
江府町告示第71号

平成29年６月29日

江府町長 白 石 祐 治

第６回江府町議会臨時会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 平成29年７月７日

２、場 所 江府町役場議場

３、付議事件

１．議長の選挙について

２．副議長の選挙について

３．常任委員会委員の選任について

４．議会運営委員会委員の選任について

５．西部広域行政管理組合議会議員の選挙について

６．鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

７．日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員の選挙について

８．日野病院組合議会議員の選挙について

９．江府町消防委員会委員の選任について

10．江府町表彰審議委員会委員の選任について

11．江府町監査委員の選任について

12．平成２９年災第4 号町道久連洲河崎線道路災害復旧工事請負契約の締結について

13．町営バス新車購入事業契約の締結について

○開会日に応招した議員

森 田 哲 也 川 端 登志一 阿 部 朝 親

三 輪 英 男 空 場 語 三 好 晋 也

川 上 富 夫 上 原 二 郎 長 岡 邦 一

川 端 雄 勇

○応招しなかった議員

な し

－１－



第６回 江 府 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 （第１日）

平成29年７月７日（金曜日）

議事日程

平成29年７月７日 午前10時開会

日程第１ 仮議席の指定について

日程第２ 議長の選挙について

（追加提出議案）

日程第１ 議席の指定について

日程第２ 会議録署名議員の指名について

日程第３ 会期の決定について

日程第４ 副議長の選挙について

日程第５ 常任委員会委員の選任について

日程第６ 常任委員長・副委員長の互選結果の報告について

日程第７ 議会運営委員会委員の選任について

日程第８ 議会運営委員長・副委員長の互選結果の報告について

日程第９ 鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の選挙について

日程第10 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

日程第11 日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員の選挙について

日程第12 日野病院組合議会議員の選挙について

日程第13 江府町消防委員会委員の選任について

日程第14 江府町表彰審議委員会委員の選任について

日程第15 議案第74号 平成29年災第４号町道久連洲河崎線道路災害復旧工事請負契約の締結に

ついて

日程第16 議案第75号 町営バス新車購入事業契約の締結について

日程第17 議案第76号 江府町監査委員の選任について

日程第18 庁舎等公共施設建設調査特別委員会の設置について

日程第19 庁舎等公共施設建設調査特別委員長・副委員長の互選結果の報告について

日程第20 企業誘致調査特別委員会の設置について
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日程第21 企業誘致調査特別委員長・副委員長の互選結果の報告について

日程第22 議会改革調査特別委員会の設置について

日程第23 議会改革調査特別委員長・副委員長の互選結果の報告について

日程第24 閉会中の継続調査について（議会運営委員会）

日程第25 閉会中の継続調査について（広報公聴常任委員会）

出席議員（10名）

１番 森 田 哲 也 ２番 川 端 登志一 ３番 阿 部 朝 親

４番 三 輪 英 男 ５番 空 場 語 ６番 三 好 晋 也

７番 川 上 富 夫 ８番 上 原 二 郎 ９番 長 岡 邦 一

10番 川 端 雄 勇

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 梅 林 茂 樹 書記 梅 林 明 宏

説明のため出席した者の職氏名

町長 白 石 祐 治 副町長 影 山 久 志

教育長 富 田 敦 司 総務総括課長 池 田 健 一

会計管理者 矢 下 慎 二 教育課長 川 上 良 文

庁舎・財務担当課長 奥 田 慎 也 農林産業課長 下 垣 吉 正

奥大山まちづくり推進課長 加 藤 邦 樹 福祉保健課長 生 田 志 保

建設課長 小 林 健 治 農林産業課長参事 石 原 由美子

住民課長 日野尾 泰 司

午前１０時００分

○事務局長（梅林 茂樹君） おはようございます。議会事務局長の梅林です。本臨時会は、一般
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選挙後初めての議会です。

議長が選挙されます間、地方自治法第１０７条の規定によって、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。年長の三輪英男議員をご紹介致します。

三輪議員、議長席にご着席願います。

〔臨時議長着席〕

○臨時議長（三輪 英男君） 只今、ご紹介されました三輪英男でございます。

地方自治法第１０７条の規定により臨時議長の職務を行います。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

では、議事に先だち、ここで町長の発言を許可いたします。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議長から発言の許可を頂戴いたしましたので、ひと言お祝いの言葉を申

