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【【【【本日の会議に付した案件】】】】    

日程第１．会議録署名議員の指名 

日程第２．会期決定の件 

日程第３．佐用町議会議長辞職の件 

追加日程第１．佐用町議会議長の選挙 

追加日程第２．議席の一部変更 

追加日程第３．佐用町議会常任委員会委員の選任の件 

追加日程第４－１．選挙第２号  にしはりま環境事務組合議会議員の選挙 

追加日程第４－２．播磨高原広域事務組合議会議員の選出の件 

追加日程第４－３．西はりま消防組合議会議員の選任の件 

 

午前１０時００分 開会 

 

議長（石黒永剛君）    皆さん、おはようございます。開会にあたり一言御挨拶を申し上げ

ます。 

    本日、ここに第 66 回佐用町議会臨時会が招集されましたところ、議員各位にはおそろ

いでご参集賜り、誠に御苦労さまでございます。 

    この度は、私ごとで皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞ、慎重なる審議

を賜り、適切妥当なる結論が得られますようお願いし、開会の御挨拶といたします。 

    町長、挨拶をお願いいたします。 

 

町長（庵逧典章君）    改めまして、おはようございます。御苦労さまです。 

    27 年度も４月が早終わりまして、今日から５月がスタートいたします。明日からは５

連休ということで、春の大型連休が始まりますけれども、今日も朝、朝礼を行いまして、

できるだけ早く、27 年度予定しておりますいろんな事業に本格的にとりかかるように、

指示をしたところでございます。 

    議会におきましても、もう６月の定例会の日程を決定をいただきまして、６月に予定さ

せていただく議案等についても、準備をしているところでございます。 

    本日は、議会構成にかかる臨時議会ということをお聞きしておりますので、私のほうか

ら、それぞれ申し上げることはございませんけれども、議会が円滑に運営ができるように

一つ皆様のそれぞれの適切な決定をいただきますように、よろしくお願いを申し上げます。 

    以上、御挨拶とさせていただきます。 

 

議長（石黒永剛君）    はい、ありがとうございました。 

    ただ今の出席議員数は定足数に達しておりますので、これより第 66 回佐用町議会臨時

会を開会いたします。 

    なお、今期臨時会のため地方自治法第 121 条の規定により、出席を求めたものは、町

長、副町長、教育長、総務課長であります。 

    これより、本日の会議を開きます。 

    直ちに日程に入ります。 

 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 
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議長（石黒永剛君）    日程第１は、会議録署名議員の指名でございます。 

    会議録署名議員は、会議規則第 121 条の規定によりまして議長より指名いたします。 

    ２番、千種和英君。３番、小林裕和君。以上の両君にお願いいたします。 

 

 

日程第２．会期決定の件 

 

議長（石黒永剛君）    続いて日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

    お諮りします。今期臨時会の会期は、本日５月１日の１日限りといたしたいと思います。

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（石黒永剛君）    ご異議なしと認めます。よって、今期臨時会の会期は本日１日限り

と決定いたしました。 

    ここで、しばらく休憩をいたします。 

 

午前１０時０４分 休憩 

午前１０時０５分 再開 

 

副議長（岡本安夫君）   それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 

    ここでご報告いたします。 

    平成 27 年４月 22 日付で、議長、石黒永剛君から議長の辞職願が提出されています。 

    地方自治法第 106 条の規定により、ここからは副議長の私が、議長の職を代行いたし

ますので、各位のご協力よろしくお願いいたします。 

    なお、ここであらかじめ申し上げておきますが、会議の進行上、議案の朗読を省略いた

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

副議長（岡本安夫君）   ご異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

 

 

日程第３．佐用町議会議長辞職の件 

 

副議長（岡本安夫君）   それでは、佐用町議会議長辞職の件を議題といたします。 

    地方自治法第 117 条の規定によって、石黒永剛君の退場を求めます。 

 

〔石黒永剛君 退場〕 

 

副議長（岡本安夫君）   事務局長に辞職願を朗読させます。 

 

