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令 和 ２ 年 海 津 市 議 会 第 ３ 回 定 例 会 

 

◎議 事 日 程（第４号） 

 

令和２年９月25日（金曜日）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 92号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第７号） 

日程第３ 議案第 93号 令和２年度海津市クレール平田運営特別会計補正予算（第２号） 

日程第４ 議案第 94号 令和２年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第２号） 

日程第５ 議案第 95号 令和２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

計補正予算（第１号） 

日程第６ 議案第 96号 令和２年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第７ 議案第 97号 令和２年度海津市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第８ 議案第 98号 令和２年度海津市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第９ 議案第 99号 令和２年度海津市下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第10 議案第100号 令和２年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第11 議案第101号 令和２年度海津市介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１

号） 

日程第12 議案第102号 企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例及び海

津市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

日程第13 議案第103号 海津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第14 議案第104号 海津市留守家庭児童教室条例の一部を改正する条例について 

日程第15 議案第106号 海津市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

日程第16 認定第１号 令和元年度海津市一般会計決算の認定について 

日程第17 認定第２号 令和元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18 認定第３号 令和元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19 認定第４号 令和元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20 認定第５号 令和元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21 認定第６号 令和元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22 認定第７号 令和元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 
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日程第23 認定第８号 令和元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24 認定第９号 令和元年度海津市水道事業会計決算の認定について 

日程第25 認定第10号 令和元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26 認定第11号 令和元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27 認定第12号 令和元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 

日程第28 認定第13号 令和元年度海津市羽沢財産区会計決算の認定について 

追加日程第１ 議案第107号 物品購入契約の締結について 

追加日程第２ 発議第５号 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書に

ついて 

追加日程第３ 議長辞職の件 

追加日程第４ 議長の選挙 

追加日程第５ 副議長辞職の件 

追加日程第６ 副議長の選挙 

追加日程第７ 常任委員の選任について 

追加日程第８ 議会運営委員の選任について 

追加日程第９ 南濃衛生施設利用事務組合議会議員の選挙 

追加日程第10 議席の変更について 

 

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

 

◎出席議員（１５名） 

     １番   里 雄 淳 意 君       ２番   二ノ宮 一 貴 君 

     ３番   松 岡 唯 史 君       ４番   松 田 芳 明 君 

     ５番   浅 井 まゆみ 君       ６番   伊 藤   誠 君 

     ７番   橋 本 武 夫 君       ８番   飯 田   洋 君 

     ９番   伊 藤 久 恵 君       10番   六 鹿 正 規 君 

     11番   藤 田 敏 彦 君       12番   川 瀬 厚 美 君 

     13番   赤 尾 俊 春 君       14番   服 部   寿 君 

     15番   水 谷 武 博 君 

 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎欠席議員（なし） 

 

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

 

◎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  福 田 政 春 君 

                      総 務 部 長 併            
 教  育  長  中 野   昇 君   選挙管理委員会  白 木 法 久 君 
                      事務局書記長 

 総務部地方創生 
 ・行財政改革  髙 木 康 一 君   市民環境部長  寺 村 典 久 君 
 担 当 部 長 

 健康福祉部長  近 藤 敏 弘 君   産業経済部長  河 合 敏 明 君 

 農林振興課長併 
 農 業 委 員 会  佐 野 正 美 君   建設水道部長  石 原 敏 彦 君 
 事 務 局 長 

 教 育 委 員 会              会計管理者兼 
 事 務 局 長  伊 藤 一 人 君   会計課長事務取扱  松 岡 由 起 君 

                      総務部総務課長併 
 消  防  長  木 村 謙 二 君   選挙管理委員会  近 藤 康 成 君 
                      事務局書記次長 

 総  務  部 
 企画財政課長  近 藤 三喜夫 君 

 

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

 

◎本会議に職務のため出席した者 

                      議 会 事 務 局 
 議会事務局長  長谷川   誠     議会総務課長兼  森 島 敬 子 
                      議事調査係長 

 議 会 事 務 局 
 議 会 総 務 課  原 田   憲 
 課 長 補 佐 兼 
 総 務 係 長 
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   ◎開議宣告 

○議長（水谷武博君） 定刻でございます。 

 ただいまの出席人数は15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（水谷武博君） 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87条の規定により、議長より９番 伊藤久恵君、10

番 六鹿正規君を指名いたします。 

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

   ◎議案第92号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第７号）から議案第106号 海

津市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてまで 

○議長（水谷武博君） 次に、日程第２、議案第92号から日程第15、議案第106号までの14議

案を一括議題といたします。 

 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。 

 初めに、総務産建委員長 伊藤誠君。 

〔総務産業建設委員長 伊藤誠君 登壇〕 

○総務産業建設委員長（伊藤 誠君） それでは、総務産業建設委員会の委員会報告をさせて

いただきます。 

 海津市議会議長 水谷武博様。 

 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109条

の規定により報告します。 

 議案番号、件名、結果の順で御報告させていただきます。 

 議案第92号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第７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93号 令和２年度海津市クレール平田運営特別会計補正

予算（第２号）、可決すべきもの。議案第94号 令和２年度海津市月見の里南濃運営特別会

計補正予算（第２号）、可決すべきもの。議案第98号 令和２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。議案第99号 令和２年度海津市下水道事業会計補正予算

（第１号）、可決すべきもの。議案第102号 企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例

に関する条例及び海津市企業立地促進条例の一部を改正する条例について、可決すべきもの。
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議案第106号 海津市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、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７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

