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会 議 の 経 過 

開 会 午前１０時００分   

  平成２６年８月１９日 

 

副議長（佐藤孝悟君） 

 ただいまから平成２６年第１回平泉町議会臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は全員です。定足数に達しておりますので、会議は成立しました。 

 これから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 本臨時会に出席する者の職、氏名を一覧表にしてお手元に配布しておきましたからご了承願い

ます。 

 次に、平成２６年７月３１日付けで青木幸保君から、平成２６年８月１日付けで大内政照君か

ら、議員の辞職願が提出され受理し、それぞれ同日付をもって許可しましたので報告します。 

 以上で、副議長の諸般の報告を終わります。 

 これから本日の議事日程に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。この日程で進めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（佐藤孝悟君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、この日程で進めることに決定しました。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 

副議長（佐藤孝悟君） 

 日程第１、仮議席の指定についてを行います。 

 ８月１０日に行われました町議会議員補欠選挙において当選されました鈴木徳美議員及び佐々

木一治議員の議席については、その指定を行うまでの間、ただいま着席の議席を仮議席として指

定します。 

 

副議長（佐藤孝悟君） 

 日程第２、選挙第１号、議長選挙についてを行います。 

 選挙は投票により行います。 

 議場の出入口の閉鎖をします。 

（議 場 閉 鎖） 

副議長（佐藤孝悟君） 

 ただいまの出席議員数は１１人です。 
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 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３１条第２項の規定により立会人に１番、升沢博子議員、２番、鈴木徳美議員、３

番、阿部正人議員の３名を指名したいと思います。 

 投票用紙を配布します。 

 念のため申し上げます。 

 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の上、事務局長の点呼に応じ

順次投票願います。なお、同じ氏、名前のみを記載したもの、白票で投票したものなど、被選挙

人を確認できないものは無効となりますので、申し添えます。 

（投票用紙 配布） 

副議長（佐藤孝悟君） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

副議長（佐藤孝悟君） 

 配布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（佐藤孝悟君） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願

います。 

議会事務局長（高橋誠君） 

 投票は運用例規により、議長席に向かって右側から順次登壇し、投票用紙を備え付けの投票箱

に投入していただきます。 

 最初に立会人の方から投票していただきます。１番、升沢博子議員。２番、鈴木徳美議員。３

番、阿部正人議員。４番、寺﨑敏子議員。５番、髙橋幸喜議員。６番、石川章議員。７番、小松

代智議員。８番、佐々木雄一議員。９番、千葉勝男議員。１０番、佐々木一治議員。最後に、副

議長は議長席から投票していただきます。 

副議長（佐藤孝悟君） 

 投票漏れはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

副議長（佐藤孝悟君） 

 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。 

 １番、升沢博子議員、２番、鈴木徳美議員、３番、阿部正人議員の開票の立ち会いをお願いい

たします。 

（開     票） 
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副議長（佐藤孝悟君） 

 それでは、選挙の結果を報告します。 

 投票総数１１票、有効投票数１０票、無効投票数１票でありました。有効投票数のうち、佐々

木雄一議員６票、髙橋幸喜議員４票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、佐々木雄一議員が議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

（議 場 開 鎖） 

副議長（佐藤孝悟君） 

 ただいま議長に当選された佐々木雄一議員が議場におられます。会議規則第３２条第２項の規

定によって、当選の告知をします。 

 佐々木雄一議員、登壇の上、ごあいさつをお願いします。 

議 長（佐々木雄一君） 

 ただいま議長にご指名いただきました。前青木議長においては、県の町村議会議長会会長等も

されて、リーダーシップを発揮され個性豊かな議長でございましたから、その後任としては大変

色あせるものと思われますけれども、全身全霊を傾けて議会の尊厳と町民福祉の向上に向けて力

を注いで参りたいと思います。 

 現在、議会は、マスコミを含めてその存在論、不要論等が話題となっております。当町におい

ても、補欠選挙で定数に満たないという状況等を勘案すれば、議会のあり方、そのことを含めて

町民ともより多く話をする機会を持たなければならないというふうに感じておりますし、当町含

めて消滅可能都市というシミュレーションの中に当町もあるわけでありますから、喫緊の課題と

して、それらも行政当局をはじめとして皆様方と共に話し合いながら進んで参りたいと思います

ので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、就任のあいさつとさせていただきます。ありがと

うございます。 

副議長（佐藤孝悟君） 

 ただいま、佐々木雄一議長に当選承諾のごあいさつをいただきました。 

 佐々木雄一議長、議長席にお着き願います。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２２分 

再開 午前１１時４７分 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 再開いたします。 

 これから本日の議事日程第２号に入ります。 

 本日の議事日程第２号は、お手元に配布のとおりです。この日程で進めることにご異議ありま

せんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議 長（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、この日程で進めることに決定いたしました。 

 直ちに議事日程第２号に入ります。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第３、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124条の規定により、７番、石川章議員、８番、小松代智議員

を指名します。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第４、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限り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（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 次に、日程第５、議席の変更及び指定についてを行います。 