議会事務局長（舟引 新君）  辞職願。 

    私こと、この度、体調不良により佐用町議会議長の職を辞職いたしたく、許可いただき

ますようお願いいたします。 
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    平成 27 年 4 月 22 日、佐用町議会副議長、岡本安夫殿。石黒永剛。 

    以上でございます。 

 

副議長（岡本安夫君）   お諮りいたします。石黒永剛君の議長の辞職を許可することに、ご

異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

副議長（岡本安夫君）   ご異議なしと認めます。よって、石黒永剛君の議長の辞職を許可す

ることに決定いたします。 

    石黒永剛君の入場を求めます。 

 

〔石黒永剛君 入場〕 

 

 

副議長（岡本安夫君）   ただ今、議長が欠員となりました。 

    お諮りいたします。佐用町議会議長の選挙を日程に追加し、追加日程１として、直ちに

選挙を行いたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

副議長（岡本安夫君）   ご異議なしと認めます。よって、佐用町議会議長の選挙を日程に追

加し、追加日程１として選挙を行うことに決定いたしました。 

    ここで、暫く休憩をいたします。 

 

午前１０時０７分 休憩 

午前１０時０８分 再開 

 

副議長（岡本安夫君）   休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

 

追加日程第１．佐用町議会議長の選挙 

 

副議長（岡本安夫君）   追加日程１、選挙第１号、佐用町議会議長の選挙を行います。 

    選挙に入る前に、議長の任期について、お諮りいたします。 

    佐用町議会の申し合わせにより、議長の任期は２年となっていますが、今期は任期途中

の改選でありますので、今選挙における議長の任期は、前任者の残任期間とすることに、

ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

副議長（岡本安夫君）   異議なしと認めます。よって、そのように決定されました。 

    それでは、議会議長の選挙を行います。議長の選挙は、投票により行います。 

    議場を閉鎖します。 
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〔議場閉鎖〕 

 

副議長（岡本安夫君）   ただ今の出席議員は、14 名であります。 

    次に、会議規則第 31 条第２項の規程により、開票立会人２人を決めたいと思います。 

    お諮りいたします。１番、加古原瑞樹君。２番、千種和英君。以上の両君を指名いたし

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〕 

 

副議長（岡本安夫君）   異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

    なお、この選挙は、全議員の 14 名が被選挙人となることに、ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

副議長（岡本安夫君）   ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

    これより投票用紙を配ります。 

 

〔投票用紙配付〕 

 

副議長（岡本安夫君）   投票用紙の配付漏れはございませんか。 

 

〔配付漏れなし〕 

 

副議長（岡本安夫君）   配付漏れなしと認めます。 

    投票箱を点検します。 

 

〔投票箱点検〕 

 

副議長（岡本安夫君）   異常なしと認めます。 

    これより議会議長選挙の投票を行います。 

    念のために申し上げておきますが、投票は単記無記名であります。 

    投票用紙に被選挙人の名前を記載し、事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、 

順次投票をお願いいたします。 

 

議会事務局長（舟引 新君）  そしたら、順番にお願いいたします。 

    １番、加古原議員。 

 

〔１番 加古原瑞樹君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ２番、千種議員。 

 

〔２番 千種和英君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ３番、小林議員。 
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〔３番 小林裕和君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ４番、廣利議員。 

 

〔４番 廣利一志君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ５番、竹内議員。 

 

〔５番 竹内日出夫君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ６番、石堂議員。 

 

〔６番 石堂 基君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ７番、岡本義次議員。 

 

〔７番 岡本義次君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ８番、金谷議員。 

 

〔８番 金谷英志君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ９番、山本議員。 

 

〔９番 山本幹雄君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  10 番、岡本安夫議員。 

 

〔10 番 岡本安夫君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  11 番、矢内議員。 

 

〔11 番 矢内作夫君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  12 番、西岡議員。 

 

〔12 番 西岡 正君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  13 番、平岡議員。 

 

〔13 番 平岡きぬゑ君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  14 番、石黒議員。 

 

〔14 番 石黒永剛君 投票〕 
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副議長（岡本安夫君）    投票漏れはありませんか。 

