
－1－ 

令和２年第３回睦沢町議会臨時会会議録 

 

令和２年６月２３日（火）午前１０時開会 

 

出席議員（１３名） 

     １番  島 貫   孝       ２番  小 川 清 隆 

     ３番  酒 井 康 雄       ４番  丸 山 克 雄 

     ５番  久 我 眞 澄       ６番  伊 原  雄 

     ７番  久 我 政 史       ８番  田 邉 明 佳 

    １０番  中 村 義 德      １１番  中 村   勇 

    １２番  市 原 重 光      １３番  麻 生 安 夫 

    １４番   関 澄 男 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 市 原   武  副 町 長 宮 﨑 登身雄  

総 務 課 長 中 村 幸 夫  
総務課副課長兼 
財 政 班 長 

秋 葉 秀 俊  

総 務 課 主 査 兼 
総 務 班 長 

池 澤 竜 二  選挙管理委員会 
書 記 長 

中 村 幸 夫  

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

本会議に職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長 手 塚 和 夫 書 記 麻 生 健 介 

書 記 土 田   亨   

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

議 事 日 程（第１号） 

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 議案第 １号 令和２年度睦沢町一般会計補正予算（第３号） 



－2－ 

（町長の提案理由説明、質疑・討論・採決） 

日程第 ４ 議案第 ２号 監査委員の選任について 

（町長の提案理由説明、採決） 

日程第 ５ 発議案第１号 睦沢町議会改革特別委員会の設置について 

（提案理由説明、質疑・討論・採決） 

追加日程第１ 千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

追加日程第２ 閉会中の継続調査について 

 

 



－3－ 

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

◎開会及び開議の宣告 

○議長（ 関澄男君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和２年第３回睦沢町議会臨時会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎諸般の報告 

○議長（ 関澄男君） 日程に入る前に諸般の報告を行います。 

  地方自治法の規定による議長からの出席要求に対し、別紙のとおり出席者の報告がありま

した。 

  お手元に配付の印刷物によりご了承願います。 

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

◎議会関係の報告 

○議長（ 関澄男君） 次に、本日の臨時会に関わる議会運営委員会が本日９時半から開催さ

れました。 

  内容について、田邉明佳委員長から報告があります。 

  田邉明佳委員長。 

○議会運営委員長（田邉明佳君） それでは、議会運営委員会からご報告申し上げます。 

  本日午前９時半から議会運営委員会を開催いたしました。 

  案件は、本日招集されました令和２年第３回睦沢町議会臨時会に関わる日程等についての

協議であります。 

  協議の内容について、お手元に配付の日程によりご説明申し上げます。 

  提出議案などについては、議案２件と発議案１件であります。したがいまして、会期は本

日１日限りと決定いたしました。 

  皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告を終わりま

す。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  以上で議会関係の報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎町長挨拶 

○議長（ 関澄男君） ここで、町長からご挨拶があります。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 本日は、令和２年第３回睦沢町議会臨時会の招集をお願いしましたと

ころ、議員各位におかれましては、大変お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

  先週、第２回の議会定例会が閉会したばかりのところ、早くも第３回目の臨時会をお願い

いたしましたが、今回は、議員辞職に伴う町議会議員の補欠選挙に係る補正予算と、議会選

出の監査委員の選任についてお願いするものでございます。 

  議案につきましては慎重審議の上、原案どおりご承認いただきたくお願いを申し上げます。 

  以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  本日、お手元に配付のとおり、町長から議案の送付があり、これを受理したので報告いた

します。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（ 関澄男君） これより日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、議長から指名いたします。10番、中

村義德議員、11番、中村 勇議員、２名を指名いたします。 

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

◎会期決定の件 

○議長（ 関澄男君） 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期は、議会運営委員会で決定のとおり本日１日としたいと思います。これに

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 関澄男君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本臨時会の会期は本日の１日とすることに決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（ 関澄男君） 日程第３、議案第１号 令和２年度睦沢町一般会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  職員に議案の一部を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 議案第１号 令和２年度睦沢町一般会計補正予算（第３号）の提案理

由を申し上げます。 

  本補正予算は、６月15日付で議員１名が辞職したことに伴い、公職選挙法第113条第３項

第３号による補欠選挙を執行するため計上するものです。 

  補正額は88万8,000円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ43億7,584万9,000円