し述べさせていただきます。江府町議会議員の皆様、この度はご当選おめでとうございました。

この選挙戦の間、町内をくまなく回られて町民の皆さんの声をたくさん聴かれたことと存じます。

江府町が抱えております様々な課題につきまして、直接声を聴かれ、これから始まりますこの議

会を通じまして、私共執行部の方に沢山の意見お考え、そして住民さんの声をお届けいただける

のではないかというふうに思っております。今、九州北部あるいは島根県、広島県の方では、こ

の大雨の災害で非常に大変なことになっております。これは幸いに我が町には影響はなかったん

ですけれども、他人事とは思えず、いつこういうことが起きはしないかと、ほんとにびくびくし

ているところでございます。そういった住民さんの生命財産を預かるという重要な役割が行政に

はございます。それとまた打って変わりまして、先月からサントリーさんのコマーシャルが始ま

って、宇多田ヒカルさんの効果によりまして奥大山にも全国からものすごい注目が集まっており

ます。こういったものなども活用しながら、江府町を全国に広めていき、そして私が目指してお

りますけれども、３０００人の楽しい町を作っていきたいと思います。その時に議員の皆様のお

力お考え、そういったものをお貸しいただけると幸いでございます。ちょっと長くなりましたけ

れども、最後に改めて議員の皆様にご当選の御礼を申し上げまして誠に粗辞ではございますけれ

ども、私のご挨拶にさせていただきます。どうもおめでとうございました。

○臨時議長（三輪 英男君） 続きまして、本日は一般選挙後初めての会議ですので、議員と執行

部の自己紹介をいたします。

まず最初に、１番議員から自己紹介をお願いします。

○議員（１番 森田 哲也君） １番議員、森田哲也でございます。出身は貝田です。この春まで
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皆さんとともに一緒に職務を全うして参りましたが、この度立場を変えて、ただ住民目線で常に

あるいう考えだけは、皆様と共に引き続き頑張っていこうと思っております。どうぞよろしくお

願い致します。

○議員（２番 川端登志一君） 失礼をいたします。２番議員の川端登志一でございます。出身は

江尾本町５丁目であります。ちなみに趣味は大概なことに手をつめておりまして、皆さんと会話

が出来るんじゃないかなというふうに思っております。自利利他の精神で楽しく健康で長寿の町

を目指していきたいと思っております。よろしくお願いをいたします。

○議員（３番 阿部 朝親君） 失礼します。３番、阿部朝親と申します。出身は荒田です。以前、

役場で皆さんと一緒に仕事をさせていただいておりました。またそれ以降、社会福祉協議会とい

うところで勉強させていただいておりました。また昨年はお米で日本一コンテスト最優秀金賞と

いうこともいただいております。こういうふうなことも含めまして今後皆さま方とご一緒に住民

目線で十分に協議しながら進めさせていただければと思ったりしておりますので、よろしくお願

い致します。

○臨時議長（三輪 英男君） ４番、三輪英男でございます。３期目ということでなお一層気を引

き締めて町政の発展の為に寄与したいと思います。よろしくお願い致します。

○議員（５番 空場 語君） ５番の空場でございます。出身は小江尾でございます。農業をし

ておりまして、私も米作りできぬむすめを２年前に。この度の阿部さんが言うように非常に注目

されるところもある。私の一番の大きな課題は、２０年後にも日本で一番幸せな町づくり、町に

しようということで考えておるんでございます。よろしくお願いを致します。以上です。

○議員（６番 三好 晋也君） 三好晋也です。出身は洲河崎です。２期目になります。白石町長

の不易流行に対して、私は温故知新で参ります。よろしくお願い致します。

○議員（７番 川上 富夫君） ７番議員の川上富夫です。御机の出身です。５期目となりました。

皆さんと一緒に安全安心な町づくりに努めたいと思います。よろしくお願いします。

○議員（８番 上原 二郎君） 江尾出身の上原二郎です。６期目となりました。白石町長の３０

００人の楽しい町いうことで、議会も政策提言が出来るような議会になるよう努力いたしたいと

思います。よろしくお願いします。

○議員（９番 長岡 邦一君） 失礼します。９番にならしてもらいました長岡邦一です。宮市出

身で７期目にならしていただきました。誠実に優る知恵なしという政治信条でこつこつとやって

まいりました。私の最終目標は、若者と共に暮らせる江府町、これを実現するために実践と推進

をしてまいりたいと思いますのでよろしくお願い致します。
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○議員（１０番 川端 雄勇君） 失礼します。１０番目の川端雄勇です。出身は本町５丁目です。

