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                                平成28年３月２日 

                                午前10時00分開会 

                                於 議 場 

１．出席議員は次のとおりである（16名） 

     １番   朝 日 将 貴        ２番   江 崎 貴 大 

     ３番   加 藤 克 之        ４番   高 橋 八重典 

     ５番   永 井 利 明        ６番   鈴 木 みどり 

     ７番   那 須 英 二        ８番   三 宮 十五郎 

     ９番   早 川 公 二        10番   平 野 広 行 

     11番   三 浦 義 光        12番   堀 岡 敏 喜 

     13番   炭  ふく代        14番   佐 藤 高 清 

     15番   武 田 正 樹        16番   大 原   功 

２．欠席議員は次のとおりである（なし） 

３．会議録署名議員 

     １番   朝 日 将 貴        ２番   江 崎 貴 大 

４．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２名） 

市 長  服 部 彰 文  副 市 長  大 木 博 雄 

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  三 輪 眞 士  書 記  浅 野 克 教 

書 記  伊 藤 国 幸     

６．議事日程 

日程第１       仮議席の指定 

日程第２       議長の選挙について 

追加日程       議席の指定 

追加日程       会議録署名議員の指名 

追加日程       会期の決定 

追加日程       副議長の選挙について 

追加日程       常任委員会委員の選任について 

追加日程       議会運営委員会委員の選任について 

追加日程       海部南部水道企業団議会議員の選挙について 

追加日程       海部南部消防組合議会議員の選挙について 

追加日程       海部地区環境事務組合議会議員の選挙について 

追加日程       海部地区水防事務組合議会議員の選挙について 
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追加日程       海部地区急病診療所組合議会議員の選挙について 

追加日程       海部南部広域事務組合議会議員の選挙について 

追加日程 同意第１号 監査委員の選任について 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前９時46分 開会 

○議会事務局長（三輪眞士君） 本臨時会は、一般選挙後、最初の議会でありますので、議長

が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を

行うことになっております。出席議員中、三宮十五郎議員が年長の議員でありますので、御

紹介を申し上げます。 

 三宮十五郎議員、議長席へお願いいたします。 

○臨時議長（三宮十五郎君） ただいま紹介されました三宮でございます。 

 地方自治法第107条の規定により臨時議長を務めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 ただいまから、平成28年第１回弥富市議会臨時会を開会いたします。 

 これより会議に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 仮議席の指定 

○臨時議長（三宮十五郎君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 議長の選挙について 

○臨時議長（三宮十五郎君） 日程第２、議長の選挙を行います。 

 準備をしますので、しばらくお待ちください。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉鎖いたします。 

             〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（三宮十五郎君） ただいまの出席議員は16人であります。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に朝日将貴議員と大原功議員を指名いたしま

す。 

 投票箱を点検いたします。 

             〔投票箱点検〕 

○臨時議長（三宮十五郎君） 異状なしと認めます。 

 投票は、単記無記名で行います。 

 局長の点呼により、順番に投票をお願いいたします。 

             〔職員点呼、投票〕 
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○臨時議長（三宮十五郎君） 投票漏れはありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○臨時議長（三宮十五郎君） 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。 

 朝日将貴議員、大原功議員は前のほうにおいでください。 

 開票の立ち会いをお願いいたします。 

             〔開  票〕 

○臨時議長（三宮十五郎君） それでは、選挙の結果を報告します。 

 投票総数16票のうち、有効投票16票、無効投票ゼロ。有効投票16票のうち、武田議員12票、

堀岡議員２票、三宮議員２票、以上でございます。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、武田正樹議員が議長に当選されました。 

 ここで議場の出入り口の閉鎖を解きます。 

             〔議場開鎖〕 

○臨時議長（三宮十五郎君） ただいまの議長に当選されました武田正樹議員が議場におられ

ますので、会議規則第32条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 議長に当選された武田正樹議員に発言を求めます。 

○新議長（武田正樹君） ただいま選挙によって議長という大役を仰せつかりました。身の引

き締まる思いでございます。本当にありがとうございました。 

 弥富市の発展のため、また、弥富市議会におけるさまざまな仕事を、皆様方の御協力によ

り全力で任期を全うさせていただく所存でございます。議員各位への御協力、御支援を承り

ますよう心からお願い申し上げ、就任の御挨拶にかえさせていただきます。 

 なお、私一個人の意見ですけれども、例えば、私、今、議長に就任させていただきました。

申し合わせにより議長の任期は２年となっております。これについても、協議会についてこ

れから議論していきたいなと思っておりますので、くれぐれもよろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。 