といたしました。 

  歳出につきましては、７月12日執行予定、睦沢町議会議員補欠選挙に係る開票立会人の報

酬、選挙事務従事者の報償費、選挙公報や投票用紙の印刷製本などに係る需用費、公営ハガ

キに係る役務費、選挙公報の新聞折り込みに係る委託料、ポスター掲示板作成のための原材

料費を計上いたしました。 

  歳入につきましては、財政調整積立基金を充当いたしました。 

  以上、一般会計補正予算の提案理由を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞ。 

（発言する者なし） 

○議長（ 関澄男君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

  お諮りいたします。討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 関澄男君） 異議なしと認めます。 
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  これから採決を行います。 

  議案第１号 令和２年度睦沢町一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（ 関澄男君） 起立全員です。 

  したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２号の上程、説明、採決 

○議長（ 関澄男君） 日程第４、議案第２号 監査委員の選任についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、市原重光議員の退席を求めます。 

（市原重光君 退席） 

○議長（ 関澄男君） 職員に議案を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  市原町長。 

○町長（市原 武君） 議案第２号 監査委員の選任について、提案理由を申し上げます。 

  前監査委員、田中憲一氏から、令和２年６月15日に辞職願が提出され、地方自治法第198

条の規定により承認をいたしました。 

  その後任として市原重光氏を、地方自治法第196条第１項の規定により、議会議員のうち

から監査委員として選任したいので、議会の同意を求めるものであります。 

  ご存じのとおり、市原重光氏は平成12年１月から町議会議員に就任され、現在６期目であ

ります。その間、議長の要職を歴任しており、行政運営に優れ、人格も高潔な方でございま

す。 

  よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（ 関澄男君） これより採決を行います。 

  議案第２号 監査委員の選任については、原案のとおり選任することに賛成の方は起立願

います。 

（賛成者起立） 
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○議長（ 関澄男君） 起立全員です。 

  したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  市原重光議員の着席を求めます。 

（市原重光君 着席） 

○議長（ 関澄男君） 市原重光議員に申し上げます。 

  ただいま、監査委員の選任につきましては、全員の同意がありましたのでお伝えいたしま

す。 

  それでは、ここで市原重光議員、ご挨拶をお願いいたします。 

  市原議員。 

○１２番（市原重光君） ご挨拶を申し上げます。 

  ただいまは、議長から、全員の賛同というようなことで伝達がございました。誠にありが

とうございます。 

  今まで、監査委員も３年務めた経緯もあります。厳しい財政状況でありますから、私なり

に一生懸命職責を全う出来るように、努めて参りたいというふうに思います。それには、皆

さん方の助言とか賛同をいただきながら努めて参る。それから執行部、それから職員の皆さ

ん、そういう方々にもご協力を賜って努めて参りたいというふうに思っております。 

  どうかひとつよろしくお願いを申し上げまして、整いませんけれども、ご挨拶といたしま

す。ありがとうございました。 

○議長（ 関澄男君） ここで暫時休憩いたします。 

  10時半をめどに再開したいと思いますが、休憩中に厚生文教常任委員会を開催いたします

ので、委員の方は委員会室に移動願います。それでは、よろしくお願いします。 

                                （午前１０時１５分） 

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

（休憩中厚生文教常任委員会開催） 

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

○議長（ 関澄男君） 時間につきましては10時半と申し上げましたが、全員おそろいでござ

いますから、これより休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

                                （午前１０時２８分） 

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

○議長（ 関澄男君） 先程、休憩時間中に、厚生文教常任委員会が開催されています。 
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  内容につきまして、久我政史副委員長から報告願います。 

  久我政史副委員長。 

○厚生文教常任副委員長（久我政史君） 休憩中に、厚生文教常任委員会委員長であります市

原重光議員より、厚生文教常任委員会委員長の職を辞したい旨の願いが提出されましたので、

それを許可いたしました。 

  それによりまして、休憩中に厚生文教常任委員会を開催し、空席となりました委員長等の

選任を行いました。 

  ご報告を申し上げます。 

  互選の結果、委員長は、私、久我政史、副委員長は中村 勇委員に決定し、それから、議

会運営委員会委員については、市原重光議員に代わり中村 勇議員が選任されましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  私のほうからもう一度復唱いたします。 

  委員長につきましては、久我政史委員長、副委員長は中村 勇副委員長、議会運営委員会

委員に中村 勇委員が選任をされました。 

  ここで、久我政史議員に一言ご挨拶をお願い申し上げます。 

○厚生文教常任委員長（久我政史君） 委員長に選任されましたけれども、何分初めてで、い

ろんなことがあるかと思いますけれども、意見を聞きながら、うまくと言うと語弊がありま

すけれども、何とかまとめていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

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

◎発議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（ 関澄男君） 日程第５、発議案第１号 睦沢町議会改革特別委員会の設置について

