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平成２６年第６回邑南町議会臨時会（第１日目）会議録 
１．招集年月日   平成２６年１１月１０日（平成２６年１１月４日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会     平成２６年１１月１０日（月） 午前９時３０分 
                        閉会  午前９時３４分 
４．応招議員 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 
１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 辰田 直久 １３番 亀山 和巳 
１４番  石橋 純二 １５番 三上 徹 １６番 山中 康樹   
５．不応招議員  なし 
６．出席議員  １５名 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均 ３番 平野 一成  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 
１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 辰田 直久 １３番 亀山 和巳 
１４番  石橋 純二 １５番 三上 徹 １６番 山中 康樹   
７．欠席議員   なし 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
        
８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 
   職 名     氏  名    職 名    氏  名   職 名    氏  名 
町 長 石橋 良治 副町長 桑野 修 総務課長 藤間 修 
危機管理課長   服部 導士 定住促進課長 原  修 企画財政課長 日高 輝和 
町民課長 種 文昭 税務課長 上田 洋文 福祉課長 飛弾 智徳 

農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長 日高 始 建設課長 土崎 由文 
水道課長 朝田 誠司 保健課長 日高 誠 会計課長 安原 賢二 
羽須美支所長 加藤 幸造 瑞穂支所長 川信 学 教育委員長 河野 義則 
教育長 土居 達也 学校教育課長 細貝 芳弘 生涯学習課長 能美 恭志 

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
    議会事務局長 沖 幹雄  事務局調整監 日高 泉 
１０．町長提出議案の題目  別紙のとおり 
１１．会議録署名議員の氏名 

  議席 氏 名   議席 氏 名 
１２番 辰田 直久 １３番 亀山 和巳 

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成２６年第６回邑南町議会臨時会議事日程 
 
                            平成２６年１１月１０日（月）午前９時３０分開会 
 
 開会、開議宣告 
 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 会期の決定 
 
日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 
  議案第１１３号 教育委員会委員の任命の同意について 
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平成２６年第６回邑南町議会臨時会会議録 
平成２６年１１月１０日（月） 

―― 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

６年第６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。１２番辰田議員、１３番

亀山議員、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１０日の１日限りといたしたいと思いますが、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。したがって、会期は、本日１１月１０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１１

３号、教育委員会委員の任命の同意についてを上程をいたします。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）  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

でございます。それでは、議案第１１３号教育委員会委員の任命の同意についての提案理

由をご説明申しあげます。本議案は１１月１９日に任期満了を迎える河野義則教育委員会委

員の後任として森岡弘典氏を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。森岡氏は

昭和５２年、旧瑞穂町役場へ就職され総務課、税務課、教育委員会を経て、新町では生涯学

習課長を務められました。人格識見ともに優れ教育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。 
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●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１１３号につきましては、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１１３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。これより議案第１１３

号の採決に入ります。議案第１１３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。全員賛成、したがって、議案第１１３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。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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２６年第６回邑南町議会臨時会を閉会といたします。 
―― 午前９時３４分 閉会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
●議長（山中康樹） ここで、実は、先ほど、河野教育委員長の方から、皆さま方にご挨拶を申

しあげたいと申し出がございました。ここで、少し時間をいただきたいと思いますのでよろ

しくお願いをいたします。それでは、河野教育委員長、ご挨拶をお願いいたします。 

●河野教育委員長（河野義則） 失礼します。大変貴重な時間をお借りをいたしまして、誠に

申し訳ございません。一言お礼のごあいさつをさせていただきたいというふうに思います。

平成１８年から２期８年にわたって教育委員を任命をされました。さらに、２１年から５年

間にわたって教育委員長という大役をおおせつかったわけでございます。この間、大変長い

間、議会の皆さん方、あるいは執行部の皆さん方に大変ご理解をいただき、ご協力いただき

ました。大過なく役を、役目を終えることができ大変うれしく、本当にありがとうございま

した。８年間を振り返ってみますといろいろなことがございました。中でも一番、私の心の

中で今でも残っておりますのは、日和小学校の統廃合の問題ではなかったかと思います。え

ー、このときも、私どもも大変な決意で、その、決断をしたわけでございますが、その間、

何度か委員会をもって、委員のみなさん方と非常に真剣に検討をしてまいりました。さらに、

議会の皆さん方、あるいは町長さんはじめ執行部の皆さん方のご理解とご指導をいただいて、

ああいう結果になったわけでございます。今となってみれば、これで良かったのかなという

気持ちがいたしております。これも、ひとえに皆様方のご協力のおかげということで、大変
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うれしく思っております。これからは一町民として町行政並びに邑南町の教育のために、私

のできることは協力をしてまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。最後に議会議員の皆さん、あるいは執行部の皆さん方のますますのご活躍、そ

して、邑南町のますますのご発展を心から祈念を申しあげてお礼のごあいさつとさせていた

だきます。本当に長い間ありがとうございました。 

●議長（山中康樹）  教育委員長が退任される日は、１１月１９日でございますが、今日がち

ょうど臨時会も開催がされるということで、この場で、ご退任にあたってのご挨拶をなさ

ったということでございます。河野さんにおかれましては、どうぞ今後とも健康には十分

ご留意をいただきまして、引き続きご指導賜りますようよろしくお願いを申しあげたいと

思います。以上で河野教育委員長の挨拶を終わらせていただきます。大変ご苦労さまでご

ざいました。 