定しましたことを併せて御報告いたします。 

 また、主な質疑として、議案第92号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第７号）のう

ち、本委員会の所管に属する事項の関係で、財産管理費の公用車購入費、電気自動車の使用

目的等について質問があり、大規模な停電時に電力供給事業者が総合福祉会館ひまわり駐車

場に設置する太陽光発電装置により発電した電力を、電気自動車を蓄電池として活用し、24

時間電気が使用できる環境にするために導入する。また、防災訓練等での活用や日常は公用

車として使用する旨の説明がありました。 

 庁舎管理費の新型コロナウイルス感染症対策備品購入費、顔認証ＡＩカメラの詳細につい

て質問があり、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来庁者の体温を素早く測るＡ

Ｉ温度検知機器を玄関に３台導入する旨の説明がありました。 

 情報政策費の庁内環境整備業務委託料、庁舎Ｗｉ－Ｆｉ環境整備について質問があり、新

型コロナウイルス感染症対策として、職員の分散業務用ネットワーク構築及び新型コロナ近

接者追跡システム導入を行う旨の説明がありました。 

 まちづくり推進費の姉妹都市交流50周年記念碑設置工事の詳細について質問があり、50周

年を節目として寄附金を財源に記念碑を設置する旨説明がありました。 

 戸籍住民基本台帳費のシステム改修委託料、コンビニ交付サービスの詳細について質問が

あり、マイナンバーカードを利用して住民票・印鑑証明書を全国のコンビニのマルチコピー

機で取得できるサービスであり、事業に係る委託料について国庫補助金の10分の10、同サー

ビスの実証期間、利用料、周知の方法について説明がありました。 

 商工業振興費のかいづっち買物券の第２弾として配付する１人3,000円分の内容について

質問があり、外食できない方に配慮し、食事券1,000円分、買物券2,000円分に配分した旨説

明がありました。 

 水晶の湯管理費の施設修繕工事費１億1,361万5,000円の詳細について質問があり、水晶の

湯は、観光や入湯税の財源確保等の観点から存続を考え、指定管理者募集に伴い施設の設備

の総合点検を実施したところ、浴槽・浴室の漏水等が著しく、施設の維持・延命のために新

たな指定管理者による営業再開前に修繕する必要がある旨の説明がありました。以上でござ

います。 

○議長（水谷武博君） 続きまして、文教福祉委員長 川瀬厚美君。 

〔文教福祉委員長 川瀬厚美君 登壇〕 

○文教福祉委員長（川瀬厚美君） おはようございます。 
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 委員会報告をさせていただきます。 

 海津市議会議長 水谷武博様、文教福祉委員会委員長 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109条

の規定により報告します。 

 議案番号、件名、結果の順です。 

 議案第92号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第７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95号 令和２年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援セ

ンター特別会計補正予算（第１号）、可決すべきもの。議案第96号 令和２年度海津市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）、可決すべきもの。議案第97号 令和２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100号 令和２年度海津市介

護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第１号）、可決すべきもの。議案第101号 令和２

年度海津市介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）、可決すべきもの。議案第

103号 海津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について、可決すべきもの。議案第104号 海津市留守家庭児童教室条例の一

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８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

定をしましたことを併せて御報告いたします。 

 また、主な質疑として、議案第92号 令和２年度海津市一般会計補正予算（第７号）のう

ち、本委員会の所管に属する事項の関係で、老人福祉費の地域介護・福祉空間整備等施設補

助金6,650万4,000円の詳細について質問があり、コロナウイルス感染症対策として、介護施

設に可動式の壁を設置することにより空間がつくられ個室化する事業で、１事業者から希望

があり３施設に対し設備するもの、面積案分による補助がある旨の説明がありました。 

 保育園費の絵本・玩具消毒器購入の詳細について質問があり、仕様・能力について説明が

ありました。 

 学校管理費の城山小学校送迎用バス購入費について、故障等による代替かとの質問があり、

新型コロナウイルス感染症対策として、現在社会教育課のバスを使用し、送迎用に２台体制

で運営しているが、今後を見据えバス１台を購入する旨の説明がありました。 

 公民館費の海津公民館施設改修工事について、工期を２年から１年にした理由は何かとの

質問があり、当初、利用者が少ない１月以降に大ホールの改修を予定していたが、新型コロ

ナウイルス感染症対策として利用が制限されていることから、前倒しで施工する旨の説明が

ありました。また、新型コロナウイルス感染症対策に伴う行事・事業等中止による減額につ
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いて説明がありました。以上、報告を終わります。 

○議長（水谷武博君） 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、総務産業建設委員会付託案件の質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 続きまして、文教福祉委員会付託案件の質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論、採決を行います。 

 それでは、議案第92号から議案第106号までの討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 お諮りをいたします。議案第92号から議案第106号までの14議案につきましては、一括採

決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〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第92号から議案第106号までの14

議案につきましては一括採決をいたします。 

 お諮りをします。議案第92号から議案第106号までの14議案について、委員長報告のとお

り可決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〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第92号 令和２年度海津市一般会