 議長選挙及び町議会議員補欠選挙において当選されました議員の議席に関連し、会議規則第３

条第２項及び第３項の規定によって、議席の変更及び指定を行います。 

 変更及び指定した議席は、お手元に配布した議席表のとおりです。この議席番号及び氏名を事

務局長に朗読させます。 

 事務局長。 

議会事務局長（高橋誠君） 

 それでは、議席番号を朗読いたします。 

 １番、鈴木徳美議員。２番、升沢博子議員。３番、阿部正人議員。４番、佐々木一治議員。５

番、寺﨑敏子議員。６番、髙橋幸喜議員。７番、石川章議員。８番、小松代智議員。９番、千葉

勝男議員。１１番、佐藤孝悟副議長。１２番、佐々木雄一議長。 

 以上でございます。 

議 長（佐々木雄一君） 

 ただいま朗読したとおり現職議員の議席を変更することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議 長（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま朗読したとおり、現職議員の議席を変更いたします。また、町議会議員補欠

選挙によって当選されました鈴木徳美議員を１番に、佐々木一治議員を４番にそれぞれ指名いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

 議席の移動をお願いいたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午前１１時５２分 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 再開いたします。 

 １番、鈴木徳美議員を紹介します。 

 １番、鈴木徳美議員。 

１ 番（鈴木徳美君） 

 平泉町をよりよい住みよいまちづくりということは皆さん方と考えは一致なのですけれども、

私としては一応議会というものを町民の皆様に極力ご理解していただけるようなものを目指して、

私も勉強しながら町民に知らせたいと思います。 

 以上です。 

議 長（佐々木雄一君） 

 次に、４番、佐々木一治議員を紹介します。 

 佐々木一治議員、自席にてご挨拶願います。 

 ４番、佐々木一治議員。 

４ 番（佐々木一治君） 

 今回の補欠選挙で当選いたしまして、１８年ぶりで議会に参画でございます。どうぞ、ひとつ、

よろしくお願いする次第でございます。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 次に、日程第６、常任委員及び特別委員の選任についてを行います。 

 お諮りします。 

 常任委員及び特別委員の選任については、委員会条例第６条第４項の規定により、お手元に配

布しました名簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、常任委員及び特別委員はお手元に配布した名簿のとおり選任することに決定いた

しました。 

 なお、議長は、議会全体を統理する立場から、常任委員及び特別委員を辞退したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第７、選挙第２号、一関地区広域行政組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選により行いたいと

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（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行う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。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（佐々木雄一君） 

 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いたしました。 

 一関地区広域行政組合議会議員には、２番、升沢博子議員を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました２番、升沢博子議員を当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました２番、升沢博子議員が、一関地区広域行政組合の議会議員

に当選されました。 

 一関地区広域行政組合議会議員、２番、升沢博子議員が議場におられますので、本席から会議

規則第３２条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 当選人の発言を求めます。登壇してあいさつ願います。 

 一関地区広域行政組合議会議員に当選されました２番、升沢博子議員、お願いいたします。 

 ２番、升沢博子議員。 
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２ 番（升沢博子君） 

 この度の選挙、広域行政組合議員の推選をいただきまして、当選させていただきました升沢博

子でございます。微力ではございますが、広域行政組合議員として頑張って参りたいと思います

ので、皆様、どうかよろしくお願いいたします。 

議 長（佐々木雄一君） 

 以上で一関地区広域行政組合議会議員の選挙を終わります。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第８、産業建設常任委員会委員長の互選の結果について、事務局長に報告いたさせます。 

議会事務局長（高橋誠君） 

 それでは、産業建設常任委員会委員長の互選の結果について報告いたします。 

 産業建設常任委員会委員長、７番、石川章議員。 

 以上でございます。 

議 長（佐々木雄一君） 

 以上、事務局長の報告のとおり委員長が選任されました。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第９、議会運営委員会委員の指名についてを行います。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員の指名については、委員会条例第６条第４項の規定により、７番、石川章

議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（佐々木雄一君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました議員を議会運営委員会委員に選任することに決定いた

しました。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第１０、議会広報編集特別委員会委員長及び副委員長の互選の結果について、事務局長に

報告いたさせます。 

議会事務局長（高橋誠君） 

 それでは、議会広報編集特別委員会の委員長及び副委員長の互選の結果について報告いたしま

す。 

 議会広報編集特別委員長、５番、寺﨑敏子議員、副委員長、２番、升沢博子議員。 

 以上でございます。 
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議 長（佐々木雄一君） 

 以上、事務局長の報告のとおり委員長が選任されました。 

 ここで、終了時間が０時を超えることが予想されますので、あらかじめご了承願います。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第１１、国立博物館誘致・世界文化遺産調査特別委員会委員長の互選の結果について、事

務局長に報告いたさせます。 

議会事務局長（高橋誠君） 

 それでは、国立博物館誘致・世界文化遺産調査特別委員会委員長の互選の結果について報告い

たします。 

 国立博物館誘致・世界文化遺産調査特別委員会委員長、７番、石川章議員。 

 以上でございます。 

議 長（佐々木雄一君） 

 以上、事務局長の報告のとおり委員長が選任されました。 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 日程第１２、議会改革調査特別委員会副委員長の互選の結果について、事務局長に報告いたさ

せます。 

議会事務局長（高橋誠君） 

 それでは、議会改革調査特別委員会副委員長の互選の結果について報告いたします。 

 議会改革調査特別委員会副委員長、３番、阿部正人議員。 

 以上でございます。 

議 長（佐々木雄一君） 

 以上、事務局長の報告のとおり副委員長が選任されました。 

 暫時休憩とします。 

 

休憩 午後０時００分 

再開 午後０時０８分 

 

議 長（佐々木雄一君） 

 再開いたします。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 閉会の宣言をします。 

 これをもって、平成２６年第１回平泉町議会臨時会を閉会します。 

 ご苦労様でした。 

閉会 午後０時０８分 
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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。 
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