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   ◎臨時議長紹介 

○事務局長（山口 徹君） 事務局長の山口でございます。本臨時会は、一般選挙後、

初めての議会でございます。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、出席議員の中で、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになって

おります。 

   年長の坪田正武議員をご紹介をいたします。 

   坪田正武議員、議長席にお付きください。 

（午前１０時０５分） 

                                        

   ◎臨時議長あいさつ 

○臨時議長（坪田正武君） ただいま紹介されました坪田正武です。議長が選挙される

まで、地方自治法第１０７条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。 

   議員各位のご協力の程よろしくお願いします。 

                                        

   ◎開会の宣告 

○臨時議長（坪田正武君） ただ今から、第８８回あわら市議会臨時会を開会します。 

（午前１０時０８分） 

                                        

   ◎市長招集あいさつ 

○臨時議長（坪田正武君） 開会にあたり、市長より招集のごあいさつがあります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（坪田正武君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第８８回あわら市議会臨時会の開会にあたり、一言ごあいさつ

を申し上げます。 

本日は、臨時議会を招集いたしましたところ、何かとご多忙中にもかかわらず、

ご参集をいただき厚くお礼申し上げます。 

議員各位におかれましては、先月１８日に執行されました市議会議員選挙におい

て、市民の期待を担ってめでたくご当選の栄に浴されましたこと、職員ともども心

からお祝いを申し上げます。 

さて、現在、市内では平成３４年度末の北陸新幹線金沢・敦賀間の開業に向け、

急ピッチで工事が進んでおります。柿原トンネルが姿を現し、竹田川の橋梁工事が

本格的に始まるなど、１００年に一度のプロジェクトといわれる大規模な工事が市

内随所で行われています。市の顔としての芦原温泉駅周辺整備に向けた議論も活発

化しており、あわら市は大きな変貌を遂げようとしています。 

このように、本市にとりまして極めて重要な時期を迎えるなか、ここにおられる

議員お一人お一人に向けられた市民の期待は、まことに大きいものがあると思いま

す。 
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どうか、今後も多様化する市民の思いを的確に把握されるとともに、市全体の福

祉向上を目指し、大局的見地に立ったご判断をお願い申し上げます。 

私といたしましても、市政の発展に渾身の努力をして参りたいと考えております

ので、議員各位のご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

ご案内のとおり、本臨時会におきましては、議会の組織に関する案件のほか、繰

越計算書の報告に関するもの１議案、補正予算に関するもの１議案、監査委員の選

任に関するもの１議案の計３議案の審議をお願いするものであります。 

議案の内容につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何とぞ慎重なご審

議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、招集のごあ

いさつといたします。 

                                        

   ◎開議の宣告 

○臨時議長（坪田正武君） これより本日の会議を開きます。 

○臨時議長（坪田正武君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                        

   ◎仮議席の指定 

○臨時議長（坪田正武君） 日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。 

                                        

   ◎議長の選挙 

○臨時議長（坪田正武君） 日程第２、議長の選挙を行います。 

○臨時議長（坪田正武君） 暫時休憩といたします。 

（午前１０時１１分） 

                                        

○臨時議長（坪田正武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４３分） 

                                        

○臨時議長（坪田正武君） お諮りします。議長の選挙の方法は投票により行いたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（坪田正武君） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、投票によることに決しました。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（坪田正武君） ただいまの出席議員は、１８名であります。 

   会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に、仮議席１番、堀田あけみ君、

仮議席２番、室谷陽一郎君を指名いたします。 

○臨時議長（坪田正武君） 投票用紙を配付いたします。 
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   なお、投票用紙の正確さを期するため、あわら市議会印が押してあります。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長（坪田正武君） 投票用紙の配付漏れは、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（坪田正武君） 配付漏れなしと認めます。 

○臨時議長（坪田正武君） 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（坪田正武君） 異常なしと認めます。 