計補正予算（第７号）、議案第93号 令和２年度海津市クレール平田運営特別会計補正予算

（第２号）、議案第94号 令和２年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算（第２号）、

議案第95号 令和２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補正予算

（第１号）、議案第96号 令和２年度海津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、議

案第97号 令和２年度海津市介護保険特別会計補正予算（第１号）、議案第98号 令和２年

度海津市水道事業会計補正予算（第１号）、議案第99号 令和２年度海津市下水道事業会計

補正予算（第１号）、議案第100号 令和２年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計補正

予算（第１号）、議案第101号 令和２年度海津市介護老人保健施設事業特別会計補正予算
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（第１号）、議案第102号 企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例及び

海津市企業立地促進条例の一部を改正する条例について、議案第103号 海津市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、議

案第104号 海津市留守家庭児童教室条例の一部を改正する条例について、議案第106号 海

津市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、以上14案件は、委員長報告のとおりに

可決決定いたしました。 

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

   ◎認定第１号 令和元年度海津市一般会計決算の認定についてから認定第13号 令和

元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（水谷武博君） 続きまして、日程第16、認定第１号から日程第28、認定第13号までの

13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、ただいまから委員長から審査結果

の報告を求めます。 

 それでは、決算特別委員長 赤尾俊春君。 

〔決算特別委員長 赤尾俊春君 登壇〕 

○決算特別委員長（赤尾俊春君） それでは、委員会報告書朗読をもって報告をさせていただ

きます。 

 令和２年９月24日、海津市議会議長 水谷武博様、決算特別委員会委員長 赤尾俊春。 

 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109条

の規定により報告します。 

 議案番号、件名、結果の順に朗読します。 

 認定第１号 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元年度海津市介護老人保健施設
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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12号 令和元年度海津市駒野奥

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13号 令和元年度海津市羽

沢財産区会計決算の認定について、認定すべきもの。 

 審査の経過を報告いたします。 

 ９月15日、16日に提出されました各会計の決算書等の各書類により、慎重に審査をいたし

ました。結果につきましては、ただいま報告したとおりでありますが、認定第１号 令和元

年度海津市一般会計決算の認定については反対討論があり、審査・採決の結果、賛成多数で

認定すべきものと決定しました。 

 なお、その他認定12案件は、全て全会一致で認定すべきものと決定しましたことを併せて

報告いたします。 

 審査の過程で様々な質疑がありましたが、総括質疑の中で、委員より、財政調整基金につ

いて92万円ほど積立てし、11億6,500万円を維持しているが、基金を取り崩さずに済んだ理

由は何かとの質疑に、事業を絞って実施したこと、実質単年度収支は１億2,900万円の赤字

であるが、前年度に比べ5,000万円ほど減った旨の答弁がありました。 

 さらに、来年度は、新型コロナウイルスの影響により厳しい財政状況となることが予想さ

れるが、事業の選択・方針等はあるかとの質疑に、来年度の状況は新型コロナウイルスの影

響による歳入の減が見込まれるが、予算編成については包括予算制度による各部局長のマネ

ジメントをしっかり行い、ふるさと応援基金を移住・定住対策に予算化する。また、令和２

年度決算では、下水道事業会計へ基金から７億円の繰り出しを行うため、決算的には状況は

悪く見える旨の答弁がありました。 

 また、財政の健全化とは何か、歳出については今まで見直しされていない事業への取組、

職員の執務内容の改善、歳入については松風苑の介護職員の不足解消により歳入の増が見込

まれるのではないかとの質疑に、市は利益を追求する必要はなく、現状の住民サービス水準

をなるべく維持した上で、収支の均衡もしくは多少の黒字になることが目標である。介護職

員不足については募集に努力しているが、解消に至っていない。新たに大垣養老高校に募集

に行くことや、介護職員から看護師への養成にも努める旨の答弁がありました。以上でござ

います。 

○議長（水谷武博君） 委員長の報告が終わりました。 

 それでは、決算特別委員会付託案件の質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 それでは、認定第１号について、これから討論を行います。 
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 討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。 

 10番 六鹿正規君。 

〔10番 六鹿正規君 登壇〕 

○10番（六鹿正規君） 私は、認定第１号 令和元年度海津市一般会計決算の認定について、

反対の立場で討論をします。 

 その前に、今委員長のほうから報告がございました。委員会のほうでも賛成多数で可決を

されました。この海津市の職員は、職務を全うしている者が報われない職場と、そのように

感じました。そこで、反対討論に入ります。 

 私は、認定第１号 令和元年度海津市一般会計決算、２款総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費、２節給料並びに３節職員手当のうち、副市長に係る分は認定するわけにはまい