    投票漏れなしと認めます。 

    投票を終了いたします。 

    これより開票を行います。 

    開票立会人の立会いをお願いいたします。 

 

〔開  票〕 

 

副議長（岡本安夫君）   選挙の結果を報告いたします。 

    投票総数 14 票。有効投票 14 票。無効投票ゼロ票。 

    有効投票中、西岡 正君が 12 票。金谷英志君が２票。 

    以上のとおりであります。 

    この選挙の法定得票数は４票であります。よって、西岡 正君が、議会議長に当選され

ました。 

    ただ今、議長に当選されました西岡 正君が議場におられますので、本席から会議規則

第 32 条第２項の規定により、西岡 正君に当選の告知をいたします。 

    議場の閉鎖を解きます。 

 

〔議場開鎖〕 

 

副議長（岡本安夫君）   当選されました西岡 正君から議長就任の挨拶を受けます。 

 

〔議長 西岡 正君 登壇〕 

 

議長（西岡 正君）    失礼します。先ほどの選挙の結果、浅学非才の私に議長というご指

名をいただきました。大変名誉なことだと受け止めさせいただいております。 

    佐用町も合併して 10 年、大変大きな節目であります。そんな中、二元代表制というこ

とを遵守しながら、住民の福祉向上と町発展のために皆さん方のお力をいただき、全力を

傾注していきたい。傾けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

    また、町長はじめ、副町長、教育長、職員の皆さん方には、本当にこれから、大変お世

話になりますけれども、至らぬところは多々あろうと思いますけれども、ご指導賜ります

ようお願いを申し上げまして、簡単でございますが、就任の挨拶にかえます。ありがとう

ございます。 

 

〔拍  手〕 

 

副議長（岡本安夫君）   西岡 正君の議長就任の挨拶は終わりました。 

    ここで新しい議長と交代いたします。西岡議長は議長席にご着席願います。  

    当局の皆さんにお知らせします。これより以後の日程は、議会内の案件が続きますので、

恐れ入りますが、議長が参集をかけるまで、退席をお願いいたしたいと思います。 

    しばらく休憩をいたします。 

 

〔当局退席〕 
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午前１０時２０分 休憩 

午前１０時２３分 再開 

 

議長（西岡 正君）    それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

 

議長（西岡 正君）    議長選挙に伴い、議席の一部を変更したいと思います。 

    お諮りします。議席の一部変更を日程に追加し、追加日程２として議題とすることにご

異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、議席の一部変更を日程に追加し、

追加日程２として、議題とすることに決定いたしました。 

    しばらく休憩いたします。 

 

午前１０時２３分 休憩 

午前１０時２４分 再開 

 

議長（西岡 正君）    休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

 

追加日程第２．議席の一部変更 

 

議長（西岡 正君）    追加日程２、議席の一部変更を行います。 

    議長の選挙に伴い、会議規則第４条第３項の規定によって、議席の一部を変更いたしま

す。 

    12 番を石黒永剛君、14 番を西岡 正に変更いたします。 

 

 

議長（西岡 正君）    お諮りいたします。ここで、佐用町議会常任委員会委員の選任の件

を日程に追加し、追加日程３として議題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（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、佐用町議会常任委員会委員の選任

の件を日程に追加し、追加日程３として、議題とすることに決定いたしました。 

    しばらく休憩をいたします。 

 

午前１０時２５分 休憩 

午前１０時２６分 再開 

 

議長（西岡 正君）    それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 
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追加日程第３．佐用町議会常任委員会委員の選任の件 

 

議長（西岡 正君）    追加日程３、佐用町議会常任委員会委員の選任の件を議題といたし

ます。 

    議長選挙に伴う常任委員会委員の選任について、委員会条例第７条第３項の規定により、

議長から指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。 

    それでは、佐用町議会常任委員会委員の選任については、私、西岡 正を総務常任委員

会に、石黒永剛君を産業厚生常任委員に指名いたします。 

 

 