   ただ今から投票を行います。念のため申し上げます。投票は単記無記名でありま

す。 

○臨時議長（坪田正武君） 事務局長が仮議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に

記載台で被選挙人の氏名を記載のうえ、順次投票をお願いいたします。 

（点呼、投票） 

○事務局長（山口 徹君） 仮議席１番、堀田あけみ議員、２番、室谷陽一郎議員、３

番、山口志代治議員、４番、仁佐一三議員、５番、平野時夫議員、６番、毛利純雄

議員、７番、吉田太一議員、８番、森 之嗣議員、９番、杉本隆洋議員、１０番、

山田重喜議員、１１番、三上 薫議員、１２番、八木秀雄議員、１３番、笹原幸信

議員、１４番、山川知一郎議員、１５番、北島 登議員、１６番、向山信博議員、

１７番、坪田正武議員、１８番、卯目ひろみ議員。 

○臨時議長（坪田正武君） 投票漏れは、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（坪田正武君） 投票漏れなしと認めます。 

   投票を終了いたします。 

○臨時議長（坪田正武君） これより開票を行います。 

   仮議席１番、堀田あけみ君、仮議席２番、室谷陽一郎君、開票の立ち会いをお願

いいたします。 

（開票） 

○臨時議長（坪田正武君） 選挙の結果を事務局長から、報告させます。 

○事務局長（山口 徹君） 投票総数１８票、有効投票１８票。有効投票のうち、三上 

薫議員、９票、森 之嗣議員、９票。 

   なお、この選挙の法定得票数は５票となっております。 

○臨時議長（坪田正武君） ただいまの報告のとおり、三上 薫議員と森 之嗣議員の

得票数は同数であります。 

   この場合、地方自治法１１８条第１項の規定は、公職選挙法第９５条第２項の規

定を準用し、くじで当選人を決定することになっております。 

○臨時議長（坪田正武君） 三上 薫議員及び森 之嗣議員が議場におられますので、

くじを引いていただきます。 

   演壇の方へお進み下さい。 
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○臨時議長（坪田正武君） 立会人も前の方へお願いします。 

○臨時議長（坪田正武君） くじは２回引きます。 

   １回目は、くじを引く順序を決めるものであります。若い番号を引いた者が、先

に引くことができます。 

   ２回目は、この順序によって、くじを引き、当選人を決定するものです。若い番

号を引いた者が当選人となります。 

○臨時議長（坪田正武君） 三上 薫君、先に引いてください。 

○臨時議長（坪田正武君） 結果をお伝えします。 

   まず初めに、森 之嗣君、次に、三上 薫君。 

   以上のとおりであります。 

○臨時議長（坪田正武君） ただいまの順序により、当選人を決定するくじを行います。 

   まず初めに、森 之嗣君。 

○臨時議長（坪田正武君） くじの結果を報告いたします。 

   くじの結果、森 之嗣君が当選人に決定いたしました。 

○臨時議長（坪田正武君） 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（坪田正武君） ただいま、議長に当選されました森 之嗣君が議場におら

れます。 

   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。 

○臨時議長（坪田正武君） 議長に当選されました森 之嗣君から、ごあいさつがござ

います。 

○議長（森 之嗣君） ただいまは抽選という形になりましたけれども、皆様からのご

推挙をいただきまして、不肖私、あわら市議会の議長の職に就かせていただくこと

になりました。 

誠に身の引き締まる思いでございますし、それから、身に余る光栄だと思ってお

ります。 

今後は、議長としての職務をしっかりとこなしていく一方、あわら市政のますま

すの発展に、微力ではございますが、しっかりと取り組んでまいりたいと、そんな

ふうに思っております。 

どうか議員の皆様方、理事者の皆様方の、今後さらなるご指導と、ご協力をお願

い申し上げまして、御礼の言葉とさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○臨時議長（坪田正武君） これをもって、臨時議長の職務はすべて終了いたしました。 

   ご協力ありがとうございました。 

○臨時議長（坪田正武君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時０７分） 
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○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。議事日程はお手元に配付の

