により採決をいたします。 

 発議第２号 海津市議会議員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（森  昇君） 起立12人、賛成多数でございます。よって、発議第２号 海津市議会

議員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 ここでしばらく休憩をいたします。10時20分に再開したいと思いますので、よろしくお願

いします。 
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（午前１０時０９分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（山田 武君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

（午前１０時２０分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副議長（山田 武君） ただいま森昇君から議長の辞職願が提出されましたので、副議長の

私が議長の職務をとらせていただきます。皆様の御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 お諮りします。議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題とすること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加し、追加

日程第１として直ちに議題とすることに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議長辞職の件 

○副議長（山田 武君） 追加日程第１、議長辞職の件を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定により、森昇君の退場を求めます。 

〔議長 森昇君 退場〕 

○副議長（山田 武君） お諮りします。森昇君の議長の辞職を許可することに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 六鹿正規君。 

○５番（六鹿正規君） またおかしな質問というふうにお叱りを受けるかもしれませんけれど

も、私は森議長の辞職に反対します。なぜならば、私も１年間、議長とおつき合いさせてい

ただき、彼のほか議長の適任者はいないものというふうに考えます。ですから、私はこの辞

職について反対を述べるものでございます。 

○副議長（山田 武君） お諮りしますが、起立採決でお願いいたします。この森昇君の議長

辞職につきまして賛成の方、御起立をお願いいたします。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（山田 武君） 起立多数として認めます。よって、森昇君の議長辞職を許可するこ

とを決定いたしました。 

 それでは、森昇君の入場を許可いたします。 

〔18番 森昇君 入場〕 
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○副議長（山田 武君） それでは、森昇君から議長退任の挨拶を壇上にてお願いいたします。 

〔18番 森昇君 登壇〕 

○18番（森  昇君） 議長の職を辞するに当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げたい

と思います。 

 昨年の９月に議長の重職に就任いたしましてから、その使命を全うするために、私なりに

誠心誠意、微力ながら全力を尽くして務めてまいりましたところでございます。本日まで大

過なく議長の職を果たすことができましたのも、これひとえに議員各位、そして議会事務局

の皆さん、市長並びに執行部の皆さんに御支援、御協力を賜りましたこと、心から感謝、御

礼を申し上げたいと思います。 

 現在、財政厳しい状況の中でございますが、海津市の市政の発展と市民福祉の向上に全力

を傾注する所存でございますので、今後とも御指導、御鞭撻をよろしくお願いを申し上げま

して、退任の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。（拍手） 

○副議長（山田 武君） ありがとうございました。 

 ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りします。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として直ちに選挙を行いたいと

思いますが、これに御異議ありますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、追加日

程第２として直ちに選挙を行うことを決定いたしました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議長の選挙 

○副議長（山田 武君） 追加日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙の方法についてお諮りします。御承知のとおり、選挙の方法は投票によるものと指名

推選によるものとがございます。どちらの方法がよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 服部寿君。 

○11番（服部 寿君） 投票による選挙でお願いいたします。 

○副議長（山田 武君） ただいま投票によるものとの発言がありました。選挙の方法は投票

により行いたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 異議なしと認めます。よって、選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めてください。 

〔議場閉鎖〕 
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○副議長（山田 武君） ただいまの出席議員は17名であります。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第31条第２項の規定によって、立会人に４番 浅井まゆみ君と９番 川瀬厚美君

を指名します。 

 あらかじめ申し上げます。当選人の決定につきましては、法定得票数、有効投票の４分の

１以上の得票数がある者の中から最高得票者をもって当選人といたします。なお、最高得票

数が同じである場合はくじで当選人を決めることになっておりますので、御承知おきくださ

い。 

 それでは、投票用紙をお配りください。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名でお願いいたします。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長（山田 武君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 配付漏れはなしと認めます。 

 投票箱を点検してください。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（山田 武君） 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読み上げますので、順番に投票をお願いします。 

○議会事務局長（青木 彰君） それでは、１番 伊藤秋弘議員、３番 赤尾俊春議員、４番

 浅井まゆみ議員、５番 六鹿正規議員、６番 藤田敏彦議員、７番 山田勝議員、８番 

堀田みつ子議員、９番 川瀬厚美議員、10番 松岡光義議員、11番 服部寿議員、12番 水

谷武博議員、13番 飯田洋議員、15番 星野勇生議員、16番 永田武秀議員、17番 西脇幸

雄議員、18番 森昇議員。議長は最後に投票します、山田武議員。 

〔投  票〕 

〔副議長投票〕 

○副議長（山田 武君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 投票漏れはなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 ただいまから開票を行います。浅井まゆみ君と川瀬厚美君、開票の立ち会いをお願いしま

す。前のほうにお進みください。 

〔開  票〕 
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○副議長（山田 武君） 選挙の結果を報告します。 