りません。なぜならば、市民から副市長の勤務時間についてのお尋ねがあり、お伺いしまし

たところ、午後からの公務がない場合は帰るときがあるとのことでした。常勤の特別職の公

務とは、事務所で執すること、市民に対外的に情勢に関する情報収集をすることも含め、公

務の一部であると思っている副市長が、午後から公務がないからといって自宅に帰ることは、

職務怠慢と思われても仕方がないことである。さらに、今年度に入っても変わらぬ所業と聞

く。市長が掲げた海津市財政再生対策を達成するためにも、副市長の処遇改善が必要と考え

る。 

 したがって、副市長に支払われた総額1,035万450円は、認めるわけにはまいりません。前

回、副市長の選任同意に賛成の意を示された会派、政和会・清流くらぶを含む過半数の議員

こそが、副市長の任期、令和５年３月31日まで職務を全うしていただき、誰からも信頼され

る副市長になっていただくためにも、今回は叱咤激励の意を、思いを込め、共に認定第１号

 令和元年度海津市一般会計決算の認定については反対しようではありませんか。私たち議

員にも、財政の立て直しには大きな責任が課せられています。 

 以上、反対討論とします。 

○議長（水谷武博君） 次に、３番 松岡唯史君。 

〔３番 松岡唯史君 登壇〕 

○３番（松岡唯史君） 議長のお許しをいただきましたので、反対討論をさせていただきます。 

 認定第１号 令和元年度海津市一般会計決算の認定について、反対。 

 一般質問や決算特別委員会において、六鹿議員から、副市長が平日の昼間に自宅へ私用で

帰られることがあることを指摘され、私も事実であることも確認をしました。また、今年２

月21日の全員協議会におきまして、市長が検査のために欠席をされた際、副市長が市長の諸

般の報告を代理でされたものの、事前に市長が欠席されることを知っていたにも関わらず、

十分な打合せもせず、議員からの各行事に関する質問に対して答弁できなかったことも六鹿
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議員から指摘をされました。 

 副市長の職務は、市長の補佐、市長の命を受け政策・企画の立案をすることや職員の担任

する事務を監督すること、市長の職務の代理等と理解をしております。確かに副市長には勤

務時間という概念はないものの、人口減少や財政が悪化をしている状況の本市におきまして、

課題は山積しており、私は副市長が職責を果たしているのか大変疑問に思います。 

 また、先日の全員協議会における副市長の対応については、市長と打合せをする時間は十

分にあったと考えられ、各議員からの質問に答弁できなかったことや各議員の質問に対して

答えられないだけではなく、反省を述べるのみで真摯に対応する姿勢が見られなかったこと

を勘案いたしますと、市長の職務の代理を果たしていないと言えます。 

 したがいまして、決算特別委員会の質疑における六鹿議員の意見や討論に賛同し、また以

上の理由から、副市長が給料・手当に見合うだけの働きをされていないと考え、副市長への

給料・手当について認めることはできません。 

○議長（水谷武博君） 賛成討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） そのほか、討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより認定第１号を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は認定すべきものです。 

 本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は御起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（水谷武博君） 着席願います。 

 議員総数14名、起立者10名、起立多数です。よって、認定第１号 令和元年度海津市一般

会計決算の認定については、委員長報告のとおり認定されました。 

 続きまして、認定第２号から認定第13号までの討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論はないものと認めます。 

 お諮りします。認定第２号から認定第13号までの12議案につきまして、委員長報告のとお

り認定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〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、認定第２号 令和元年度海津市クレー
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ル平田運営特別会計決算の認定について、認定第３号 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元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 令和元年度

海津市水道事業会計決算の認定について、認定第10号 令和元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 令和元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12号 令和元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13号 令和元年度海津市羽沢財産区会計決算の認定について、以上の

12議案は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

 ここでしばらく休憩をいたします。 

（午前９時３３分）  

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

○議長（水谷武博君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前９時３３分）  

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

○議長（水谷武博君） お諮りをいたします。ただいま市長から議案第107号 物品購入契約

の締結について及び議員から発議第５号 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求め

る意見書についてが提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１・追加日程第２として議題にしたいと思いますが、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（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第107号、発議第５号を日程に追

加し、追加日程第１・追加日程第２として議題といたします。 

 議案の配付を願います。 

〔追加議事日程の配付〕 

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

   ◎議案第107号 物品購入契約の締結について 

○議長（水谷武博君） 初めに、追加日程第１、議案第107号 物品購入契約の締結について

を議題といたします。 

 市長より提案理由の説明を求めます。 

 市長 松永清彦君。 
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〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） ただいま追加提案いたしました議案第107号の物品購入契約の締結に

つきましては、学校におけるＩＣＴ環境整備方針に基づき、各教室に設置するための大型モ

ニターの購入について、株式会社中日ＡＶシステムと契約額3,507万9,000円で契約締結すべ

く、海津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、提案理由を申し上げましたが、何とぞよろしく御審議をいただきまして、適切な御

議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（水谷武博君） 提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 大型モニターを整備することには、何ら異論はございません。ただ、

この指名された中に海津市で業を営む業者はいるのか、お尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 今回の入札につきましては、５者指名をしております。そのうち２者、市内の業者を選定

しております。以上です。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 落札価格は予定価格の何％になるのか、ちょっとお尋ねします。 

○議長（水谷武博君） 答弁はできますか。 

 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） 申し訳ございません。 

 94.4％でございます。 

○議長（水谷武博君） そのほか、ございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 先に、六鹿議員。 

○10番（六鹿正規君） 今、パーセントもお聞きしました。 

 私の願いとしては、やはり地元で商いをしてみえる、そして納税もしてみえる、そういっ

た地元の業者に対する、言い方は悪いかもしれませんけれども、地元業者の育成という意味

からも配慮をしていただきたいと、そのように思うわけでございます。終わります。 

○議長（水谷武博君） そのほか、ございますか。 
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〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） すみません、２点お願いします。 

 参考資料のほうで、業務の概要ということで、大型モニター、小学校普通教室75台、中学

校普通教室30台とありますが、これは各小・中学校の担任の先生が見えるクラスだと思うん

ですが、これには特別支援学級とかは含まれているのかどうかを教えていただきたいのが１

点。 

 ２点目なんですが、この大型モニターというのは移動可能かどうかということを教えてく

ださい。以上２点、よろしくお願いします。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 特別支援学級も含んでおります。 

