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築上町告示第８号 

 平成31年第１回築上町議会臨時会を次のとおり招集する 

    平成31年２月12日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  平成31年２月19日 

２ 場 所  築上町役場議事堂 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

宗  晶子君          小林 和政君 

鞘野 希昭君          池亀  豊君 

工藤 久司君          宮下 久雄君 

信田 博見君          田村 兼光君 

塩田 文男君          武道 修司君 

丸山 年弘君          田原 宗憲君 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成31年 第１回 築 上 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 （第１日） 

平成31年２月19日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

平成31年２月19日  午前10時00分開会 

 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 議席の変更 

 日程第４ 諸般の報告 

       ①議長の報告（提出された案件等の報告） 

 日程第５ 議案第１号 専決処分について（平成３０年度築上町一般会計補正予算（第８号）） 

 日程第６ 選挙第１号 京築広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 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 議席の変更 

 日程第４ 諸般の報告 

       ①議長の報告（提出された案件等の報告） 

 日程第５ 議案第１号 専決処分について（平成３０年度築上町一般会計補正予算（第８号）） 

 日程第６ 選挙第１号 京築広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 宗  晶子君       ２番 小林 和政君 

３番 鞘野 希昭君       ４番 池亀  豊君 

５番 工藤 久司君       ６番 宮下 久雄君 

８番 信田 博見君       ９番 田村 兼光君 

10番 塩田 文男君       11番 武道 修司君 

12番 丸山 年弘君       13番 田原 宗憲君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 
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────────────────────────────── 

欠  員（２名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

  局長 木部 英明君       総務係長 城山 琴美君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

総務課長 ……………… 元島 信一君  財政課長 ……………… 椎野 満博君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（田村 兼光君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達していますので、平成３１年第１回築上町議会

臨時会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ここで、閉会中に信田博見議員を議会運営委員会委員に指名したことを報告いたします。 

 また、総務産業建設常任委員会並びに議会運営委員会において、委員長の互選が行われ、総務

産業建設常任委員会並びに議会運営委員会の委員長に信田博見議員が互選されましたことを報告

いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（田村 兼光君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、８番、信田博見議員、

１０番、塩田文男議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（田村 兼光君）  日程第２、会期の決定について議題とします。 

 議会運営委員長の報告を求めます。信田博見委員長。 

○議会運営委員長（信田 博見君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 本日、議会運営委員会を開会し、お手元に配付の会期日程案のとおり決定いたしました。 

 会期は、本日２月１９日、１日限りとすることが適当だと決定しましたので報告いたします。 
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○議長（田村 兼光君）  委員長の報告が終わりました。 

 お諮りします。本臨時会の会期は委員長報告のとおり、本日２月１９日、１日限りと決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日２月１９日、１日限りと決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議席の変更 

○議長（田村 兼光君）  日程第３、議席の変更について、会議規則第４条第３項の規定に基づき、

議席を変更します。変更後の議席は、１４番、信田博見議員とします。 

 なお、本日は議場整理のため、変更前の議席で運営をさせていただきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．諸般の報告 

○議長（田村 兼光君）  日程第４、諸般の報告をいたします。 

 本日提案されています議案は、お手元に配付していますように議案第１号ほか１件です。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１号 

○議長（田村 兼光君）  議事に入ります。 

 お諮りします。日程第５、議案第１号専決処分について（平成３０年度築上町一般会計補正予

算（第８号））を会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略し、本日即決したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は委員会付託を省略し、本日

即決することに決定しました。 

 日程第５、議案第１号専決処分について（平成３０年度築上町一般会計補正予算（第８号））

を議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。椎野財政課長。 

○財政課長（椎野 満博君）  議案第１号専決処分について（平成３０年度築上町一般会計補正予

算（第８号））について、平成３１年１月１６日付で専決処分したので報告し、承認を求める。

平成３１年２月１９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第１号でございますけれども、専決処分についてでございます。 
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 本案は、平成３０年度築上町一般会計補正予算（第８号）の専決について、議会に承認を求め

るものでございます。 

 本予算案は、繰越明許費の設定１件でございます。 

 これは、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年１月１６日付で専決処分とい

たしました。なお、予算の中身は、庁舎建設にかかわる基本設計・実施設計、これが、県・国に

早急に、一応今年度台には事業が完了できないということで協議をいたして、一応そのあかしと

いたしまして、一応予算案を専決処分したというような、繰り越しをしたということで、議会を

開くこと等もございませんでしたので、先ほど申した１月１６日付で専決処分いたして、国・県

のほうに協議をいたしたところでございます。 

 以上でございます。 

 なお、繰越額は１億６,６００万円でございます。 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これから、議案第１号について採決を行います。 

 本案に対し反対意見はありません。議案第１号は、承認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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は承認することに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．選挙第１号 

○議長（田村 兼光君）  日程第６、選挙第１号京築広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を行い

ます。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、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」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  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

定しました。 
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 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

 京築広域市町村圏事務組合議会議員に、田村兼光議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました田村兼光議員を京築広域市町村圏事務組合議会議

員選挙への当選人と定め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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名されました田村兼光議

員が、京築広域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。 

 会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（田村 兼光君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 

 これから、町長の挨拶の申し出がありましたので、これを許します。 

○町長（新川 久三君）  皆さん、こんにちは。 

 議会、無事に専決処分とおしていただきありがとうございました。 

 もう、本当に、春の気配、色濃くなってきたきょうこのごろでございますけれども、ちょうど

綱敷天満宮の梅祭り、メインはこの前の土日、日曜日で終えまして、しかし、まだまだ一応梅祭

りは行われており、それとあと、きょう藏内邸ではひなまつりということで、例年３,０００体

のひなまつりを宇佐の西岡さんからお借りして、展示をしております。 

 それとまた、２５日には日奈古の文殊様、２５、２６日は伝法寺の智恵の文殊様ということで、

２つのイベントも抱えて、地元で頑張っていただいているところで、ぜひ皆さんも御参加いただ

ければ幸いに思うところでございます。 

 なお、また３月の定例会は、一応７日の日に招集する予定に、告示をする準備を現在しており

ますので、また予算案、非常にちょっと庁舎建設等々控えて、１２０億に及ぶ、一応大きい予算

にはなって、それと町の防災無線、これを全部付けかえて、一元化して、築城と椎田を一元化し

ようというふうなことで、防衛予算で、発注予算でやるようにいたしておるところでございます

ので、ちょっと大きい予算になっておりますけど御理解のほど、よろしくお願い申し上げまして

御挨拶と。 

 それでは、また３月議会、７日の日に開会しますので、よろしくお願い申し上げまして、挨拶

とさせていただきます。 

○議長（田村 兼光君）  これで、平成３１年第１回築上町議会臨時会を閉会します。御苦労さま
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でした。 

午前10時11分閉会 

────────────────────────────── 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

             年    月    日 

 

 

                  議  長 

 

 

                  署名議員 

 

 

                  署名議員 
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