 投票総数17票。有効投票17票、無効投票ゼロです。 

 有効投票のうち、赤尾俊春君10票、西脇幸雄君６票、堀田みつ子君１票。 

 以上のとおり、この選挙の法定得票数は５票であります。よって、赤尾俊春君が議長に当

選されました。 

 議場の出入り口をお開きください。 

〔議場開鎖〕 

○副議長（山田 武君） ただいま議長に当選されました赤尾俊春君が議場におられますので、

本席から会議規則第32条第２項の規定により当選を告知します。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山田 武君） 赤尾俊春君。 

○３番（赤尾俊春君） 謹んでお受けいたします。 

○副議長（山田 武君） それでは、議長に当選されました赤尾俊春君の御挨拶を壇上にてお

願いいたします。 

 赤尾俊春君。 

〔新議長 赤尾俊春君 登壇〕 

○新議長（赤尾俊春君） ただいま議長に当選の告知をいただきました。身の引き締まる思い

でいっぱいです。議会人としてまだまだ経験不足ではありますが、議員各位の御指導、御支

援と執行部の協力をいただき、議長の職責を全力で遂行したいと思います。 

 市政全般に対する闊達な意見を頂戴する中で、円滑な議会運営と議会の活性化を目指し、

最善の努力をしてまいります。よろしくお願いをいたしまして、就任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。（拍手） 

○副議長（山田 武君） ありがとうございました。 

 これで新議長と議長を交代させていただきます。皆様方の御協力、本当にありがとうござ

いました。 

〔副議長 議長席を退席・新議長 議長席に着席〕 

○議長（赤尾俊春君） それでは、私が議長の席を継がせていただきますので、皆様の御協力

をよろしくお願い申し上げます。 

 ここで休憩をいたします。10時45分まで休憩といたします。 

（午前１０時４１分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（赤尾俊春君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４５分）  
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（赤尾俊春君） ただいま山田武君より副議長の辞職願が提出されました。 

 お諮りします。副議長の辞職の件を日程に追加し、追加日程第３とし、直ちに議題にする

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、副議長辞職の件を日程に追加し、追加

日程第３として直ちに議題とすることに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎副議長辞職の件 

○議長（赤尾俊春君） 追加日程第３、副議長辞職の件を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定により、山田武君の退場を求めます。 

〔副議長 山田武君 退場〕 

○議長（赤尾俊春君） お諮りします。山田武君の副議長の辞職を許可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（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、山田武君の副議長の辞職を許可するこ

とに決定しました。 

 山田武君、入場してください。 

〔２番 山田武君 入場〕 

○議長（赤尾俊春君） では、山田武君から副議長退任の挨拶を壇上にてお願いをいたします。 

〔２番 山田武君 登壇〕 

○２番（山田 武君） 一言御挨拶、また御礼を申し上げます。 

 皆様方の御推挙によりまして、この１年間、副議長という要職を賜りまして、まことにあ

りがとうございました。 

 また、森議長さんとともに、皆さん方とともに、いろいろと多大な経験をさせていただき

まして、本当にありがとうございました。 

 また、御指導賜りましたことやら、そして今後も一議員として、海津市のため、また皆さ

ん市民のためにも、また自分のためにも、より一層努力をさせていただきたいと思っており

ますし、また皆様方のお知恵たり、あるいは御指導を賜ることをお願いいたしまして、この

１年間の御礼とさせていただきます。本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（赤尾俊春君） ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りします。副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第４とし、直ちに選挙を行いたい

と思います。これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日

程第４として直ちに選挙を行うことに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎副議長の選挙 

○議長（赤尾俊春君） 追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法についてお諮りします。投票によるものと指名推選によるもののどちらの方法

で行ったらよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 服部寿君。 

○11番（服部 寿君） 投票による選挙でお願いしたいと思います。 

○議長（赤尾俊春君） ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（赤尾俊春君） ただいま投票によるものとの発言がありました。選挙の方法は投票に

より行ってよろしいか。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めてください。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（赤尾俊春君） ただいまの出席議員は17名であります。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第31条第２項の規定によって、立会人に10番 松岡光義君と13番 飯田洋君を指

名します。 

 あらかじめ申し上げます。当選人の決定につきましては、議長選挙と同様、法定得票数、

有効投票の４分の１以上の得票数がある者の中から最高得票者をもって当選人といたします。

なお、最高得票数が同じである場合はくじで当選人を決めることになっておりますので、御

承知おき願います。 

 では、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〕 

○議長（赤尾俊春君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 配付漏れなしと認めます。 
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 投票箱を点検してください。 

〔投票箱点検〕 

○議長（赤尾俊春君） 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読み上げますので、順番に投票願います。 