議長（西岡 正君）    次に、一部事務組合議会の議員の選出について、お諮ります。 

    にしはりま環境事務組合議会議員の選挙、播磨高原広域事務組合議会議員の選出の件、

西はりま消防組合議会議員の選出の件をそれぞれ日程に追加し、追加日程４として議題と

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（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、にしはりま環境事務組合議会議員

の選挙、播磨高原広域事務組合議会議員の選出の件、西はりま消防組合議会議員の選出の

件をそれぞれ日程に追加し、追加日程４として議題とすることに決定いたしました。 

    しばらく休憩をいたします。 

 

午前１０時２７分 休憩 

午前１０時２８分 再開 

 

議長（西岡 正君）    それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

 

追加日程第４－１．選挙第２号  にしはりま環境事務組合議会議員の選挙 

 

議長（西岡 正君）    まず、追加日程４の第１、にしはりま環境事務組合議会議員選挙を

議題といたします。 

    にしはりま環境事務組合規約第５条の規定により、構成市町の組合議員の定数は４名と

なっています。 

    佐用町議会の申し合わせにより、定数のうち１名は議長を充てることになっていますの

で、まず、私が前議長にかわり、にしはりま環境事務組合議会議員となることにご異議ご

ざいませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

    続きまして、あと３名の組合議員を選出いたしますが、現在、組合議員である私が議長

となりましたので、３名のうち１名が欠員となります。欠員の１名については選挙を行い

たいと思いますがご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。 

    それでは、選挙を開始します。 

    選挙は投票で行います。 

    議場を閉鎖します。 

 

〔議場閉鎖〕 

 

議長（西岡 正君）    ただ今の出席議員は 14 名であります。 

    会議規則第 31 条第２項の規程により、開票立会人２名を決めたいと思います。 

    お諮りします。３番、小林裕和君。４番、廣利一志君。以上、両君に指名したいと思い

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（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

    しばらく休憩します。 

 

午前１０時３０分 休憩 

午前１０時３１分 再開 

 

議長（西岡 正君）    再開します。 

    ここで、私、議長と、現組合議員の加古原瑞樹君と小林裕和君を除く議員の 11 名が被

選挙人となることを確認しておきます。 

    これより投票用紙を配ります。 

 

〔投票用紙配付〕 

 

議長（西岡 正君）    投票用紙の配付漏れはございませんか。 

 

〔配付漏れなし〕 

 

議長（西岡 正君）    配付漏れはないと認めます。 

    投票箱を点検いたします。 

 

〔投票箱点検〕 

 

議長（西岡 正君）    異常なしと認めます。 

    これより投票を行います。 
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    念のために申し上げておきますが、投票は単記無記名であります。 

    投票用紙に被選挙人の氏名を記載し、事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、 

順次投票をお願いいたます。 

 

議会事務局長（舟引 新君）  それでは、読み上げます。 

    １番、加古原議員。 

 

〔１番 加古原瑞樹君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ２番、千種議員。 

 

〔２番 千種和英君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ３番、小林議員。 

 

〔３番 小林裕和君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ４番、廣利議員。 

 

〔４番 廣利一志君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ５番、竹内議員。 

 

〔５番 竹内日出夫君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ６番、石堂議員。 

 

〔６番 石堂 基君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ７番、岡本義次議員。 

 

〔７番 岡本義次君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ８番、金谷議員。 

 

〔８番 金谷英志君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  ９番、山本議員。 

 

〔９番 山本幹雄君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  10 番、岡本安夫議員。 

 

〔10 番 岡本安夫君 投票〕 

 



 11

議会事務局長（舟引 新君）  11 番、矢内議員。 

 

〔11 番 矢内作夫君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  12 番、石黒議員。 

 

〔12 番 石黒永剛君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  13 番、平岡議員。 

 

〔13 番 平岡きぬゑ君 投票〕 

 

議会事務局長（舟引 新君）  14 番、西岡議員。 

 

〔14 番 西岡 正君 投票〕 

 

議長（西岡 正君）    投票漏れはありませんか。 

    投票漏れなしと認めます。 

    投票を終了いたします。 

    これより開票を行います。 

    開票立会人の立会いをお願いいたします。 

 

〔開  票〕 

 

