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 平成２９年１０月第４回木島平村議会臨時会 会議録 

 

 

招 集 年 月 日 平成２９年１０月２日 

  

招 集 場 所 木島平村役場 議場 

  

会 期 平成２９年１０月２日から平成２９年１０月１２日まで 

  

会 期 中 の 休 会 日 １０月３日、４日、５日、６日、７日、８日、９日、１０日、１１日 

（９日間） 

  

応 招 議 員 森 正仁 他 ９人 

  

不 応 招 議 員  

  

出 席 議 員 1番 吉川  昭 君  2番 勝山  卓 君  3番 滝沢 光平 君 

4番 土屋喜久夫 君  5番 勝山  正 君  6番 丸山 勝敏 君 

7番 江田 宏子 さん 8番 樋口 勝豊 君  9番 萩原 由一 君 

10番 森  正仁 君 

  

欠 席 議 員  

  

説明のための議場出席者 村  長 日䑓正博 君  副 村 長 内藤克彦 君  教 育 長  

総務課長 佐藤裕重 君  民生課長 武田彰一 君  産業課長 土屋博昭 君 

産業企画室長 髙木良男 君  建設課長 髙山俊明 君  子育て支援課長 山嵜真澄 君 

生涯学習課長 髙森喜久 君 

欠 席 者 １０月２日 建設課長 髙山俊明 君（けがの通院治療のため） 

職務のための議場出席者 議会事務局長  竹原雄一 

書    記  湯本寿男 

   〃     竹内 輝 

村長提出議案項目 ２件   議長提出議案項目    件 

議員提出決議案項目  件   議員提出意見書案    件 

 

いずれも別紙日程表のとおり。 

 

 議長は、会議規則第１１９条の規定により会議録署名議員を次のとおり指名した。 

 

 ５番 勝山 正 

 ６番 丸山 勝敏 
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平成２９年１０月第４回木島平村議会臨時会 

《第１日目 １０月２日 午前１１時００分 開議》 

 

議長（森 正仁 君） 

 本日の会議は、諸般の都合により午前１１時に繰り下げて開くことにします。 

 出席要求者から欠席届が提出されております。 

 髙山建設課長はけがの通院治療のため欠席です。 

ただいまの出席議員数は１０人です。 

定足数に達しておりますので、これから平成２９年１０月第４回木島平村議会臨時会を開会

します。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

村長から招集のあいさつがあります。 

 日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、今回は臨時議会ということで招集いたしましたが、全議員の皆様にご参集いただき、

大変感謝を申し上げます。 

 今回提出します議案につきましては、ご存知のとおり、急きょ決まりました１０月２２日の

衆議院選挙に係る補正、そしてまた同意案件が１件でございますが、同意案件につきまして非

常に重要な案件であります。慎重なご審議をいただきますようにお願い申し上げまして、開会

のあいさつ、招集のあいさつにさせていただきます。 

 

議長（森 正仁 君） 

これから諸般の報告をします。 

まず、私から申し上げます。 

今臨時会に説明員として出席を求めた理事者等は、議案表の下段に記載のとおりです。ご了

承ください。 

次に、日䑓村長からありましたら報告願います。 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、ありません。 

 

議長（森 正仁 君） 

これで諸般の報告を終ります。 

日程第１、「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１２０条の規定により、５番、勝山 正君、６番、丸山勝敏

君を指名します。 

日程第２、「会期の決定」の件を議題にします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日から１２日までの１１日間にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。  

したがって、本臨時会の会期は、本日から１２日までの１１日間とすることに決定しました。 

日程第３、議案第７４号「平成２９年度木島平村一般会計補正予算第５号について」の件を

議題とします。 

朗読を省略し、本案について、提案理由の説明を求めます。 

 日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、それでは、議案第７４号でありますが、「平成２９年度木島平村一般会計補正予算第５号」で

すが、歳入歳出にそれぞれ５００万円を追加し、総額を３４億６２８万７千円とする補正予算であり

ます。 

 ９月２８日に解散し、１０月２２日に執行される衆議院議員選挙に係る経費であります。 

歳出は、これまでの選挙における費用をもとに計上し、歳入は県支出金として衆議院議員選挙執行

経費交付金を見込みました。 

細部については、総務課長から説明申し上げます。 

 

議長（森 正仁 君） 

 ここで、暫時休憩といたします。 

（休憩 午前１１時０４分） 

（再開 午前１１時１０分） 

 

議長（森 正仁 君） 

それでは、会議を再開いたします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「質疑なし」と認め、これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっております議案第７４号については、会議規則第３９条第２項の規定により委

員会の付託を省略することについて採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

本案は、委員会の付託を省略することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

 

議長（森 正仁 君） 

起立全員です。 

したがって、議案第７４号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（討論なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

討論がないようですので、討論を終わり採決したいと思います。 

ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認め、これから採決を行います。 

議案第７４号「平成２９年度木島平村一般会計補正予算第５号について」の件について採決を行い

ます。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議案第７４号は、原案のとおり可決しました。 

日程第４、同意第６号「教育長の罷免につき同意を求めることについて」の件を議題とします。 

朗読を省略し、本案について提案理由の説明を求めます。 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、それでは、同意第６号でありますが、「教育長の罷免につき同意を求めることについて」であ

ります。 

 内堀教育長の罷免について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第７条第１項の規定により

議会の同意を求めるものであります。 

 ご審議をお願いします。 

 

議長（森 正仁 君） 

お諮りします。 

ただいま別紙、追加議案表のとおり１件の議題が提出されました。これを議題に追加して、議題に

したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

提案者の説明を求めます。 

土屋 喜久夫 君。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（土屋喜久夫 議員 登壇） 

 