 青木事務局長。 

○議会事務局長（青木 彰君） それでは、１番 伊藤秋弘議員、２番 山田武議員、４番 

浅井まゆみ議員、５番 六鹿正規議員、６番 藤田敏彦議員、７番 山田勝議員、８番 堀

田みつ子議員、９番 川瀬厚美議員、10番 松岡光義議員、11番 服部寿議員、12番 水谷

武博議員、13番 飯田洋議員、15番 星野勇生議員、16番 永田武秀議員、17番 西脇幸雄

議員、18番 森昇議員。議長は最後に投票いたします、赤尾俊春議員。 

〔投  票〕 

〔議長投票〕 

○議長（赤尾俊春君） 投票漏れはありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 投票漏れはなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 それでは、開票を願います。10番 松岡光義君と13番 飯田洋君、開票の立ち会いをお願

いいたします。 

〔開  票〕 

○議長（赤尾俊春君） 副議長選挙の結果を報告します。 

 投票総数17票。有効投票16票、無効投票１票です。 

 有効投票のうち、浅井まゆみ君10票、山田勝君６票、白票１。 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、浅井まゆみ君が副議長に当選されまし

た。 

 議場の出入り口を開いてください。 

〔議場開鎖〕 

○議長（赤尾俊春君） ただいま副議長に当選されました浅井まゆみ君が議場におられますの

で、本席から会議規則第32条第２項の規定によって当選の告知をします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 浅井まゆみ君。 

○４番（浅井まゆみ君） 謹んでお受けいたします。 
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○議長（赤尾俊春君） それでは、副議長に当選されました浅井まゆみ君、就任の御挨拶を壇

上にてお願いをいたします。 

〔新副議長 浅井まゆみ君 登壇〕 

○新副議長（浅井まゆみ君） それでは、一言就任の御挨拶を申し上げます。 

 ただいま皆様の御推挙を得まして、副議長の大任を拝することになりました。何分にも若

輩で未熟者でありますので皆様方には御迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、女性

でなければ気がつかない視点できめ細かな議会運営を目指し、精いっぱい議長を補佐し、市

政発展のため努力してまいる所存でございます。 

 今後とも、皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、就任の御挨

拶といたします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（赤尾俊春君） ここで、しばらく休憩をいたします。 

（午前１１時０４分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（赤尾俊春君） 時間を過ぎましたが、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後４時２１分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（赤尾俊春君） 本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。間もなく午後５時にな

りますが、議事進行上、本日の会議時間は本日の議事日程が終了するまで延長しますので、

よろしくお願いをいたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 異議なしですので、延長させていただきます。 

 これから休憩に入りますので、よろしくお願いいたします。休憩します。 

（午後４時２３分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（赤尾俊春君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後５時５８分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（赤尾俊春君） お諮りいたします。南濃衛生施設利用事務組合議員、浅井まゆみ君、

六鹿正規君、松岡光義君の当組合議員の辞職に伴う南濃衛生施設利用事務組合議員の選挙を

日程に追加し、追加日程第５とし、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、南濃衛生施設利用事務組合議員の選挙

を日程に追加し、追加日程第５として選挙を行うことに決定しました。 
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎南濃衛生施設利用事務組合議員の選挙 

○議長（赤尾俊春君） 追加日程第５、南濃衛生施設利用事務組合議員の選挙を行います。 

 お諮りします。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。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。この指名の方法は、議長が指名することにいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、この指名の方法は、議長が指名するこ

とに決定いたしました。 

 では、南濃衛生施設利用事務組合議員３名に、藤田敏彦君、永田武秀君、西脇幸雄君を指

名します。 

 お諮りします。ただいま指名いたしました諸君を南濃衛生施設利用事務組合議員の当選人

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（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました藤田敏彦君、

永田武秀君、西脇幸雄君が南濃衛生施設利用事務組合議員に当選されました。 

 ただいま南濃衛生施設利用事務組合議員に当選されました諸君が議場におられますので、

本席から会議規則第32条第２項の規定によって当選の告知をいたします。 

 続きまして、お諮りいたします。会議規則第４条第３項の規定により、議席の変更につい

てを日程に追加し、追加日程第６として議題と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（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、議席の変更についてを日程に追加し、

追加日程第６として議題とすることに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議席の変更について 

○議長（赤尾俊春君） 追加日程第６、議席の変更についてを議題といたします。 

 お手元に配付してあります議席一覧表のとおり変更したいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（赤尾俊春君） 異議なしと認めます。よって、議席の一覧表のとおり変更することに

決定いたしました。 

 なお、この議席の変更については、次回の議会より変更いたしますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎閉会の宣告 

○議長（赤尾俊春君） 以上をもちまして、本定例会に提出されました案件は、全て議了いた

しました。 

 これをもちまして、平成24年海津市議会第３回定例会を閉会いたします。皆さん、御苦労

さまでした。 

（午後６時０３分）  
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