初めて一番古参になりました。また若い衆もおりますので、皆さんと一緒に活気のある人が集う

町づくりに全力投球する覚悟であります。どうかよろしくお願いします。

○臨時議長（三輪 英男君） 次に、執行部からの自己紹介をお願いいたします。

○町長（白石 祐治君） 失礼いたします。先程住所を言い忘れていました、本町１丁目出身の白

石でございます。引き続きよろしくお願い致します。

○副町長（影山 久志君） 失礼いたします。洲河崎の影山でございます。昨年１０月から副町長

を務めさせていただいております。議員の皆様には色んな場面でお世話になるかと思いますがよ

ろしくお願いしたいと思います。

○教育長（富田 敦司君） 失礼いたします。昨年の１１月より教育長をさせていただいておりま

す富田敦司と申します。出身は江府町俣野の尾之上原でございます。どうぞよろしくお願い致し

ます。

○会計管理者（矢下 慎二君） 失礼します。会計管理者をさせていただいております新町一丁目

出身の矢下慎二でございます。どうぞよろしくお願いします。

○総務総括課長（池田 健一君） 失礼いたします。総務課長の池田でございます。先日の選挙の

際には選挙管理委員会としてですけども色々皆様にはお世話になりました。ありがとうございま

した。引き続き今後ともよろしくお願い致します。

○庁舎・財務担当課長（奥田 慎也君） 失礼いたします。総務課のほうで庁舎、財務または管財

の方を担当しております奥田といいます。どうかよろしくお願いいたします。

○住民課長（日野尾泰司君） 失礼いたします。住民課長の日野尾でございます。武庫出身でござ

います。町民の目線に立った暖かい窓口業務が出来るように頑張って参ります。どうぞよろしく

お願い致します。

○農林産業課課長参事（石原由美子君） 失礼いたします。農林産業課課長参事併任として農業委

員会事務局長の石原でございます。４月からの初めての分野でして、大変不安を感じながらの３

カ月間が過ぎたところです。今後も皆様方のお力添えをいただきながら仕事に邁進していきたい

と思っておりますのでどうぞよろしくお願い致します。

○農林産業課長（下垣 吉正君） 失礼いたします。農林産業課長の下垣でございます。出身は美

用でございます。よろしくお願い致します。

○奥大山まちづくり推進課長（加藤 邦樹君） 失礼します。奥大山まちづくり推進課長を拝命し

ております加藤でございます。奥大山まちづくり推進課は非常に多岐にわたる仕事を持っており
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ますので、ことある場面で皆さんにお願いをすることが多くあると思いますけどもよろしくお願

い致します。それと現在７月１日から集落総合点検を行っております。皆さんの集落にも行かせ

ていただいておりますので、その節には出ていただいてご意見をいただきたいと思います。よろ

しくお願い致します。

○建設課長（小林 健治君） 失礼いたします。建設課長の小林でございます。出身は本町１丁目

でございます。どうぞよろしくお願い致します。

○福祉保健課長（生田 志保君） 改めましておはようございます。福祉保健課長兼３０００人の

楽しい町づくりプロジェクトチームリーダーの生田志保です。どうぞよろしくお願いします。福

祉のほうは色々暗い話重い話も多いと思いますけれども、明るい光を当てられるように、人の生

きる全てを支える福祉を目指して頑張っていますので、どうぞよろしくお願いします。

○教育課長（川上 良文君） 教育課長の川上良文でございます。出身は助沢でございます。子供

たちの為に一生懸命頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

○事務局長（梅林 茂樹君） 先程から進行しておりますが、議会事務局長の梅林でございます。

江府町の新道という所で、武庫駅の裏の方ですが出身はそちらの方でございます。何かと言いに

くい事を言いますがよろしくお願いしたいと思います。

○臨時議長（三輪 英男君） 以上で自己紹介が終わりました。

なお、執行部には議会構成が終了するまでご退席を願いますので、しばらくお待ち下さい。

〔執行部退場〕

午前１０時１５分開会

○臨時議長（三輪 英男君） これより、平成２９年第６回江府町議会臨時会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、配布のとおりです。

では、直ちに本日の議事に入ります。

・ ・

日程第１ 仮議席の指定について

○臨時議長（三輪 英男君） 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します。

・ ・

日程第２ 議長の選挙について
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○臨時議長（三輪 英男君） 日程第２、議長の選挙を議題といたします。