とおりであります。 

（午前１１時０８分） 

                                        

   ◎議席の指定 

○議長（森 之嗣君） 日程第１、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、議長において指定いたします。 

   議席は、ただ今ご着席の議席を指定いたします。 

   各議員の議席番号を事務局長から申し上げます。 

○事務局長（山口 徹君） 議席１番、堀田あけみ議員、２番、室谷陽一郎議員、３番、

山口志代治議員、４番、仁佐一三議員、５番、平野時夫議員、６番、毛利純雄議員、

７番、吉田太一議員、８番、森 之嗣議員、９番、杉本隆洋議員、１０番、山田重

喜議員、１１番、三上 薫議員、１２番、八木秀雄議員、１３番、笹原幸信議員、

１４番、山川知一郎議員、１５番、北島 登議員、１６番、向山信博議員、１７番、

坪田正武議員、１８番、卯目ひろみ議員。 

   以上でございます。 

○議長（森 之嗣君） 以上で議席の指定を終わります。 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（森 之嗣君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、山口志代治君、４番、

仁佐一三君を指名します。 

                                        

   ◎会期の決定 

○議長（森 之嗣君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

                                        

   ◎副議長の選挙 

○議長（森 之嗣君） 日程第４、副議長の選挙を行います。 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時１０分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午前１１時４０分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

選挙の方法は投票により行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、投票によることに決しました。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（森 之嗣君） ただいまの出席議員は、１８名であります。 

   会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に、５番、平野時夫君、６番、毛

利純雄君を指名いたします。 

○議長（森 之嗣君） 投票用紙を配付いたさせます。 

   なお、投票用紙の正確さを期するため、あわら市議会印が押してあります。 

（投票用紙配付） 

○議長（森 之嗣君） 投票用紙の配付漏れは、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 配付漏れなしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） 投票箱を点検いたさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（森 之嗣君） 異常なしと認めます。 

   ただ今から投票を行います。念のため申し上げます。投票は単記無記名でありま

す。 

○議長（森 之嗣君） 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に記載台

で被選挙人の氏名を記載のうえ、順次投票をお願いします。 

（点呼、投票） 

○事務局長（山口 徹君） 議席１番、堀田あけみ議員、２番、室谷陽一郎議員、３番、

山口志代治議員、４番、仁佐一三議員、５番、平野時夫議員、６番、毛利純雄議員、

７番、吉田太一議員、８番、森 之嗣議員、９番、杉本隆洋議員、１０番、山田重

喜議員、１１番、三上 薫議員、１２番、八木秀雄議員、１３番、笹原幸信議員、

１４番、山川知一郎議員、１５番、北島 登議員、１６番、向山信博議員、１７番、

坪田正武議員、１８番、卯目ひろみ議員。 

○議長（森 之嗣君） 投票漏れは、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 投票漏れなしと認めます。 

   投票を終了いたします。 

○議長（森 之嗣君） これより開票を行います。 

   ５番、平野時夫君、６番、毛利純雄君、開票の立ち会いをお願いいたします。 
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（開票） 

○議長（森 之嗣君） 選挙の結果を事務局長から、報告いたさせます。 

○事務局長（山口 徹君） 出席議員１８名、投票総数１８票、有効投票１８票。有効

投票のうち、山川知一郎議員、６票、山田重喜議員、１２票。 

   以上のとおりであります。 

   なお、この選挙の法定得票数は５票となっております。 

○議長（森 之嗣君） ただいまの報告のとおり、山田重喜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（森 之嗣君） ただいま、副議長に当選されました山田重喜君が議場におられ

ます。 

   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（森 之嗣君） 副議長に当選されました山田重喜君から、ごあいさつがござい