○臨時議長（三宮十五郎君） 議長が決まりましたので、ただいまから議長をかわります。よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

             〔臨時議長、新議長と交代〕 

○議長（武田正樹君） それでは、早速議事を進めます。 

 お諮りします。 

 ただいまお手元に配付しましたとおり、日程を追加し直し、直ちに議題としたいと思いま

す。御異議ありませんか。 
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             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付したとおり、日程を追加し、直ちに議題とすることに決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 議席の指定 

○議長（武田正樹君） 日程第３、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、ただいま着席のとおり指定いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 会議録署名議員の指名 

○議長（武田正樹君） 日程第４、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、朝日将貴議員と江崎貴大議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 会期の決定 

○議長（武田正樹君） 日程第５、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 第１回弥富市議会臨時会の会期を本日１日としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 副議長の選挙について 

○議長（武田正樹君） 日程第６、副議長の選挙についてを行います。 

 準備をしますので、しばらくお待ちください。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉鎖します。 

             〔議場閉鎖〕 

○議長（武田正樹君） ただいまの出席議員は16人であります。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に江崎貴大議員と佐藤高清議員を指名します。 

 投票箱を点検します。 

             〔投票箱点検〕 

○議長（武田正樹君） 異状なしと認めます。 

 投票は、単記無記名で行います。 
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 局長の点呼により、順番に投票をお願いします。 

             〔職員点呼、投票〕 

○議長（武田正樹君） 投票漏れはありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 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。 

 江崎貴大議員と佐藤高清議員、開票の立ち会いをお願いします。 

             〔開  票〕 

○議長（武田正樹君） それでは、選挙の結果を報告します。 

 投票総数16票のうち、有効投票16票、無効投票０票。有効投票16票のうち、平野議員12票、

堀岡議員２票、三宮議員１票、那須議員１票、以上であります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。よって、平野広行議員が副議長に当選されまし

た。 

 ここで議場の出入り口の閉鎖を解きます。 

             〔議場開鎖〕 

○議長（武田正樹君） ただいま副議長に当選されました平野広行議員が議場におられますの

で、会議規則第32条第２項の規定により当選の告知をします。 

 副議長に当選された平野広行議員に発言を求めます。 

○新副議長（平野広行君） ただいまの副議長選挙におきまして選任いただきました平野でご

ざいます。 

 大変光栄に思うと同時に責任の重大さを痛感いたしております。弥富市議会のさらなる議

会改革の推進、そして活力ある議会、さらには弥富市政発展のため、微力でございますが一

生懸命頑張っていくつもりでございます。浅学非才な私でありますが、皆様の御指導、御鞭

撻をいただきまして取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日

はありがとうございました。 

○議長（武田正樹君） ここで暫時休憩をいたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時13分 休憩 

             午後１時00分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（武田正樹君） 定刻になりましたので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、大原議員は所用により退席しておりますので報告いたします。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 常任委員会委員の選任について 

○議長（武田正樹君） 日程第７、常任委員会委員の選任についてを行います。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任は、委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付した名簿のとお

り、総務建設経済委員には、炭 ふく代議員、早川公二議員、三宮十五郎議員、大原功議員、

佐藤高清議員、平野広行議員、高橋八重典議員、朝日将貴議員。厚生文教委員には、鈴木み

どり議員、三浦義光議員、武田正樹議員、堀岡敏喜議員、那須英二議員、永井利明議員、加

藤克之議員、江崎貴大議員を選任したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、常任委員は、名簿のとおり選任することに決定しました。 

 なお、各正・副委員長も名簿のとおりです。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（武田正樹君） 日程第８、議会運営委員会委員の選任についてを行います。 

 お諮りします。 

 議会運営委員の選任は、委員会条例第８条第１項の規定により、お手元に配付した名簿の

とおり、三宮十五郎議員、堀岡敏喜議員、佐藤高清議員、永井利明議員、江崎貴大議員、朝

日将貴議員を選任したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員は、名簿のとおり選任することに決定しました。 

 なお、正・副委員長も名簿のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 海部南部水道企業団議会議員の選挙について 

