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

平成20年第４回臨時会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第１日） 

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

議事日程（第１号） 

                      平成20年７月４日 午前10時00分開会、開議 

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 副議長の選挙  

────────────────────────────── 

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 
２番 町田 光浩 

３番 小金丸益明 

日程第２ 会期の決定 １日限り 決定 

日程第３ 副議長の選挙 投票、倉元 強弘議員 

追加日程第１ 議席の変更の件 ２５番席、倉元 強弘副議長 

追加日程第２ 議会運営委員の辞任の件 倉元 強弘委員 許可 

追加日程第３ 議会運営委員の選任の件 鵜瀬 和博委員 議長指名 

追加日程第４ 議員派遣の件 原案のとおり決定 

────────────────────────────── 

出席議員（24名） 

１番 音嶋 正吾君       ２番 町田 光浩君 

３番 小金丸益明君       ４番 深見 義輝君 

５番 坂本 拓史君       ６番 町田 正一君 

７番 今西 菊乃君       ８番 市山 和幸君 

９番 田原 輝男君       10番 豊坂 敏文君 

11番 坂口健好志君       13番 鵜瀬 和博君 

14番 中田 恭一君       15番 馬場 忠裕君 

16番 久間  進君       17番 大久保洪昭君 
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18番 久間 初子君       20番 瀬戸口和幸君 

21番 市山  繁君       22番 近藤 団一君 

23番 牧永  護君       24番 赤木 英機君 

25番 倉元 強弘君       26番 深見 忠生君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

12番 中村出征雄君                 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長  松本 陽治君   事務局次長 加藤 弘安君 

事務局係長 瀬口 卓也君   事務局書記 松永 隆次君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

なし 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（深見 忠生君）  みなさんおはようございます。 

 中村出征雄議員から欠席の届け出があっております。 

 ただいまの出席議員は２４名であり、定足数に達しております。 

 ただいまから平成２０年第４回壱岐市議会臨時会を開会します。 

 これから議事日程表第１号により、本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により２番、町田光浩議員及び３番、

小金丸益明議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（深見 忠生君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日１日と決定し

ました。 

 ここで閉会中の議員の辞職について報告いたします。 

 去る６月２３日付をもって、小園寛昭副議長から一身上の都合により議員を辞職したい旨の願

いが提出されました。本件は、地方自治法第１２６条ただし書きの規定により、議長において同

日付をもって辞職を許可いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．副議長の選挙 

○議長（深見 忠生君）  日程第３、副議長の選挙を行います。 

 ここで、しばらく休憩をいたします。議員控え室に集合をお願いします。 

午前10時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時09分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 副議長の選挙は地方自治法第１１８条第１項の規定により投票によって行います。 

 これより、議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（深見 忠生君）  ただいまの出席議員は２４名であります。 

 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４番、深見義輝

議員、５番、坂本拓史議員を指名いたします。 

 それでは投票用紙を配付させます。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（深見 忠生君）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  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〕 

○議長（深見 忠生君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。投票は、単記無記名投票であります。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、順次投票をお願いします。 

 念のため申し上げます。苗字が同じ議員がおられますので、投票用紙に記入される場合は氏名
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まで記入されますようお願いいたします。苗字だけではいずれの議員に投票したかわかりません

ので、無効扱いとなりますのでよろしくお願いをいたします。 

○事務局長（松本 陽治君）  それでは議席番号と氏名を読み上げますが、投票に当たりましては、

議員席に向かって右側からお進みいただき、投票の後、左側の方にお進み願いたいと思います。 

 それでは読み上げます。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番  音嶋 正吾議員      ２番  町田 光浩議員 

 ３番  小金丸益明議員      ４番  深見 義輝議員 

 ５番  坂本 拓史議員      ６番  町田 正一議員 

 ７番  今西 菊乃議員      ８番  市山 和幸議員 

 ９番  田原 輝男議員     １０番  豊坂 敏文議員 

１１番  坂口健好志議員     １３番  鵜瀬 和博議員 

１４番  中田 恭一議員     １５番  馬場 忠裕議員 

１６番  久間  進議員     １７番  大久保洪昭議員 

１８番  久間 初子議員     １９番  倉元 強弘議員 

２０番  瀬戸口和幸議員     ２１番  市山  繁議員 

２２番  近藤 団一議員     ２３番  牧永  護議員 

２４番  赤木 英機議員     ２６番  深見 忠生議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（深見 忠生君）  開票を行います。深見義輝員、坂本拓史議員、開票の立ち会いをお願い

