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―― 午前９時３０分 開会 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開会宣告 
●議長（山中康樹） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただ今から、平成２

５年第１０回邑南町議会臨時会を開会いたします。これより、本日の会議を開きます。本日

の議事日程は、あらかじめお手元に配布のとおりでございます。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。８番大屋議員、９番中村

議員、お願いをいたします。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 
●議長（山中康樹）  日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたします。本臨時

会の会期は、本日１１月１８日の１日限りといたしたいと思いますが、これに異議ありませ

んか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、会期は、本日１１月１８日の１日限り

と決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
●議長（山中康樹）  日程第３、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。議案第９５

号教育委員会委員の任命の同意について、議案第９６号固定資産評価審査委員会委員の選任

の同意について、議案第９７号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、議案第

９８号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、以上４議案を一括上程いたしま

す。提出者からの提案理由の説明を求めます。 
●石橋町長（石橋良治）   はい議長、番外。 
●議長（山中康樹）  石橋町長。 
●石橋町長（石橋良治） 平成２５年第１０回邑南町議会臨時会にあたり、提案理由説明に先立

ちまして、１１月３日秋の叙勲を受章されたお二人にお祝いを申し上げたいと思います。こ

のたびの秋の叙勲を荒砂良明さんが旭日単光章を、また、野田恒人さんが瑞宝単光章を受章

されました。これまでの功績をたたえるとともに心からお喜び申し上げます。それでは提案

理由をご説明いたします。本日提案いたします議案は、教育委員会委員の任命の同意につい

て１件、固定資産税評価委員の選任の同意について３件、合計４件でございます。よろしく

お願いを申し上げます。それでは、議案第９５号教育委員会委員の任命の同意についての提



案理由についてご説明申し上げます。本議案は１１月１９日に任期満了を迎える河野光也教

育委員会委員を引き続き任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。任期は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条の規定により４年間となります。河野氏は

口羽小学校ＰＴＡ会長等役員を長年経験されるとともに、浜田地区社会教育委員連絡協議会

の評議員、旧羽須美村社会教育委員や邑南三町村合併協議会委員を歴任され、現在、口羽公

民館活動推進協議会委員を務めていただいております。人格、識見ともに優れ、教育委員会

委員として適任であると考えますので、よろしくお願いをいたします。次に、議案第９６号

固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についての提案理由についてご説明申し上げます。

本議案は固定資産評価審査委員会委員に引き続き井上晃紀氏を選任いたしたく議会の同意を

求めるものでございます。任期は地方税法第４２３条の規定により３年間となります。井上

氏は平成１２年３月から旧羽須美村において固定資産評価審査委員会委員を勤められ町村合

併後の邑南町においても引き続き固定資産評価審査委員会委員を務めておられます。人格、

識見ともに優れ、固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えますので、よろしく

お願いをいたします。次に、議案第９７号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい

ての提案理由についてご説明申し上げます。本議案は固定資産評価審査委員会委員に佐藤勝

氏を選任いたしたく議会の同意を求めるものでございます。任期は地方税法第４２３条の規

定により３年間となります。佐藤氏は旧瑞穂町役場に昭和４４年から勤務され、健康福祉課

長や議会事務局長などの要職を務められました。その間、昭和４７年から昭和５４年までは

税務課に籍をおかれ、固定資産の評価業務に精通しておられます。人格、識見ともに優れ、

固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えますので、よろしくお願いをいたしま

す。次に、議案第９８号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についての提案理由につ

いてご説明申し上げます。本議案は固定資産評価審査委員会委員に三宅幸徳氏を選任いたし

たく議会の同意を求めるものでございます。任期は地方税法第４２３条の規定により３年間

となります。三宅氏は旧石見町役場に昭和４３年から勤務され、社会教育課長、学校教育課

長や議会事務局長などの要職を務められました。その間昭和６２年から平成５年までは財政

課に籍を置かれ、そのうちの４年間は固定資産の評価業務に携わり評価事務に精通しておら

れます。人格、識見ともに優れ、固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えます

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（山中康樹） 以上で、提出者からの提案理由の説明を終わります。ここでお諮りをいた

します。議案第９５号、議案第９６号、議案第９７号及び議案第９８号につきましては、い

ずれも人事案件でございますので、質疑、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います

が、これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがいまして、議案第９５号、議案第９６号、議

案第９７号及び議案第９８号につきましては、質疑、討論を省略して直ちに採決に入ること

に決定をいたしました。 



●議長（山中康樹） これより議案第９５号の採決に入ります。議案第９５号に賛成の方の挙手

を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第９５号教育委員会委員の任命の同意

につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。続きまして、議案第９６号の

採決に入ります。議案第９６号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第９６号固定資産評価審査委員会委員

の選任の同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。続きまして、議

案第９７号の採決に入ります。議案第９７号に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第９７号、固定資産評価審査委員会委

員の選任の同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。続きまして、

議案第９８号の採決に入ります。議案第９８号に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第９８号、固定資産評価審査委員会委

員の選任の同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
閉会宣告 

●議長（山中康樹） 以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了しましたので、こ

れをもって、本臨時会を閉会したいと思います。これにご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会を閉会することに決定をいた

しました。これをもちまして、平成２５年第１０回邑南町議会臨時会を閉会といたします。

大変、ご苦労さまでございました。 
―― 午前９時４０分 閉会 ―― 

 