ます。 

○副議長（山田重喜君） 一言御礼申し上げます。 

ただいまの選挙結果については、誠にありがとうございました。 

あわら市、いろいろ問題が山積しているわけでございますけれども、議長と一体

となりまして、明るいあわら市議会を目標に、そして今、新幹線あるいはいろんな

問題があるわけでございますけども、微力ではございますけれども、議長と一体と

なって、最大限の努力をするつもりでございます。 

もともと浅学非才の身ではございますけれども、今後ともよろしくお願い申し上

げまして、当選のあいさつとさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５５分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時３３分） 

                                        

   ◎常任委員の選任 

○議長（森 之嗣君） 日程第５、常任委員の選任を行います。 

   常任委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長におい

て、総務教育厚生常任委員に堀田あけみ君、室谷陽一郎君、仁佐一三君、平野時夫

君、吉田太一君、山田重喜君、八木秀雄君、笹原幸信君、山川知一郎君。 

産業建設常任委員に山口志代治君、毛利純雄君、私、森 之嗣、杉本隆洋君、三

上 薫君、北島 登君、向山信博君、坪田正武君、卯目ひろみ君。 
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   以上のとおり指名したいと思います。  

   これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名しましたとおり、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。 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩します。 

（午後３時３５分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前３時３６分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 諸般の報告を事務局長から申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 事務局長、山口 徹君。 

○事務局長（山口 徹君） 休憩中の各常任委員会において、正副委員長の互選が行わ

れました。 

   その結果をご報告いたします。 

   総務教育厚生常任委員会委員長に八木秀雄議員、同じく副委員長に平野時夫議員。

産業建設常任委員会委員長に毛利純雄議員、同じく副委員長に卯目ひろみ議員。 

   以上のとおりであります。 

                                        

   ◎議会運営委員の選任 

○議長（森 之嗣君） 日程第６、議会運営委員の選任を行います。 

   議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて、毛利純雄君、山田重喜君、八木秀雄君、笹原幸信君、北島 登君、坪田正

武君を指名したいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名しましたとおり、議会運営委員に選任することに決定

しました。 

                                        

   ◎特別委員会の設置と委員の選任 

○議長（森 之嗣君） 日程第７、特別委員会の設置と委員の選任を議題とします。 

   あわら市議会だよりの編集、発行を行う、７人で構成する広報編集特別委員会を

設置したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、７人で構成する広報編集特別委員会を設置することに決定いたしま

した。 

○議長（森 之嗣君） 広報編集特別委員の選任を行います。 

   委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長において、

室谷陽一郎君、山口志代治君、平野時夫君、山田重喜君、山川知一郎君、北島 登

君、卯目ひろみ君を指名したいと思います。 

   これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名しましたとおり、広報編集特別委員に選任することに

決定しました。 

○議長（森 之嗣君） 暫時休憩します。 

（午後３時３７分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時３８分） 

                                        

○議長（森 之嗣君） 諸般の報告を事務局長から申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 事務局長、山口 徹君。 

○事務局長（山口 徹君） 休憩中の議会運営委員会及び広報編集特別委員会において、

正副委員長の互選が行われました。 

   その結果をご報告いたします。 

   議会運営委員会委員長に笹原幸信議員、同じく副委員長に坪田正武議員。広報編

集特別委員会委員長に山田重喜議員、同じく副委員長に山川知一郎議員。 

   以上のとおりであります。 

                                        

   ◎坂井地区広域連合議会議員の選挙 

○議長（森 之嗣君） 日程第８、坂井地区広域連合議会議員の選挙を行います。 

   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、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議長において指名することに決定しました。 

○議長（森 之嗣君） 坂井地区広域連合議会議員に堀田あけみ君、室谷陽一郎君、仁

佐一三君、毛利純雄君、吉田太一君、北島 登君、卯目ひろみ君を指名します。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