 ２点目の移動ができるかというお話ですけれども、これは固定になりますので、普通教室

に固定をさせていただきます。ただし、特別教室については、現在あります電子黒板を利用

いたす予定をしておりますので、今回のものについては固定で設置させていただくというこ

とです。以上です。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 松田芳明君。 

○４番（松田芳明君） 今の答弁で固定ということだったんですが、どのぐらいのサイズかち

ょっと分からないんですが、自分は。今まであったような電子黒板でもかなり重くて、子ど

もたちが運ぶときにも注意をしないかんと思うんですが、この大型モニターというのは各教

室に固定されるということだったんですが、大きな地震等で倒れるとか、そういった配慮と

かそういうことは十分されているのかどうか教えてください。 

○議長（水谷武博君） 教育委員会事務局長 伊藤一人君。 

○教育委員会事務局長（伊藤一人君） お答えします。 

 モニターについては65型のモニターを予定しております。もちろん学校にもよりますけれ

ども、地震対策等を考慮して壁付にしたり、その辺のところはしっかりやっていきたいと思

っています。以上です。 

○議長（水谷武博君） そのほか、ございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（水谷武博君） 六鹿議員。 

 起立の上、お願いいたします。 

○10番（六鹿正規君） 今回の質疑というのは、入札に関係したことではないかなあと思いま
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す。今された質疑というのは、本来委員会のほうでしていただくのがベターかなあというふ

うに思いますので、その旨、議長のほうからきちっとした御配慮をお願いいたします。 

○議長（水谷武博君） 分かりました。御意見賜りました。 

 ほかにございますか。 

 ほかに質問ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りをします。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、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これより議案第107号を採決いたします。 

 お諮りをします。議案第107号 物品購入契約の締結について、原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、議案第107号 物品購入契約の締結に

ついては原案のとおり可決されました。 

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

   ◎発議第５号 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書について 

○議長（水谷武博君） 続きまして、追加日程第２、発議第５号 防災・減災・国土強靱化対

策の継続・拡充を求める意見書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。 

 ６番 伊藤誠君。 

〔６番 伊藤誠君 登壇〕 

○６番（伊藤 誠君） それでは、発議第５号の提案理由の説明をさせていただきます。 

 海津市議会議長 水谷武博様、提出者は私、海津市議会議員 伊藤誠、賛成者は海津市議

会議員 川瀬厚美、同じく海津市議会議員 服部寿でございます。 

 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第１項の規定により提出させていただくもの



－１６６－ 

でございます。 

 理由としまして、現在、世界は異常な気候変動の影響を受け各国各地で甚大な被害を被っ

ている。我が国でも、豪雨、河川の氾濫、土砂崩落、地震、高潮、暴風・波浪、豪雪など、

自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。このような甚大な自然災害に事前から備え、

国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靱化は、一層その重要性を増しており、喫緊の

課題となっている。 

 こうした状況を受け、国においては、「国土強靱化基本計画」を改訂するともに、「防

災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を策定し、集中的に取り組んでいるが、そ

の期限が令和３年３月末までとなっている。 

 現状では、過去の最大を超える豪雨による河川の氾濫・堤防の決壊、山間部の土砂災害等

により多くの尊い命が奪われるなど、犠牲者は後を絶たない。今後起こり得る大規模自然災

害の被害を最小限に抑え、迅速な復旧復興へとつながるよう「防災・減災、国土強靱化」は

より一層、十分な予算の安定的かつ継続的に確保が必要である。 

 よって、国においては、意見書記載事項を講じられるよう強く要望するものでございます。 

 具体的な要望事項及び提出先につきましては、別紙のとおりでございますのでよろしくお

願いをいたします。以上でございます。 

○議長（水谷武博君） 趣旨説明が終わりましたので、質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りをいたします。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、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（水谷武博君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 ただいまから発議第５号を採決いたします。 

 お諮りをいたします。発議第５号 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意

見書については、原案のとおり可決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〕 

○議長（水谷武博君） 異議なしと認めます。よって、発議第５号 防災・減災・国土強靱化
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対策の継続・拡充を求める意見書については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 ここでしばらく休憩をいたします。 

（午前９時４８分）  

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

○副議長（橋本武夫君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前９時４９分）  

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

○副議長（橋本武夫君） ただいま水谷武博君から議長の辞職願の提出がありましたので、副

議長の私が議長の職務を執らせていただきます。皆様の御協力を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３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（橋本武夫君） 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３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（橋本武夫君） 追加日程第３、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、水谷武博君の退場を求めます。 

〔議長 水谷武博君 退場〕 

○副議長（橋本武夫君） それでは、追加日程を配付いたします。 

〔追加議事日程の配付〕 

○副議長（橋本武夫君） お諮りします。水谷武博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。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（橋本武夫君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 海津市議会の申合せ事項では、例えば再任を妨げるという項目はあっ

たのか、なかったのか、ちょっとお尋ねします、事前に。 

○副議長（橋本武夫君） 確認しますので、しばらくお待ちください。 

 では、10時まで休憩とします。 

（午前９時５４分）  

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

○副議長（橋本武夫君） では、再開します。 
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（午前９時５７分）  

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

○副議長（橋本武夫君） 先ほど六鹿議員からの質疑がありましたけれども、海津市議会の申

合せ事項には議長の申合せ事項はありませんので、水谷議長が自発的に辞職をされたものと

いうふうに理解をしておりますのでよろしくお願いをいたします。 

 では、改めてお諮りします。水谷武博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。 

〔挙手する者あり〕 

○副議長（橋本武夫君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 辞職の理由をちょっとお尋ねしたいです。 