議長（西岡 正君）    選挙の結果を報告します。 

    投票総数 14 票。有効投票 14 票。無効投票ゼロ票。 

    有効投票中、石黒永剛君が 10 票。平岡きぬゑ君が２票。岡本安夫君が１票。石堂 基

君が１票。 

    以上のとおりであります。 

    この選挙の法定得票数は４票であります。よって、石黒永剛君が当選されました。 

    議場の閉鎖を解きます。 

 

〔議場開鎖〕 

 

議長（西岡 正君）    本席から会議規則第 32 条第２項の規定により、石黒永剛君に当選

の告知をいたします。 

    よって、石黒永剛君が、にしはりま環境事務組合議会議員に選出されました。 

 

 

追加日程第４－２．播磨高原広域事務組合議会議員の選出の件 

 

議長（西岡 正君）    続きまして、追加日程４の第２の播磨高原広域事務組合議会議員の

選出の件を議題といたします。 

    播磨高原広域事務組合規約第５条の規定により、構成市町の組合議員の定数は５名で、

第５条第２項第１号の規定により１名は議長を充てることになっています。 
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    従いまして、私が前議長にかわり、播磨高原広域事務組合議会議員になることにご異議

ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

 

 

追加日程第４－３．西はりま消防組合議会議員の選任の件 

 

議長（西岡 正君）   続きまして、追加日程４の第３、西はりま消防組合議会議員の選出の

件を議題といたします。 

    西はりま消防組合議会の議員については、佐用町議会の申し合わせにより、定数のうち

１名は議長を充てることになっています。 

    従いまして、私が前議長にかわり、西はりま消防組合議会議員にな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（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

 

 

議長（西岡 正君）    以上で本日の日程を終了いたしました。 

    お諮りします。今期臨時会に付議された案件は、終了いたしましたので、閉会したいと

思いますが、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（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、第 66 回佐用町議会臨時会はこれ

をもって閉会といたします。 

    暫時休憩いたします。それでは、最後に当局にご着席いただきますまで、しばらく休憩

をいたします。 

 

午前１０時４０分 休憩 

午前１０時４３分 再開 

 

〔当局着席〕 

 

議長（西岡 正君）    それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 

    それでは、閉会にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

    しばらくの時間でありましたけれども、議長をさせていただきました。 

    その間、頭の中には初心忘れてはならないと。少しの時間でありますけれども、大変緊

張をいたしました。 

    皆さん方のご協力をいただきまして、適切妥当な答えが得られました。本当にありがと

うございました。 
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    また、当局におかれましては、すぐ６月の本会議も控えております。 

    また、議会議員各位におかれましては、18 日より 26 日まで７日間、住民説明会等予定

されております。 

    これから、日一日と暑くなってまいります。皆さん方におかれましては、お体を十分ご

自愛いただきまして、議会活動にご専念いただきたいと思います。 

    これをもちまして第 66 回臨時会を閉会したいと思います。ありがとうございました。 

    町長、挨拶お願いします。 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、一言御挨拶させていただきます。 

    まず、最初に西岡議長には、この度、また、議長にご就任をされましたこと、まずお祝

い申し上げます。 

    議長就任の御挨拶でもありましたように、佐用町にとりまして、今年度は、合併して

10 年という大きな節目でもありますし、また、地方創生という大きな課題も今、国を挙

げて取り組まなきゃならない大きな大切な時期、年を迎えております。 

    町民の皆様の負託に応えて、佐用町の安定と発展のために議長を中心に、議会の皆さん

とともに努力をしていきたいと考えておりますので、引き続いて、どうぞ、よろしくお願

い申し上げます。 

    季節もこうして、今、暑くなりましたけれども、風薫る本当に新緑のいい季節を迎えて

おります。明日からは、連休も始まっております。少しでも、それぞれ休養をとっていた

だき、また、ご活躍をいただきますように、ご祈念申し上げまして、御挨拶にさせていた

だきます。本日は、誠にありがとうございました。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ありがとうございました。 

 

 

午前１０時４５分 閉会 

 

 

 