ここで、暫時休憩をいたします。

〔議長立候補者所信表明〕

午前１０時１６分休憩

午前１０時１８分再開

○臨時議長（三輪 英男君） 再開致します。

選挙は投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

○臨時議長（三輪 英男君） ただいまの出席議員数は１０名です。

次に立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に１番 森田哲也

議員、２番 川端登志一議員を指名します。

投票用紙を配ります。

念のために申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙を配って下さい。

〔投票用紙を配布〕

○臨時議長（三輪 英男君） 投票用紙の配布漏れはございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（三輪 英男君） 配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱の点検〕

○臨時議長（三輪 英男君） 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。

○事務局長（梅林 茂樹君）

〔事務局長点呼、議員投票〕



１番 森田 哲也議員 ２番 川端登志一議員 ３番 阿部 朝親議員

４番 三輪 英男議員 ５番 空場 語議員 ６番 三好 晋也議員

７番 川上 富夫議員 ８番 上原 二郎議員 ９番 長岡 邦一議員
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10番 川端 雄勇議員



○臨時議長（三輪 英男君） 投票もれはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（三輪 英男君） 投票もれなしと認めます。投票を終ります。

これより開票を行います。森田哲也議員及び川端登志一議員、開票の立ち会いをお願い致しま

す。

〔開 票〕

○臨時議長（三輪 英男君） 選挙の結果を報告します。

投票総数１０票、有効投票１０票、無効投票ゼロ票です。有効投票のうち川上富夫議員１０票。

以上のとおりです。この選挙の法定得票数は３票です。

したがって川上富夫議員が議長に当選されました。

〔議場開鎖〕

ただいま、議長に当選されました川上富夫議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項

の規定により本席から当選の告知をいたします。川上富夫議員の発言を許可します。

○議員（川上 富夫君） どうもありがとうございます。皆様の気持ちをしっかりと酌ませていた

だきました。これをこれから議会運営と町民の本当に目線となって議会運営に邁進してまいりま

す。どうぞ皆様のご指導をよろしくお願い致します。ありがとうございます。

〔拍 手〕

○臨時議長（三輪 英男君） 議長が決定いたしましたので、これで臨時議長の職を辞します。

ご協力ありがとうございました。

〔拍 手〕

○臨時議長（三輪 英男君） 新議長、議長席にお着きください。

〔臨時議長退席、議長着席〕

・ ・

○議長（川上 富夫君） では失礼します。よろしくお願いします。

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり、追加日程を日程に追加したいと思います。

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。したがって、本日の議事日程は、お手元に配布
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のとおりそれぞれ追加することに決定しました。

・ ・

日程第１ 議席の指定について

○議長（川上 富夫君） 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、１番 森田哲也議員、２番 川端

登志一議員、３番 阿部朝親議員、４番 川上富夫、５番 空場語議員、６番 三好晋也議員、

７番 三輪英男議員、８番 上原二郎議員、９番 長岡邦一議員、１０番 川端雄勇議員、以上

のとおり指定致します。

それぞれの議席にお願い致します。

・ ・

日程第２ 会議録署名議員の指名について

○議長（川上 富夫君） 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１１８条の規定により、議長において、１番 森田哲也議員、

２番 川端登志一議員の両名を指名いたします。

・ ・

日程第３ 会期の決定について

○議長（川上 富夫君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

おはかりします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって会期は１日と決定いたしました。

・ ・

日程第４ 副議長の選挙について

○議長（川上 富夫君） 日程第４、副議長の選挙を行います。

ここで暫時休憩をいたします。

〔副議長立候補者所信表明〕

午前１０時３１分休憩

午前１０時３３分再開

○議長（川上 富夫君） 再開致します。
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選挙は投票で行います。

議場の出入口を閉めて下さい。

〔議場閉鎖〕

○議長（川上 富夫君） ただいまの出席議員数は１０名です。

次に立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に森田哲也議員、

川端登志一議員を指名致します。

投票用紙を配ります。

念のために申し上げます。投票は単記無記名です。

〔投票用紙配布〕

○議長（川上 富夫君） 投票用紙の配布漏れはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

〔投票箱の点検〕

○議長（川上 富夫君） 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呼び上げますので順番に投票願います。

〔事務局長点呼、議員投票〕



１番 森田 哲也議員 ２番 川端登志一議員 ３番 阿部 朝親議員

４番 川上 富夫議員 ５番 空場 語議員 ６番 三好 晋也議員

７番 三輪 英男議員 ８番 上原 二郎議員 ９番 長岡 邦一議員

10番 川端 雄勇議員



○議長（川上 富夫君） 投票もれはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 投票もれなしと認めます。投票を終ります。