を議題といたします。 

  職員に発議案を朗読させます。 

  麻生書記。 

（麻生書記朗読） 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  続いて、提出者の説明を求めます。 

  13番、麻生安夫議員。 
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○１３番（麻生安夫君） 発議案第１号 睦沢町議会改革特別委員会の設置について説明させ

ていただきます。 

  お手元に資料が配られていると思いますが、その内容に沿って申し上げます。 

  令和２年６月23日付にて、議長宛て、睦沢町議会会議規則第13条の規定により提出するも

のです。 

  名称は、睦沢町議会改革特別委員会。 

  設置の根拠は、地方自治法第109条及び睦沢町議会委員会条例第５条の規定によるもので

す。 

  次に、目的ですが、睦沢町の議会改革に関する調査・検討を行うものであり、定数は、睦

沢町議会議員とします。 

  また、設置期間は、議員の任期とします。 

  以上、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、提出者の説明といたします。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞ。 

（発言する者なし） 

○議長（ 関澄男君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

  お諮りいたします。討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 関澄男君） 異議なしと認めます。 

  これから採決を行います。 

  発議案第１号 睦沢町議会改革特別委員会の設置については、原案のとおり設置すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（ 関澄男君） 起立全員です。 

  したがって、発議案第１号は原案のとおり設置することに決定いたしました。 

  ここで暫時休憩とし、休憩中に第１回睦沢町議会改革特別委員会を開催し、委員長、副委

員長の互選をお願いいたします。 

  また、互選の職務は、議会委員会条例第８条により、年長の委員が行うことになっていま

すので、申し添えます。 
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  なお、年長の委員は互選の結果を報告願います。 

  委員会の開催場所は302会議室を使用します。 

  それでは、ここで暫時休憩といたします。時間は、終わり次第再開したいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

                                （午前１０時３５分） 

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

（休憩中議会改革特別委員会開催） 

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

○議長（ 関澄男君） それでは、若干時間前でございますが、全員おそろいでございますの

で、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

                                （午前１０時４７分） 

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

○議長（ 関澄男君） それでは、互選の結果を報告願いたいと思いますが、年長の委員の報

告ということで、中村義德委員にお願いをいたします。 

  中村義德委員。 

○１０番（中村義德君） それでは、報告いたします。 

  先程、302、303会議室で、第１回の睦沢町議会改革特別委員会を開催し、委員長、副委員

長を決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  委員長には麻生安夫委員、副委員長には田邉明佳委員を選出いたしました。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  ただいま、議会改革特別委員会から報告がありました。 

  互選の結果、睦沢町議会改革特別委員会の委員長に麻生安夫委員、副委員長に田邉明佳委

員と決定いたしました。 

  ここで、麻生委員長よりご挨拶をお願い申し上げます。 

  麻生委員長。 

○議会改革特別委員長（麻生安夫君） それでは、一言ご挨拶を申し上げます。 

  ただいま、302、303会議室で、全議員の出席の下、第１回議会改革特別委員会が開かれ、

私が委員長に推挙されました。 

  この議会改革につきましては、非常に幅が広く、また内容は、町民も非常に関心のあるも
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のと思われます。そういった意味で積極的にこの議会改革特別委員会を進め、よりよい議会

運営が出来る背景づくりをつくって参りたいと思いますので、議員各位のご協力、ご指導の

ほどよろしくお願いを申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、ご挨拶に代えさせてい

ただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。再開めどは11時をめどといたしたいと思います。休憩中に、

議会運営委員会を開催いたします。それでは、よろしくお願い申し上げます。運営委員会は、

正副議長室で行います。 

                                （午前１０時５３分） 

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

（休憩中議会運営委員会開催） 

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

○議長（ 関澄男君） 時間、若干、前でありますが、全員おそろいでございますので、休憩

前に引き続きまして会議を開きます。 

                                （午前１１時００分） 

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

○議長（ 関澄男君） 先程の休憩時間に、議会運営委員会が開催されています。 

  内容につきまして、田邉明佳委員長から報告願います。 

  田邉明佳委員長。 

○議会運営委員長（田邉明佳君） 議会運営委員会からご報告申し上げます。 

  先程の休憩中に、正副議長室において、 関議長出席の下、議会運営委員会を開催いたし

ました。 

  案件は、千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてと、閉会中の継続調査に

ついて（睦沢町議会改革特別委員会）の２件の取扱いについて協議を行いました。 

  結果として、その２件を追加日程として、本日の日程の最後に追加することに決定いたし

ました。 

  よろしくご協力のほどをお願いいたしまして、議会運営委員会からの報告といたします。 

○議長（ 関澄男君） ご苦労さまでした。 

  ここでお諮りいたします。ただいま報告のありました、千葉県後期高齢者医療広域連合議

会議員の選挙についてと睦沢町議会改革特別委員会の閉会中の継続調査について、２件につ
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いては、議会運営委員会で決定のとおり、追加日程として、本日の日程の最後に加えること

としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 関澄男君） 異議なしと認めます。 

  したがって、追加案件２件については、追加日程として本日の日程の最後に追加すること

に決定いたしました。 

  ここで、追加議事日程等を職員に配付させます。 

（追加日程配付） 

○議長（ 関澄男君） 配付漏れはございませんか。 

（発言する者なし） 

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

◎千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

○議長（ 関澄男君） それでは、追加日程第１、千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員の

選挙を行います。 

  本日、千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員であります市原重光議員より辞任願が提出

され、それを許可しましたので、空席となった千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員を、

千葉県後期高齢者医療広域連合規約第８条の規定により、議員の中から１名を選挙で選出す

ることになります。 

  なお、任期は、議員の任期であります。 

  お諮りいたします。選挙は投票、指名推選のいずれの方法によりますか。 

〔「投票」の声あり〕 

○議長（ 関澄男君） 投票ですね。 

  それでは、選挙の方法は投票で行うということにいたします。 

  議場の出入口を閉鎖、お願い申し上げます。 

（議場閉鎖） 

○議長（ 関澄男君） ただいまの出席議員は13人です。 

  次に、立会人の指名をいたします。 

  会議規則第31条の規定により、立会人に１番、島貫 孝議員、２番、小川清隆議員、３番、

酒井康雄議員を指名いたします。 

  これより投票用紙を配付いたします。 
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（投票用紙配付） 

○議長（ 関澄男君） 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

  なお、白票は無効といたします。 

  よろしいですね、投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 関澄男君） 配付漏れなしと認めます。 

  次に、投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

○議長（ 関澄男君） 異状ありません。 

  それでは、ただいまから投票を行います。 

  なお、公職選挙法第95条の規定により、有効投票総数の４分の１以上の最高得票者をもっ

て当選人といたします。ちなみに、４分の１以上は４票でございます。 

  それでは、これより議席番号１番の方から順次投票をお願いいたします。どうぞ。 

（投  票） 

○議長（ 関澄男君） 投票漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 関澄男君） 投票漏れなしと認めます。 

  これで投票を終わります。 

  これから開票を行います。 

  島貫 孝議員、小川清隆議員、酒井康雄議員、開票の立会いをお願いいたします。 

（開  票） 

○議長（ 関澄男君） それでは、開票の結果を報告いたします。 

  投票総数13票、有効投票13票です。 

  有効投票のうちから、伊原 雄議員８票、久我政史議員４票、中村義德議員１票、以上の

とおりです。 

  この選挙の法定得票数は４票です。 

  したがって、伊原 雄議員が千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 

  議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

○議長（ 関澄男君） ただいま千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました伊
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原 雄議員が議場におられます。会議規則第32条第２項の規定により、当選の告知をいたし

ます。 

  伊原 雄議員、千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選の承諾とご挨拶をお願いい

たします。 

○６番（伊原 雄君） ご選出いただきまして、ありがとうございます。 

  職務を忠実に努力、全ういたして参りますのでよろしくお願い申し上げます。 

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

◎閉会中の継続調査について 

○議長（ 関澄男君） 追加日程第２、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

  睦沢町議会改革特別委員会委員長から、議会会議規則第74条の規定により、お手元に配付

のとおり閉会中の継続調査の申出がありました。 

  お諮りいたします。議会改革特別委員会委員長から申出のあった閉会中の継続調査につい

ては、これを了承し、以後任期中に適用することとしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 関澄男君） 異議なしと認めます。 

  したがって、睦沢町議会改革特別委員会委員長から申出のあった閉会中の継続調査の件は、

これを了承し、任期中適用することに決定いたしました。 

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

◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（ 関澄男君） 以上で本日の日程は終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和２年第３回睦沢町議会臨時会を閉会します。 

  皆さん、どうもご苦労さまでした。 

（午前１１時１５分） 

 