○副議長（橋本武夫君） お答えをいたします。 

 今、辞職願が手元にはございませんけれども、一身上の都合ということだそうでございま

す。 

〔挙手する者あり〕 

○副議長（橋本武夫君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 一身上の都合を確認されましたか。 

〔挙手する者あり〕 

○副議長（橋本武夫君） 赤尾俊春君。 

○13番（赤尾俊春君） 先ほど来、六鹿議員からそういった確認したかとか言ったことを聞か

れておりますが、議長が一身上の都合で出された辞職願をやはり尊重すべきだと僕は思いま

すので、ここで異議があるなら起立採決をしていただいて、議事進行をしていただきたいと

思っております。 

○副議長（橋本武夫君） 分かりました。 

〔挙手する者あり〕 

○副議長（橋本武夫君） 六鹿正規君。 

○10番（六鹿正規君） 今言われた、冒頭に一身上の都合というふうに議長が述べられれば、

私はそれには何も引っかかりません。ただ、辞表が提出されたという御発言でしたから私は

お尋ねしたんです。赤尾議員が言われるように一身上の都合であれば、これは仕方がないと

思います。その確認を私はしたかっただけです。 

○副議長（橋本武夫君） では、議長の辞職の理由は一身上の都合ということで辞職願をいた

だいておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 お諮りします。水谷武博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〕 
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○副議長（橋本武夫君） 異議なしと認めます。よって、水谷武博君の議長の辞職を許可する

ことに決定いたしました。 

 水谷武博君、入場してください。 

〔15番 水谷武博君 入場〕 

○副議長（橋本武夫君） 水谷武博君、議長の職を辞職することを許可いたしましたので、御

報告いたします。 

 では、水谷武博君から議長退任の挨拶をお願いいたします。壇上にてお願いいたします。 

〔15番 水谷武博君 登壇〕 

○15番（水谷武博君） それでは、退任の挨拶をさせていただきます。 

 まずもって、この１年、議会運営委員会の委員様をはじめ議員の皆様には、そして市長以

下執行部の皆様には、いろいろ御指導・御協力を賜りまして、大過なく議長職を終えること

ができたかなと思っております。 

 今年に入りましてから、皆さん御存じのようにコロナ感染症対策ということで、議会運営

もいろいろ手を尽くしてやってきましたが、皆様の御協力を得て何とか議会運営ができたか

なと思っております。その中でも、特に私、１年前に議長就任時に申し上げました上級官庁

への議会活動としての要望活動を希望しておるということを、初めの就任時の挨拶でいたし

ました。これが８月21日、議員の皆様の御協力を得て、直接岐阜県知事、県教育長に議会と

して要望ができたことは、私は本当によかったなと思っております。今後も、議会活動とし

て上級官庁の予算編成の前に議会として要望活動ができたら、海津市の事業の促進、予算獲

得のためにも私はなるし、海津市の発展につながると思っておりますので、どうか引き続き

議員の皆様の御理解を得てできることを願うものでございます。 

 長々と申し上げましたが、この１年、本当に皆様の御指導・御協力によりまして退任する

ことができました。本当にありがとうございました。（拍手） 

○副議長（橋本武夫君） 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。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（橋本武夫君） 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４として直ちに選挙を行うことに決定しました。 

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

   ◎議長の選挙 

○副議長（橋本武夫君） 追加日程第４、議長の選挙を行います。 
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 選挙の方法についてお諮りします。御承知のとおり、選挙の方法には投票によるものと指

名推選によるものがございます。どちらの方法で行ったらよろしいでしょうか。 

〔「投票でお願いします」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（橋本武夫君） 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〕 

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

 議場の出入口の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長（橋本武夫君） ただいまの出席議員は15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１番 里雄淳意君と２番 二ノ宮一貴君

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、御承知おき願

います。 

 では、投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長（橋本武夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○副議長（橋本武夫君） 配付漏れなしと認めます。 

 念のために申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人１名の氏名を記載

願います。 

 なお、同じ姓が２人以上いる場合は、姓のみを記載した投票など、誰に投票したか不明な

投票は無効ですので申し添えます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（橋本武夫君） 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読み上げますので、順番に投票願います。 

○議会事務局長（長谷川 誠君） それでは、１番 里雄淳意議員、２番 二ノ宮一貴議員、

３番 松岡唯史議員、４番 松田芳明議員、５番 浅井まゆみ議員、６番 伊藤誠議員、８
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番 飯田洋議員、９番 伊藤久恵議員、10番 六鹿正規議員、11番 藤田敏彦議員、12番 

川瀬厚美議員、13番 赤尾俊春議員、14番 服部寿議員、15番 水谷武博議員。議長は最後

に投票します。橋本武夫議員。 

〔投  票〕 

〔副議長投票〕 

○副議長（橋本武夫君） 投票漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○副議長（橋本武夫君） 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。１番 里雄淳意君と２番 二ノ宮一貴君、開票の立会いを

お願いいたします。 

〔開  票〕 

○副議長（橋本武夫君） 選挙の結果を報告します。 

 投票総数15票、有効投票15票。無効投票ゼロ票です。 

 有効投票のうち、服部寿君11票、川瀬厚美君４票。 

 以上のとおりです。よって、服部寿君が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長（橋本武夫君） ただいま議長に当選されました服部寿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。 