４番 土屋喜久夫 議員 

発議８、「教育長罷免人事案件調査特別委員会の設置について」。 

これにつきましては、各議員の意志をひとつにするために、この委員会を設置いただいて検討をさ

せていただくということであります。 

朗読で提案させていただきます。 

木島平村議会委員会条例第５条の規定に基づき、次のとおり特別委員会を設置する。 
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特別委員会の目的。平成２９年１０月第４回臨時会に上程された教育長罷免にかかる人事案件の調

査、審議。本特別委員会の設置は、本臨時会の会期中とする。 

特別委員会の名称。教育長罷免人事案件調査特別委員会。 

特別委員会の委員。議長を除く全議員。 

特別委員会委員長。萩原 由一 議員。 

特別委員会の公開。本特別委員会は秘密会とする。 

平成２９年１０月２日提出。 

以上であります。 

 

議長（森 正仁 君） 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「質疑なし」と認めます。 

発議第８号について、採決を行います。 

発議第８号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

今回設置された特別委員会で慎重な審議をお願いいたします。 

同意案件については、１２日に採決を予定しております。 

お諮りします。 

本日の会議は、これで延会としたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、本日はこれで延会とすることに決定しました。 

本日は、これで終わります。 

ご苦労様でした。 

（延会 午前１１時１８分）
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平成２９年１０月第４回木島平村議会臨時会 

《第２日目 １０月１２日 午前 ９時００分 開議》 

 

議長（森 正仁 君） 

おはようございます。 

（全出席者「おはようございます。」） 

 

議長（森 正仁 君） 

本日の会議は、諸般の都合により午前９時に繰り上げて開くことにします。 

ただいまの出席議員数は１０人です。 

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

日程第１、同意第６号「教育長の罷免につき同意を求めることについて」の件を議題としま

す。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「質疑なし」と認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（討論なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

討論がないようですので、討論を終わり採決したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認め、これから同意第６号「教育長の罷免につき同意を求めることについて」

の件について、採決を行います。 

この採決は、無記名投票で行います。 

議場の出入り口を閉めます。 

（事務局 議場出入り口を閉める） 

 

議長（森 正仁 君） 

次に、立会人を指名します。 

会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に５番、勝山 正 君、６番、丸山勝敏 君

を指名します。 

投票用紙を配ります。 

（事務局 投票用紙を、議長を除く議員に配布） 

 

議長（森 正仁 君） 

念のため申し上げます。 

本件について同意することに賛成の方は、「賛成」、反対の方は「反対」と投票用紙に記載願
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います。 

なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、「否」とみなします。 

投票用紙の配布もれはありませんか。 

（なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「配布もれなし」と認めます。 

投票箱を点検します。 

（事務局 投票箱点検） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異常なし」と認めます。 

ただ今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。 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

はい、議長。 

１番、吉川 昭 議員 

（吉川 昭 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

２番、勝山 卓 議員 

（勝山 卓 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

３番、滝沢光平 議員 

（滝沢光平 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

４番、土屋喜久夫 議員 

（土屋喜久夫 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

５番、勝山 正 議員 

（勝山 正 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

６番、丸山勝敏 議員 

（丸山勝敏 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

７番、江田宏子 議員 

（江田宏子 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 
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８番、樋口勝豊 議員 

（樋口勝豊 議員、投票） 

 

議会事務局長（竹原雄一 君） 

９番、萩原由一 議員 

（萩原由一 議員、投票） 

 

議長（森 正仁 君） 

投票もれはありませんか。 

（なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「投票もれなし」と認めます。 

投票を終わります。 

開票を行います。 

５番、勝山 正 君、６番、丸山勝敏 君。開票の立会いをお願いします。 

（事務局 開票作業） 

 

議長（森 正仁 君） 

投票の結果を報告します。 

投票総数、９票。有効投票、９票。無効票、０票。 

有効投票のうち、賛成７票、反対２票。 

したがって、同意第６号「教育長の罷免につき同意を求めることについて」は、同意するこ

とに決定しました。 

議場の出入り口を開きます。 

（事務局 議場出入り口を開ける） 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、本日の日程は、すべて終了しました。 

ここで、村長から発言を求められましたので、これを許します。 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

はい、まず、最初に今回の件につきましては、村民の皆さんを始め、関係者多くの皆さんに

多大なご迷惑、ご心配をおかけしたと、そのことについて、まず、お詫びを申し上げたいとい

うふうに思います。 

そしてまた、結果として、私の判断につきましても非常に悩んだというか、苦しい決断であ

りました。 

そしてまた、結果として、議員各位にも長期間、特別委員会を設けていただいて、慎重に審

議をいただいて、今日、結果が出たということでありますが、いずれにしましても今回の件に

つきましては、村民でもあり、職員でもある１名の職員の命を犠牲にした大きな教訓でありま

す。村として、そしてまた職場として、２度とこういうことがないように、しっかりとやって

いかなきゃならない。私に課せられた責任についても大きいというふうに感じております。 
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長期間、慎重にご審議いただきましたことに改めて感謝申し上げ、そしてまた議員各位はじ

め村民の皆さんにも２度とこういうことがないように、ぜひ今回の件にご理解いただきたい、

そんなことをお願い申し上げまして、閉会にあたりましてのあいさつにさせていただきます。 

大変ご苦労様でした。 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、平成２９年１０月第４回木島平村議会臨時会を閉会とします。 

ご苦労様でした。 

（閉会 午前 ９時１２分） 

 

 

 


