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築上町告示第６号 

 平成26年第１回築上町議会臨時会を次のとおり招集する 

    平成26年２月10日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  平成26年２月14日 

２ 場 所  築上町役場議事堂 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

工藤 政由君          小林 和政君 

宮下 久雄君          西畑イツミ君 

西口 周治君          工藤 久司君 

丸山 年弘君          吉元 成一君 

武道 修司君          塩田 文男君 

塩田 昌生君          中島 英夫君 

田原 宗憲君          信田 博見君 

田村 兼光君                 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

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

平成26年 第１回 築 上 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 （第１日） 

平成26年２月14日（金曜日） 

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

議事日程（第１号） 

平成26年２月14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 諸般の報告 

       ①議長の報告 

 日程第４ 選挙第１号 築上町議会副議長の選挙について 

 日程第５ 推薦第１号 築上町農業委員会委員の推薦について 

 （追加分） 

 日程第１ 築上町議会運営委員会委員の選任について 

────────────────────────────── 

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 諸般の報告 

       ①議長の報告 

 日程第４ 選挙第１号 築上町議会副議長の選挙について 

 日程第５ 推薦第１号 築上町農業委員会委員の推薦について 

 （追加分） 

 日程第１ 築上町議会運営委員会委員の選任について 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 工藤 政由君       ２番 小林 和政君 

３番 宮下 久雄君       ４番 西畑イツミ君 

５番 西口 周治君       ６番 工藤 久司君 

８番 丸山 年弘君       ９番 吉元 成一君 

10番 武道 修司君       11番 塩田 文男君 

12番 塩田 昌生君       13番 中島 英夫君 
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14番 田原 宗憲君       15番 信田 博見君 

16番 田村 兼光君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 進  克則君       補佐 木部 英明君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君                     

────────────────────────────── 

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１５名です。定足数に達していますので、平成２６年第１回築上町議会

臨時会を開会します。 

 町長から挨拶の申し出がありましたので、これを許します。新川町長。 

○町長（新川 久三君）  皆さん、おはようございます。きょう、臨時議会を招集させていただき

ました。議長からの要請でございますけれども、臨時議会。 

 その前に、去る２月２日の町長選におきまして再選をさせていただきました。また、４年間町

民の負託を得ることになりましたんで、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（田村 兼光君）  終わりました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

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。本臨時議会の会議録署名

議員は、会議規則第１２５条の規定により、１１番、塩田文男議員、１２番、塩田昌生議員を指

名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 
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○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。 

 ２月１２日、議会運営委員会を開催し、お手元に配付の日程案のとおり決定いたしました。 

 なお、議案については、委員会審議の付託を省略し、本日即決することが適当であると決定い

たしましたので、御報告いたします。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

 お諮りします。本臨時議会の会期は、委員長報告のとおり本日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。したがって、会期は本日の１日間と決定しました。 

  ────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（田村 兼光君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 それでは、初めに、平成２６年１月２０日、有永義正議員から議員辞職願が提出され、地方自

治法第１２６条の規定により、平成２６年１月２１日議員辞職を許可したので、会議規則第

９９条第２項の規定により報告します。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．選挙第１号 

○議長（田村 兼光君）  日程第４、選挙第１号築上町議会副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の入り口を閉めてください。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（田村 兼光君）  ただいまの出席議員は１５名です。 

 次に、立会人の指名を行います。会議規則第３２条第２項の規定により、投票立会人に議席の

１３番、中島英夫議員、１４番、田原宗憲議員を指名します。 

 それでは、投票箱の点検をお願いします。 

〔投票箱点検〕 

○議長（田村 兼光君）  異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

 では、投票用紙を配付してください。 
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〔投票用紙配付〕 

○議長（田村 兼光君）  配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  それでは、記入してください。記入をしましたら１番から順次投票して

ください。 

〔議員投票〕 

○議長（田村 兼光君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで投票を終わります。 

 それでは、開票します。立会人の方、お願いします。 

〔開票〕 

○議長（田村 兼光君）  それでは、選挙の結果を報告します。 

 投票総数１５票、有効投票１５票、無効投票０票、有効投票のうち、塩田昌生議員８票、中島

英夫議員７票。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、塩田昌生議員が副議長に当選されました。議

場の入り口を開いてください。 

 〔議場開鎖〕 

○議長（田村 兼光君）  ただいま副議長に当選されました塩田昌生議員が議場におられますので、

築上町議会会議規則第３３条の規定により、当選の告知をします。 

 つきましては、副議長の当選並びに承諾の御挨拶を前の演台でお願いいたします。塩田議員。 

○議員（１２番 塩田 昌生君）  皆さん、おはようございます。 

 さきの副議長の当選させていただきまして、塩田でございます。よろしくお願いいたします。 

 このたびの築上町の発展のために、議長を補佐しながら一生懸命頑張る覚悟でございます。ど

うか、皆様の協力お願いを申します。本日はまことにありがとうございます。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  それではここで暫時休憩します。 

午前10時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時28分再開 

○議長（田村 兼光君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．推薦第１号 
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○議長（田村 兼光君）  議事に入ります。 

 お諮りします。本日の臨時議会で提案しています日程第５、推薦第１号農業委員会委員の推薦

についてを、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。よって、日程第５は、委員会負託を省略し、本日

即決することに決定しました。 

 日程第５、推薦第１号築上町農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 

 議員のうちから推薦した農業委員の辞職に伴い、後任の農業委員１名を推薦するものでありま

す。 

 お諮りします。推薦の方法については、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、推薦の方法は指名推選とすることに決定

しました。 

 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。

築上町農業委員会委員に中島英夫議員を推薦したいと思います。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、議会推薦の後任の農業委員１人は中

島英夫議員を推薦することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．築上町議会運営委員会委員の選任について 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。先ほどの副議長選挙に当選した塩田昌生議員、副議長就

任に伴い、議会運営委員会委員の選任が必要でありますので、会議規則第２２条の規定により、

日程を追加し、追加日程第１として議会運営委員会委員の選任についてを議題にしたいと思いま

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、日程を追加し、追加日程第１として、

議会運営委員会委員の選任についてを議題とすることに決定しました。 
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 お諮りします。追加日程第１、議会運営委員会委員の選任については、会議規則第３９条の規

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、追加日程第１の議会運営委員会委員の選

任については本日即決することにします。 

 追加日程第１、築上町議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。 

 お諮りします。議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定によって、お

手元に配りました名簿のとおり指名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、議会運営委員はお手元に配付してお

ります名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○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。 

 これで、平成２６年第１回築上町議会臨時会を閉会します。御苦労さまでした。 

午前10時33分閉会 

────────────────────────────── 
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