開票を行います。森田哲也議員、川端登志一議員の開票の立会をお願い致します。

〔開 票〕

○議長（川上 富夫君） 選挙の結果を報告します。
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投票総数１０票、有効投票１０票、無効投票０票です。

有効投票のうち、上原二郎議員１０票、以上のとおりこの選挙の法定得票数は３票です。

したがって、上原二郎議員が副議長に当選されました。

〔議場開鎖〕

○議長（川上 富夫君） ただいま、副議長に当選された上原二郎議員が議場におられます。会議

規則第３３条第２項の規定により当選の告知をします。

上原二郎議員の発言を許可します。

○副議長（上原 二郎君） ありがとうございました。先程抱負を言いましたが、新しい議長と共

にそして皆さんの協力がぜひ必要でございます。一生懸命やりますのでよろしくお願いをします。

ありがとうございました。

〔拍 手〕

・ ・

日程第５ 常任委員会委員の選任について から

日程第１４ 江府町表彰審議委員会委員の選任について

○議長（川上 富夫君） 日程第５、常任委員会委員の選任について、日程第６、常任委員長、副

委員長の互選結果の報告について、日程第７、議会運営委員会委員の選任について、日程第８、

議会運営委員長、副委員長の互選結果の報告について、日程第９、鳥取県西部広域行政管理組合

議会議員の選挙について、日程第１０、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について、

日程第１１、日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員の選挙について、日程第１２、日野病院

組合議会議員の選挙について、日程第１３、江府町消防委員会委員の選任について、日程第１４、

江府町表彰審議委員会委員の選任について、以上１０件を一括議題とします。

ここで暫時休憩しますが、休憩中に委員の構成並びに選挙の方法について直ちに協議願い結果

を議長まで報告願います。

暫時休憩します。

午前１０時４３分休憩

午前１１時４０分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。休憩前に引き続き議事を進行いたします。

日程第５、日程第７、日程第１３、日程第１４については、委員会条例第６条の規定により、

日程第６、日程第８について報告があったので議長において指名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（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって議長において指名いたします。

局長により報告いたさせますのでご了承願います。

○事務局長（梅林 茂樹君） 失礼します。総務経済常任委員会委員、三輪英男議員、川端登志一

議員、長岡邦一議員、上原二郎議員、空場語議員の５名でございます。教育民生常任委員会委員、

三好晋也議員、阿部朝親議員、川端雄勇議員、森田哲也議員、川上富夫議員の５名です。広報公

聴常任委員会、上原二郎議員、三輪英男議員、三好晋也議員、川端登志一議員、森田哲也議員の

５名でございます。議会運営委員会委員、川端雄勇議員、長岡邦一議員、上原二郎議員、三輪英

男議員、三好晋也議員の５名でございます。消防委員会委員、川端雄勇議員、川端登志一議員、

空場語議員、森田哲也議員の４名でございます。江府町表彰審議会委員、長岡邦一議員、川端登

志一議員、森田哲也議員の３名でございます。以上でございます。

○議長（川上 富夫君） 以上それぞれ指名いたします。

日程第９、日程第１０、日程第１１、日程第１２の選挙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よりたいと思います。

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決

しました。

お諮りします。指名の方法については、議長において指名することにいた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〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。

指名いたします。

鳥取県西部広域行政管理組合議会議員に川上富夫。鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員に

川上富夫。日野町江府町日南町衛生施設組合議会議員に長岡邦一議員、上原二郎議員、三輪英男

議員。日野病院組合議会議員に川端雄勇議員、川上富夫を指名いたします。

お諮りします。只今議長において指名いたしましたそれぞれの議員を当選人と定めることにご

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よってそれぞれの議員が当選されました。
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当選された議員諸君が議場におられますので会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知