   ただいま指名しました堀田あけみ君、室谷陽一郎君、仁佐一三君、毛利純雄君、

吉田太一君、北島 登君、卯目ひろみ君を坂井地区広域連合議会議員の当選人とす

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名しました堀田あけみ君、室谷陽一郎君、仁佐一三君、

毛利純雄君、吉田太一君、北島 登君、卯目ひろみ君が坂井地区広域連合議会議員

に当選されました。 

○議長（森 之嗣君） ただいま、坂井地区広域連合議会議員に当選されました堀田あ

けみ君、室谷陽一郎君、仁佐一三君、毛利純雄君、吉田太一君、北島 登君、卯目

ひろみ君が議場におられますので、本席より会議規則第３２条第２項の規定により

告知します。 

                                        

   ◎福井県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（森 之嗣君） 日程第９、福井県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行

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、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

指名の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議長において指名することに決定しました。 

○議長（森 之嗣君） 福井県後期高齢者医療広域連合議会議員に三上 薫君を指名し

ます。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

   ただいま指名しました三上 薫君を福井県後期高齢者医療広域連合議会議員の当

選人とすることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名しました三上 薫君が福井県後期高齢者医療広域連合

議会議員に当選されました。 

○議長（森 之嗣君） ただいま、福井県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選され

ました三上 薫君が議場におられますので、本席より会議規則第３２条第２項の規

定により告知します。 

                                        

   ◎嶺北消防組合議会議員の選任 

○議長（森 之嗣君） 日程第１０、嶺北消防組合議会議員の選任を行います。 

   お諮りします。 

選任の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

○議長（森 之嗣君） 嶺北消防組合議会議員に森 之嗣、杉本隆洋君、八木秀雄君、

笹原幸信君、坪田正武君を指名します。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

   ただいま指名しました森 之嗣、杉本隆洋君、八木秀雄君、笹原幸信君、坪田正

武君を嶺北消防組合議会議員に選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名しました森 之嗣、杉本隆洋君、八木秀雄君、笹原幸

信君、坪田正武君を嶺北消防組合議会議員に選任することに決定しました。 

                                        

   ◎福井坂井地区広域市町村圏事務組合議会議員の選任 

○議長（森 之嗣君） 日程第１１、福井坂井地区広域市町村圏事務組合議会議員の選

任を行います。 

   お諮りします。 

選任の方法は、議長において指名することにしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議長において指名することに決定しました。 

○議長（森 之嗣君） 福井坂井地区広域市町村圏事務組合議会議員に山口志代治君、

平野時夫君、森 之嗣、山田重喜君、山川知一郎君を指名します。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 
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   ただいま指名しました山口志代治君、平野時夫君、森 之嗣、山田重喜君、山川

知一郎君を福井坂井地区広域市町村圏事務組合議会議員に選任することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名しました山口志代治君、平野時夫君、森 之嗣、山田

重喜君、山川知一郎君を福井坂井地区広域市町村圏事務組合議会議員に選任するこ

とに決定しました。 

                                        

   ◎議案第４５号の上程・提案理由の説明 

○議長（森 之嗣君） 日程第１２、議案第４５号、平成２８年度あわら市一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第４５号、平成２８年度あわら

市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての提案理由を申し上げます。 

本案は、繰越計算書に記載のとおり、総務費において、ブランド推進事業など２

事業で７２４万７千円、民生費において、金津雲雀ヶ丘寮設備更新事業など２事業

で１億１,３３７万１千円、農林水産業費において、県営かんがい排水事業負担金な

ど５事業で８８８万６,２４０円、商工費において、温泉情緒あふれる華やぎのまち

づくり事業で７,４９３万６,０４０円、土木費において、芦原温泉駅周辺整備事業

など６事業で２億４,４１５万８,０１９円、教育費において、小学校空調設備整備

事業など３事業で２億７,９１２万３,８４０円を、平成２９年度への繰越額として

決定したものであります。 

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（森 之嗣君） 議案第４５号、平成２８年度あわら市一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告については、これをもって終結いたします。 

                                        

   ◎議案第４６号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（森 之嗣君） 日程第１３、議案第４６号、平成２９年度一般会計補正予算（第

２号）についてを議題とします。 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第４６号、平成２９年度あわら