 それでは、議長に当選されました服部寿君、就任の御挨拶を壇上にてお願いいたします。 

〔新議長 服部寿君 登壇〕 

○新議長（服部 寿君） 改めて、議長の就任の挨拶をさせていただきます。 

 ただいまは議長選挙におきまして、不肖私服部寿を大勢の皆さん方の投票によりまして議

長の職を得ましたことを、誠に光栄でありありがたくお受けいたします。 

 私ごとでございますけれども、平成７年に旧海津町議会に当選させていただきまして、合

併前の最後の議長をさせていただきました。そして平成17年、海津市が３町合併しまして、

今日で16年目を迎えますが、過去２回議長職を拝命しました。せんだっての議長から５年た

った今日、３回目の議長に就任させていただくわけでございますけれども、地方自治法によ

ります議長の職責、議場の秩序の保持、そして議事の整理、議会事務の統理、そして議会の

代表権の職責を担っております。その職責を全うするために、私一人の力では到底達するこ

とはできません。皆様方議員各位の御支援、また御協力を賜りますことを切にお願いする次

第でございます。 
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 また、松永市長をはじめ執行部の皆様、松永市長も市民の皆様の直接選挙によって選ばれ、

我々議員も直接選挙によって選ばれ、この場にお互いに立っております。ともに執行部も

我々議員も海津市の発展、そして海津市民の幸せを願ってこの場に立っておるわけでござい

ますので、お互いに切磋琢磨しながら海津市の発展に御協力賜りますよう、よろしく重ねて

お願い申し上げまして、議長の就任の挨拶とさせていただきます。１年間どうぞよろしくお

願い申し上げます。（拍手） 

○副議長（橋本武夫君） ありがとうございました。 

 これで新議長と議長を交代いたします。皆様の御協力、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（服部 寿君） それでは、私が議長の席を継がせていただきます。皆様の御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

 新型コロナ対策のため、換気のためにここで10時40分まで休憩といたします。 

（午前１０時２４分）  

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

○議長（服部 寿君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３９分）  

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

○議長（服部 寿君） ただいま橋本武夫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５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〕 

○議長（服部 寿君） 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５とし、直ちに議題とすることに決定いたしました。 

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

   ◎副議長辞職の件 

○議長（服部 寿君） 追加日程第５、副議長辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、橋本武夫君の退場を求めます。 

〔副議長 橋本武夫君 退場〕 

○議長（服部 寿君） お諮りします。橋本武夫君の副議長の辞職を許可することに御異議ご

ざいませんか。 

 すみません。追加日程の配付を先にお願いいたします。 

〔追加議事日程の配付〕 

○議長（服部 寿君） 再度お諮りします。橋本武夫君の副議長の辞職を許可することに御異
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議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、橋本武夫君の副議長の辞職を許可する

ことに決定いたしました。 

 橋本武夫君、入場してください。 

〔７番 橋本武夫君 入場〕 

○議長（服部 寿君） 橋本武夫君の副議長の職を辞職することを許可いたしましたので、御

報告いたします。 

 橋本武夫君から副議長退任の挨拶をお願いいたします。壇上にてお願いいたします。 

〔７番 橋本武夫君 登壇〕 

○７番（橋本武夫君） 議会の皆様の御協力の下、この１年間副議長の任を務めさせていただ

きました。経験豊かな水谷議長の下、本来副議長は議長の補佐とかいうことも大切な任務で

はあろうかと思いますけれども、そういったことが十分にできたのかなあということを甚だ

反省している日々でございます。また、特にこの１年間は、前半と後半では大きく状況が変

わり、いろいろと勉強させられる期間でございました。 

 これで副議長の任を解かせていただきますけれども、今後も一議員として海津市民の負託

に応え、海津市の発展と市民の福祉の向上により一層頑張っていきたいと思っておりますの

で、今後とも皆様方の御指導・御鞭撻をお願いして退任の挨拶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（服部 寿君） 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６とし、直ちに選挙を行いたい

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（服部 寿君） 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６として直ちに選挙を行うことに決定いたしました。 

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

   ◎副議長の選挙 

○議長（服部 寿君） 追加日程第６、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。 

〔「投票」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） ただいま投票によるものと発言がありました。 

 選挙の方法は、投票により行ってよろしいか御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、選挙は投票で行います。 

 議場の出入口の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（服部 寿君） ただいまの出席議員は15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３番 松岡唯史君と４番 松田芳明君を

指名いたします。 

 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、御承知願います。 

 では、投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（服部 寿君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（服部 寿君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検してください。 

〔投票箱点検〕 

○議長（服部 寿君） 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。 

○議会事務局長（長谷川 誠君） それでは、１番 里雄淳意議員、２番 二ノ宮一貴議員、

３番 松岡唯史議員、４番 松田芳明議員、５番 浅井まゆみ議員、６番 伊藤誠議員、７

番 橋本武夫議員、８番 飯田洋議員、９番 伊藤久恵議員、10番 六鹿正規議員、11番 

藤田敏彦議員、12番 川瀬厚美議員、13番 赤尾俊春議員、15番 水谷武博議員。議長は最

後に投票いたします。服部寿議員。 

〔投  票〕 

〔議長投票〕 

○議長（服部 寿君） 投票漏れはありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（服部 寿君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 
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 それでは開票を行います。３番 松岡唯史君と４番 松田芳明君、開票の立会いをお願い