をいたします。

ここで暫時休憩いたします。

〔執行部入場〕

午前１１時４４分休憩

午前１１時４６分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に出席を求

めた者は、お手元に配布した報告書のとおりであります。

ここで、正副議長から改めて就任挨拶を致します。

○議長（川上 富夫君） 失礼いたします。この度、議長に選ばれました川上富夫でございます。

執行部の皆さんと共に議会がしっかりと町民の目線で寄り添っていける安心安全な町づくりに全

員で取り組みたいと思います。ぜひよろしくご協力をお願いします。

○副議長（上原 二郎君） 副議長に選任されました上原二郎でございます。議長を支えて執行部

と共に一緒に汗をかいてみんなでやる議会にしたいと思います。どうかよろしくお願いします。

○議長（川上 富夫君） 続いて町長よりお願い致します。

○町長（白石 祐治君） 失礼いたします。川上富夫議長様、そして上原二郎副議長様、この度は

ご就任おめでとうございます。引き続きまして、町議会そして執行部一体となって町政運営をし

ていけたらと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致したいと思います。おめでとうご

ざいました。

○議長（川上 富夫君） 引き続き議事進行いたします。

・ ・

日程第１５ 議案第７４号

○議長（川上 富夫君） 日程第１５、議案第７４号、平成２９年災第４号町道久連洲河崎線道路

災害復旧工事請負契約の締結についてを議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（白石 祐治君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第７４号でございます。平成２９年災第４号町道久連洲河崎線道路

災害復旧工事請負契約の締結についてでございます。本案は平成２９年災第４号町道久連洲河崎
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線道路災害復旧工事を行うため、有限会社浜本組と工事請負契約を締結いたすものでございます。

地方自治法第９６条第１項第５号及び江府町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２条の規定により議会の議決を得たく提案いたすものでございます。なお、内容

の詳細につきましては、主管課長より説明させますのでお聞き取りの上ご審議ご承認を賜ります

ようよろしくお願い致します。

○議長（川上 富夫君） 所管課長より議案の詳細説明を求めます。

小林建設課長。

○建設課長（小林 健治君） 失礼いたします。議案第７４号、平成２９年災第４号町道久連洲河

崎線道路災害復旧工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。１枚おはぐりくださいませ。

契約の目的は、平成２９年災第４号町道久連洲河崎線道路災害復旧工事請負契約でございます。

契約の方法は、指名競争入札でございます。契約の金額は、６，３１８万円でございます。内消

費税及び地方消費税は４６８万円でございます。契約の相手方は日野郡江府町大字江尾１７４８

番地６、有限会社 浜本組 代表取締役 浜本伸介でございます。以上、ご審議の上ご承認賜り

ますようよろしくお願い致します。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

議案第７４号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（川上 富夫君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第７４号、本案は、原案のとおり決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（川上 富夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

・ ・

日程第１６ 議案第７５号

○議長（川上 富夫君） 日程第１６、議案第７５号、町営バス新車購入事業契約の締結について

を議題とします。
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本案は、除斥の対象になりますので、地方自治法第１１７条の規定により、９番 長岡邦一議

員、２番 川端登志一議員の退場を求めます。

ここで暫時休憩いたします。

午前１１時５２分休憩

午前１１時５２分再開

〔９番 長岡邦一議員、２番 川端登志一議員退場〕

○議長（川上 富夫君） 再開します。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（白石 祐治君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第７５号でございます。町営バス新車購入事業契約の締結について

でございます。本案は、平成２１年３月から導入した町営バスの老朽化により、年次計画的に車

両購入するもので、指名競争入札を行った結果、鳥取西部農業協同組合 江府支所と契約を締結

いたすものでございます。地方自治法第９６条第１項第８号及び、江府町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得たく提案いたす

ものでございます。なお、内容の詳細につきましては、主管課長より説明させますのでお聞き取

りの上、ご審議ご承認を賜りますようお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 所管課長より議案の詳細説明を求めます。

日野尾住民課長。

○住民課長（日野尾泰司君） 議案第７５号、町営バス新車購入事業契約の締結についてご説明を

いたします。１枚おはぐりください。契約の目的は町営バス新車購入事業として、この度マイク

ロバス１台を購入するものでございます。契約方法は指名競争入札でございます。契約の金額は、

９８１万２，８８０円で仮契約をしております。契約の相手は、鳥取西部農業協同組合 江府支

所 支所長 大岩徹でございます。これにつきましてご審議の上ご承認をお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

日程第１６、議案第７５号、町営バス新車購入事業契約の締結について。

議案第７５号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので、質疑を終結します。
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討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（川上 富夫君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第７５号、本案は、原案のとおり決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（川上 富夫君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。