市一般会計補正予算（第２号）の提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ１,２８４万円を追加し、予算の総
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額を１４３億７,５１３万３千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、商工費において、セントピアあわら地の湯壁面改修

に係る工事設計監理業務委託料８４万円、工事請負費１,２００万円を計上するもの

であります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（森 之嗣君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（森 之嗣君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 質疑なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） ただいま議題となっています議案第４６号につきましては、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、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより討論、採決に入ります。 

○議長（森 之嗣君） 議案第４６号について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 討論なしと認めます。 

○議長（森 之嗣君） これより議案第４６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

   したがって、議案第４６号、平成２９年度一般会計補正予算（第２号）は、原案

のとおり可決されました。 

                                        

   ◎議案第４７号の上程・提案理由説明・採決 

○議長（森 之嗣君） 日程第１４、議案第４７号、あわら市監査委員の選任について

を議題といたします。 

   地方自治法第１１７条の規定により、向山信博君の退席を求めます。 

（向山信博議員退場） 

○議長（森 之嗣君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第４７号「あわら市監査委員の選

任について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、地方自治法第１９６条第１項の規定により、あわら市監査委員として、     

向山信博議員を選任するにあたり、議会の同意をお願いするものであります。 
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現在、議会議員から選任される監査委員は、６月３０日で任期が満了し、空席と

なっておりますので、その後任として同氏を選任するものであります。 

氏は、人格見識ともに高く、監査委員として適任でありますので、ご同意を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

   本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   よって、直ちに採決を行います。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（森 之嗣君） 起立全員です。 

   したがって、議案第４７号、あわら市監査委員の選任については、原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

   向山信博君、入場してください。 

（向山信博議員入場） 

                                        

   ◎議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（森 之嗣君） 日程第１５、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議

題とします。 

   議会運営委員長から、会議規則第１０４条の規定により、お手元に配付のとおり、

「本会議の会期日程等議会の運営に関する事項」について、閉会中の継続調査の申

し出があります。 

○議長（森 之嗣君） お諮りします。 

   議会運営委員長より申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議会運営委員長申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。 

                                        

   ◎閉議の宣告 

○議長（森 之嗣君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会あいさつ 

○議長（森 之嗣君） 市長より発言の申し出がありますので、この際これを許可しま
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す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 之嗣君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は、議会の改選後初の臨時議会ということで、ご執務をいただきましてあり

がとうございました。 

また、提案をいたしました全ての議案、それぞれ妥当なご決定を賜りましたこと

に御礼を申し上げる次第でございます。 

なお、先ほど行われました正副議長の選挙におきまして、新たに森議長、山田副

議長が選出をされました。 

まず、ご当選を心からお祝いを申し上げますとともに、今後、いろいろな面での

ご指導賜りますようにお願いを申し上げる次第でございます。 

なお、新たに議会の構成も決まりました。 

これから非常に大事な時期を迎えることとなります。議会、そして理事者がとも

に努力をして、市民の福利向上に努めてまいりたいと思っておりますので、議員各

位のご理解とご指導を賜りますようにお願いを申し上げる次第でございます。 

なお、梅雨に入りまして大変暑い日が続いております。 

議員各位におかれましては、どうぞご健勝にてご活躍されますように、お祈り申

し上げまして、閉会にあたってのごあいさつにさせていただきます。 

誠にありがとうございました。 

                                        

   ◎議長閉会あいさつ 

○議長（森 之嗣君） 私の方からも、一言ごあいさつ申し上げます。 

本日は早朝より長時間にわたりまして、ご審議いただきまして、誠にありがとう

ございました。 

私も新議長といたしまして、今後は円滑な議会運営に最善の努力を尽くしていく

つもりでございますので、皆様のご協力を重ねてお願い申し上げまして、ごあいさ

つとさせていただきます。 

本当によろしくお願いいたします。 

                                        

   ◎閉会の宣告 

○議長（森 之嗣君） これをもって、第８８回あわら市議会臨時会を閉会します。 

（午後３時５４分） 
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