します。 

〔開票〕 

○議長（深見 忠生君）  ただいまの選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数２４票、有効投票数２４票、無効投票数ゼロ、有効投票のうち倉元強弘議員が１３票、

市山繁議員が１１票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は６票です。したがって、倉元強弘議員が副議長に当選されました。た
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だいま副議長に当選されました倉元強弘議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項

の規定により当選の告知を行います。 

 倉元強弘議員、副議長当選の承諾及びあいさつをお願いします。 

〔議員（２５番、倉元 強弘君） 登壇〕 

○議員（１９番  倉元 強弘君）  ただいま皆さん方の温かい御支援をいただきまして当選の栄誉

をいただきました。まことにありがとうございました。先ほども申し上げましたように、老骨に

むちを打って、ひとつ副議長の職を全うしていきたいと思っております。どうぞよろしく御指導

をお願いいたしましてごあいさつといたします。どうもありがとうございました。（拍手） 

〔議員（２５番、倉元 強弘君） 降壇〕 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．議席の変更の件 

○議長（深見 忠生君）  お諮りします。今回の副議長の選挙に伴い議席の変更の件を日程に追加

し、これを議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。よって、議席の変更の件を日程に追加し、議題と

することに決定しました。 

 追加日程第１、議席の変更の件を議題とします。 

 お諮りします。先例により、２５番席を倉元強弘議員に変更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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。よって、２５番席を倉元強弘議員に変更し、

１９番席を欠番とします。 

 倉元強弘議員、２５番席へ移動願います。 

 ここでしばらく休憩をいたします。 

〔議席の移動〕 

午前10時24分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時25分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．議会運営委員の辞任の件 

○議長（深見 忠生君）  お諮りします。ただいま倉元強弘議員から議会運営委員を辞任したい旨

の願いがありましたので、これを日程に追加し、議会運営委員の辞任の件を議題としたいと思い
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ます。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員の辞任の件を日程に追

加し議題とすることに決定しました。 

 追加日程第２、議会運営委員辞任の件を議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、倉元強弘議員の退場を求めます。 

〔議員（２５番、倉元 強弘君） 退場〕 

○議長（深見 忠生君）  本日、倉元強弘議員より議会運営委員を辞任したいとの申し出がありま

す。 

 お諮りします。本件は、申し出のとおり辞任を許可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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、倉元強弘議員の議会運営委員の辞任

を許可することに決定しました。 

 倉元強弘議員、お入りください。 

〔議員（２５番、倉元 強弘君） 入場〕 

────────────・────・──────────── 

追加日程第３．議会運営委員の選任の件 

○議長（深見 忠生君）  お諮りします。ただいま倉元強弘議員議会運営委員が辞任されましたの

で、ここで議会運営委員の選任の件を日程に追加し、議会運営委員の選任の件を議題としたいと

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（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員の選任の件を日程に追

加し議題とすることに決定しました。 

 追加日程第３、議会運営委員の選任の件を議題とします。 

 ここで総務文教常任委員会開催のため休憩します。総務文教常任委員の方は第２会議室に御集

合願います。 

午前10時28分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時40分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りします。委員の選任については、壱岐市議会委員会条例第８条第１項の規定により、議

長が会議に諮って指名することになっておりますので議長に一任されたいと思いますが、これに
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御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。 

 それでは議会運営委員に鵜瀬和博議員を指名したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員に鵜瀬議員を選任する

ことに決定しました。 

 ここで議会運営委員会開催のため休憩します。議会運営委員の方は第２会議室に集合お願いし

ます。 

午前10時42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時47分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議会運営委員会副委員長に鵜瀬和博議員が選任されましたので御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第４．議員派遣の件 

○議長（深見 忠生君）  次に、議員派遣の件を日程に追加し、これを議題としたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件を日程に追加し議題と

することに決定しました。 

 追加日程第４、議員派遣の件を議題とします。 

 会議規則第１１９条の規定により、お手元に配付のとおり関係議員を派遣したいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上で本日の日程は終了いたました。 

 これをもちまして平成２０年第４回壱岐市議会臨時会を閉会いたします。大変皆さんお疲れで

ございました。 

午前10時48分閉会 

────────────────────────────── 
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