この場で暫時休憩いたします。

両名の入場を許可します。

〔９番 長岡邦一議員、２番 川端登志一議員入場〕

午前１１時５５分休憩

午後 ０時０６分再開

○議長（川上 富夫君） 再開いたします。

先程、休憩中に審議致しました役員の報告を局長よりさせます。総務経済常任委員会から教育

民生常任委員会、広報公聴常任委員会。

○事務局長（梅林 茂樹君） 失礼します。総務経済常任委員会、三輪英男議員、川端登志一議員、

長岡邦一議員、上原二郎議員、空場語議員です。教育民生常任委員会、三好晋也議員、阿部朝親

議員、川端雄勇議員、森田哲也議員、川上富夫議員です。広報公聴常任委員会、上原二郎議員、

三輪英男議員、三好晋也議員、川端登志一議員、森田哲也議員の５名でございます。議会運営委

員会、川端雄勇議員、長岡邦一議員、上原二郎議員、三輪英男議員、三好晋也議員の５名でござ

います。

○議長（川上 富夫君） 日程第１７、常任委員会委員の選任について。日程第１８、常任委員長

・副委員長。

○副議長（上原 二郎君） 議長いいですか。今、委員会構成がここで発表されましたが、日程第

６の委員長・副委員長の報告。

○議長（川上 富夫君） 報告はここに今言って報告をしてもらおうと思います。日程の今順序が

全て１７までいきましたので、そこに繰り上げてここのところに報告させていただいて、その後、

休憩中に委員長・副委員長の報告をしていただきたいというふうに思っておりますので。訂正よ
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ろしくお願いします。

○副議長（上原 二郎君） はい分かりました。

○議長（川上 富夫君） 日程第５からにつきましては、今の日程第１７から全て置き換えて順次

行いますのでよろしくお願い致します。それぞれの常任委員会の選任が決まりましたので、暫時

休憩して各常任委員長・副委員長のご報告をお願いいたします。

午後０時０２分休憩

午後０時０３分再開

○議長（川上 富夫君） 再開いたします。

それぞれの常任委員会の委員長の報告がございました。総務経済常任委員会委員長 三輪英男

議員、副委員長 川端登志一議員、教育民生常任委員会委員長 三好晋也議員、副委員長 阿部

朝親議員 広報公聴常任委員会委員長 上原二郎議員、副委員長 三輪英男議員、続いて議会運

営委員の選任について報告をお願いします。

午後０時０３分休憩

午後０時０３分再開

○議長（川上 富夫君） 再開いたします。

議会運営委員会委員長 川端雄勇議員、副委員長 長岡邦一議員、以上でございます。

・ ・

日程第１７ 議案第７６号

○議長（川上 富夫君） 日程第１７、議案第７６号、江府町監査委員の選任についてを議題と致

します。本案は、除斥の対象になりますので、地方自治法第１１７条の規定によって、９番 長

岡邦一議員の退場を求めます。

ここで休憩いたします。

午後０時１２分休憩

午後０時１３分再開

〔９番 長岡邦一議員退場〕

○議長（川上 富夫君） 再開します。

町長から提案理由の説明を求めます。
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○町長（白石 祐治君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議案第７６号、江府町監査委員の選任についてでございます。江府町監

査委員長岡邦一君は、平成２９年７月４日議員の任期満了となりましたので、地方自治法第１９

６条第１項の規定により、次の者を後任の委員に選任したいので議会の同意を求めるものでござ

います。住所 鳥取県日野郡江府町大字宮市４３１番地の３、氏名 長岡邦一、昭和２６年１月

２３日生まれ、ご同意のほどよろしくお願い致します。

○議長（川上 富夫君） 議案第７６号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（川上 富夫君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

本案は、起立によって行います。

議案第７６号、本案は町長提案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（川上 富夫君） 起立多数です。

よって本案は、原案のとおり同意されました。

長岡邦一君の着席を求めます。

ここで暫時休憩いたします。

〔９番 長岡邦一議員入場〕

午後０時１４分休憩

午後０時１５分再開

○議長（川上 富夫君） 再開いたします。

・ ・

日程第１８ 庁舎等公共施設建設調査特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 日程第１８、庁舎等公共施設建設調査特別委員会の設置についてを議題

とします。
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お諮りします。議長発議として、１０人で構成する庁舎等公共施設建設調査特別委員会を設置

し、調査終了まで閉会中の継続調査を含め、庁舎等に関する調査を付託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〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって１０人で構成する庁舎等公共施設建設調査

特別委員会を設置することに決定いたしました。

お諮りします。ただ今設置されました庁舎等公共施設建設調査特別委員会の委員の選任につい

て、委員会条例第６条第１項の規定により、議長において指名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〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名します。