○議長（武田正樹君） 日程第９、海部南部水道企業団議会議員の選挙についてを行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、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が、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 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。 
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 お諮りします。 

 指名の方法は、本席より指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本席より指名します。 

 海部南部水道企業団議会議員に、三宮十五郎議員、早川公二議員、鈴木みどり議員、加藤

克之議員、朝日将貴議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名した諸君を当選人とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した諸君が海部南部水道企業団議会議員に当選されました。 

 ただいま当選された諸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

告知します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 海部南部消防組合議会議員の選挙について 

○議長（武田正樹君） 日程第10、海部南部消防組合議会議員の選挙についてを行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、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が、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 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。 

 指名の方法は、本席より指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本席より指名をします。 

 海部南部消防組合議会議員に、大原功議員、炭 ふく代議員、佐藤高清議員、三浦義光議

員、那須英二議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名した諸君を当選人とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 



－９－ 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した諸君が海部南部消防組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選された諸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

告知します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 海部地区環境事務組合議会議員の選挙について 

○議長（武田正樹君） 日程第11、海部地区環境事務組合議会議員の選挙についてを行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、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が、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 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。 

 指名の方法は、本席より指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本席より指名します。 

 海部地区環境事務組合議会議員に、平野広行議員、早川公二議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名した諸君を当選人とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した諸君が海部地区環境事務組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選された諸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

告知します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 海部地区水防事務組合議会議員の選挙について 

○議長（武田正樹君） 日程第12、海部地区水防事務組合議会議員の選挙についてを行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、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が、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（武田正樹君） 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。 

 指名の方法は、本席より指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本席より指名します。 

 海部地区水防事務組合議会議員に、炭 ふく代議員、三浦義光議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名した諸君を当選人とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した諸君が海部地区水防事務組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選された諸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

告知します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 海部地区急病診療所組合議会議員の選挙について 

○議長（武田正樹君） 日程第13、海部地区急病診療所組合議会議員の選挙についてを行いま

す。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、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が、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 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。 

 指名の方法は、本席より指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本席より指名します。 

 海部地区急病診療所組合の議会議員に、永井利明議員、高橋八重典議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま指名した諸君を当選人とすることに御異議ありませんか。 
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             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した諸君が海部地区急病診療所組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選された諸君が議場におられますので、会議規則第32条第２項の規定により告

知します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 海部南部広域事務組合議会議員の選挙について 

○議長（武田正樹君） 日程第14、海部南部広域事務組合議会議員の選挙についてを行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、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が、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 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。 

 指名の方法は、本席より指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本席より指名します。 

 海部南部広域事務組合議会議員に、堀岡敏喜議員、那須英二議員、江崎貴大議員を指名し

ます。 

 お諮りします。 

 ただいま指名した諸君を当選人とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した諸君が海部南部広域事務組合議会議員に当選されました。 

 ただいま当選された諸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

告知します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 追加日程 同意第１号 監査委員の選任について 

○議長（武田正樹君） 日程第15、同意第１号を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定により、佐藤高清議員の退場を求めます。 

             〔14番 佐藤高清君 退場〕 
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○議長（武田正樹君） 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（服部彰文君） 監査委員の選任につきまして、提案理由を申し上げます。 

 この案を提出するのは、弥富市監査委員として佐藤高清氏を選任するため必要があるから

でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上です。 

○議長（武田正樹君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） ただいま議題となっております同意第１号は、会議規則第37条第３項

の規定により委員会への付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会への付託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（武田正樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意することに決定しました。 

 佐藤高清議員の入場を求めます。 

             〔14番 佐藤高清君 入場〕 

○議長（武田正樹君） ただいま選任された佐藤高清議員から発言を求められていますので、

発言を許します。 

○１４番（佐藤高清君） ただいま監査委員の選任につきまして、御同意をいただきました佐

藤高清でございます。 

 自治体の財務に関する事務の執行及び経営にかかわる事業の管理を監査しなければなりま

せん。その責任の重さを痛感しております。議員各位への御指導、御鞭撻を賜りますよう心

からお願い申し上げ、就任の御挨拶にかえさせていただきます。本当にありがとうございま

した。 

○議長（武田正樹君） 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了しました。平成28年第
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１回弥富市議会臨時会を閉会いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後１時12分 閉会 
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