いたします。 

〔開  票〕 

○議長（服部 寿君） 副議長選挙の結果を報告します。 

 投票総数15票、有効投票15票、無効投票ゼロ票です。 

 有効投票のうち、伊藤誠君11票、松岡唯史君４票。 

 以上のとおりでございます。よって、伊藤誠君が副議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（服部 寿君） ただいま副議長に当選されました伊藤誠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。 

 それでは、副議長に当選されました伊藤誠君、就任の御挨拶を壇上にてお願いいたします。 

〔副議長 伊藤誠君 登壇〕 

○新副議長（伊藤 誠君） ただいま不肖私を新しく副議長に選任をいただき、誠に感謝に堪

えません。また、誠に光栄に存じます。今、改めまして気持ちを新たにしているところでご

ざいます。私、一昨年に続きまして２度目の副議長就任になるわけでございますが、初心に

帰りまして、先ほど服部新議長が議長の職務を述べられたように、その職務をきちっと補佐

できますように精進をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 議員各位におかれましては、また市長をはじめ執行部の皆様におかれましては、何かと御

指導賜りますようにお願い申し上げますとともに、また御協力のほど重ねてお願い申し上げ

まして御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（服部 寿君） ありがとうございます。 

 ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時５７分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時２７分）  

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

○議長（服部 寿君） お諮りします。任期満了による常任委員の選任についてを日程に追加

し、追加日程第７とし、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〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、常任委員の選任についてを日程に追加
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し、追加日程第７とし、議題とすることに決定いたしました。 

 追加日程を配付いたします。 

〔追加議事日程の配付〕 

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

   ◎常任委員の選任について 

○議長（服部 寿君） 追加日程第７、常任委員の選任についてを行います。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により指名いたします。 

 議長において指名いたしました各常任委員を議会事務局長から発表させます。 

 議会事務局長 長谷川誠君。 

○議会事務局長（長谷川 誠君） それでは、発表させていただきます。 

 総務産業建設委員会委員８名ですが、里雄淳意議員、松岡唯史議員、飯田洋議員、伊藤久

恵議員、六鹿正規議員、川瀬厚美議員、水谷武博議員、服部寿議員。 

 続きまして、文教福祉委員７名ですが、松田芳明議員、二ノ宮一貴議員、浅井まゆみ議員、

伊藤誠議員、橋本武夫議員、藤田敏彦議員、赤尾俊春議員。 

 以上でございます。 

○議長（服部 寿君） お諮りします。ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの常任委員

に選任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（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君をそれぞれ

の常任委員に選任することに決定いたしました。 

 続きまして、お諮りします。任期満了による議会運営委員の選任についてを日程に追加し、

追加日程第８とし、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〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員の選任についてを日程に

追加し、追加日程第８とし、議題とすることに決定いたしました。 

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

   ◎議会運営委員の選任について 

○議長（服部 寿君） 追加日程第８、議会運営委員の選任についてを行います。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により指名いたします。 

 議長において指名いたしました議会運営委員を議会事務局長から発表させます。 

 議会事務局長 長谷川誠君。 

○議会事務局長（長谷川 誠君） それでは発表させていただきます。 

 議会運営委員７名ですが、赤尾俊春議員、伊藤久恵議員、里雄淳意議員、松田芳明議員、
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橋本武夫議員、伊藤誠議員、川瀬厚美議員。 

 以上でございます。 

○議長（服部 寿君） お諮りします。ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員に選任

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〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました諸君を議会運営

委員に選任することに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

（午後１時３１分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時３１分）  

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

○議長（服部 寿君） 休憩中に各正・副委員長の互選を行いましたので、議会事務局長から

報告させます。 

 議会事務局長 長谷川誠君。 

○議会事務局長（長谷川 誠君） それでは、発表させていただきます。 

 総務産業建設委員会委員長に里雄淳意議員、副委員長に松岡唯史議員。 

 文教福祉委員会委員長に松田芳明議員、副委員長に二ノ宮一貴議員。 

 議会運営委員会委員長に赤尾俊春議員、副委員長に伊藤久恵議員。 

 以上のとおりです。 

○議長（服部 寿君） 続きましてお諮りします。南濃衛生施設利用事務組合議会議員、六鹿

正規君、橋本武夫君、里雄淳意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会

議員の選挙を日程に追加し、追加日程第９とし、選挙を行いたいと思います。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（服部 寿君） 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会議員の

選挙を日程に追加し、追加日程第９とし、選挙を行うことに決定いたしました。 

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

   ◎南濃衛生施設利用事務組合議会議員の選挙 

○議長（服部 寿君） 追加日程第９、南濃衛生施設利用事務組合議会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。これに御異議ございませんか。 



－１７８－ 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 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

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 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会議員に飯田洋議員、川瀬厚美議員、水谷武博議員を

指名いたします。 

 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会議員の当

選人と定めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました飯田洋議員、川

瀬厚美議員、水谷武博議員が南濃衛生施設利用事務組合議会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会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10として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〕 

○議長（服部 寿君） 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10として議題とすることに決定いたしました。 

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

   ◎議席の変更について 

○議長（服部 寿君） 追加日程第10、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、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部 寿君） 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

いたします。 

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



－１７９－ 

   ◎閉会の宣告 

○議長（服部 寿君） 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、令和２年海津市議会第３回定例会を閉会といたします。皆さん、大変

御苦労さまでございました。 

（午後１時３５分）  



－１８０－ 
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