庁舎等公共施設建設調査特別委員会に委員に森田哲也議員、川端登志一議員、阿部朝親議員、

空場語議員、三好晋也議員、三輪英男議員、川上富夫、上原二郎議員、長岡邦一議員、川端雄勇

議員以上１０名を指名したいと思います。

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よってただ今指名したとおり選任することに決し

ました。

庁舎等公共施設建設調査特別委員会委員長・副委員長互選のため暫時休憩します。

午後０時１６分休憩

午後０時１７分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

・ ・

日程第１９ 庁舎等公共施設建設調査特別委員会委員長・副委員長互選結果の報告について

○議長（川上 富夫君） 日程第１９、庁舎等公共施設建設調査特別委員会委員長・副委員長互選

結果の報告を行います。

庁舎等公共施設建設調査特別委員会委員長 長岡邦一議員、副委員長 三好晋也議員が選任さ

れましたのでよろしくお願いします。

以上で結果の報告を終わります。
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・ ・

日程第２０ 企業誘致調査特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 日程第２０、企業誘致調査特別委員会の設置についてを議題といたしま

す。

お諮りします。議長発議として、１０人で構成する企業誘致調査特別委員会を設置し、調査終

了まで閉会中の継続調査を含め、企業誘致に関する調査を付託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〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。したがって１０人で構成する企業誘致調査特別委

員会を設置することに決定いたしました。

お諮りします。ただ今設置された企業誘致調査特別委員会の委員の選任について、委員会条例

第６条第１項の規定により、議長において指名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〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名いたします。

企業誘致調査特別委員会の委員に、森田哲也議員、川端登志一議員、阿部朝親議員、空場語議

員、三好晋也議員、三輪英男議員、川上富夫、上原二郎議員、長岡邦一議員、川端雄勇議員の以

上１０名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（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よってただ今指名したとおり選任することに決定

致しました。

企業誘致調査特別委員会委員長・副委員長互選のため暫時休憩致します。

午後０時１９分休憩

午後０時１９分再開

○議長（川上 富夫君） 再開します。

・ ・

日程第２１ 企業誘致調査特別委員長・副委員長互選結果の報告について

○議長（川上 富夫君） 日程第２１、企業誘致調査特別委員長・副委員長互選結果の報告を行い

ます。
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企業誘致調査特別委員長に川端雄勇議員、副委員長に三輪英男議員が選任されました。

以上で結果の報告を終わります。

・ ・

日程第２２ 議会改革調査特別委員会の設置について

○議長（川上 富夫君） 日程第２２、議会改革調査特別委員会の設置についてを議題と致します。

おはかりします。議長発議として、１０人で構成する議会改革調査特別委員会を設置し、調査

終了まで閉会中の継続調査を含め、議会改革に関する調査を付託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〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。したがって１０人で構成する議会改革調査特別委

員会を設置することに決定いたしました。

お諮りします。ただ今設置されました議会改革調査特別委員会の委員の選任について、委員会

条例第６条第１項の規定により、議長において指名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〕

○議長（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よって議長において指名致します。

議会改革調査特別委員会の委員に、森田哲也議員、川端登志一議員、阿部朝親議員、空場語議

員、三好晋也議員、三輪英男議員、川上富夫、上原二郎議員、長岡邦一議員、川端雄勇議員の以

上１０名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（川上 富夫君） 異議なしと認めます。よってただ今指名したとおり選任することに決定

致しました。

議会改革調査特別委員会委員長・副委員長互選のため暫時休憩致します。

午後０時２１分休憩

午後０時２１分再開

○議長（川上 富夫君） 再開致します。

・ ・

日程第２３ 議会改革調査特別委員会委員長・副委員長互選結果の報告について
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○議長（川上 富夫君） 日程第２３、議会改革調査特別委員会委員長・副委員長互選結果の報告

を行います。

議会改革調査特別委員会委員長に三輪英男議員、副委員長に三好晋也議員が選任されました。

以上で結果の報告を終わります。

・ ・

日程第２４ 閉会中の継続調査について（議会運営委員会）から

日程第２５ 閉会中の継続調査について（広報公聴常任委員会）

○議長（川上 富夫君） 日程第２４、閉会中の継続調査について（議会運営委員会）から日程第

２５、閉会中の継続調査について（広報公聴常任委員会）まで計２件を一括議題といたします。

議会運営委員会、広報公聴常任委員会の各委員長から会議規則第７５条の規定により閉会中の

継続調査の申出書が議長の手元に届いております。

お諮りします。各委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査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（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

継続調査とすることに決しました。

・ ・

○議長（川上 富夫君） お諮りします。以上をもって、今期臨時会に付議された事件はすべて議

了しました。

よって、本臨時会は、これをもち閉会といたします。

ご苦労様でした。

午後０時２３分閉会
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