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平成２９年第２回議会臨時会会議録 

 

１．招集年月日  平成２９年９月２８日(木) 

 

１．招集場所  八代広域行政事務組合議場 

 

１．出席議員及び欠席議員の氏名 

  (1) 出席議員（１０人） 

  １番 増田一喜君   ２番 成松由紀夫君 ３番 百田 隆 君 

  ４番 橋本幸一君   ５番 村川清則君   ６番 中村和美君  

  ７番 山本幸廣君   ８番 堀 徹男君 ９番 三浦賢治君 

 １０番 片山裕治君 

 

  (2) 欠席議員（なし） 

 

１．説明のため会議に出席した者の職、氏名 

 管 理 者 中 村 博 生 君（八代市長） 

 副管理者 藤 本 一 臣 君（氷川町長） 

 消防長 橋本昭則君、次長兼会計課長 吉田一也君、 

危機管理監兼警防課長 井上早児君、八代消防署長 古川敬二君、 

鏡消防署長 名島友則君、総務課長 坂井寿弘君、指令課長 下﨑健治君、 

 予防課長 川田護君、総務課課長補佐 今田博士君 

 

１．職務のために議場に出席した職員の職氏名 

 会計課課長補佐兼総務課副主幹兼総務係長 上野三郎君、 

総務課副主幹兼人事教養係長 谷口研朗君、総務課副主幹 久保田宏之君、 

総務課総務係主査 田村 修君、総務課総務係主任 池田孝則君 

 

１．議事日程 

日程第 1   仮議席の指定 

日程第 2   議長の選挙 

日程第 3   議席の指定 

日程第 4   会期の決定                       

日程第 5   議第１４号 専決処分の報告及びその承認について 

日程第 6   議第１５号  監査委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第７  会議録署名議員の指名 

  

１．追加日程 

追加日程第１ 議第１６号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 
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１．会議に付した事件 

 １．日程第１ 

 １．日程第２ 

 １．日程第３ 

 １．日程第 4 

 １．日程第 5 

 １．日程第 6 

 １．日程第 7 

 

１．追加日程 

１．日程第１  
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１．議事の経過 

 （午前１１時００分開議） 

〇副議長（三浦賢治君）皆さん、こんにちは。（「こんにちは」と呼ぶ者あり) 

議長が欠員でありますので、地方自治法第１０６条第１項の規定に基づき、私、副議

長が議長の職務を行います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

これより、平成２９年第２回八代広域行政事務組合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。 

    本日の議事日程は、お手許に配付のとおりです。 

 

－日程第１－ 

〇副議長（三浦賢治君）日程第１、仮議席の指定を行います。 

    仮議席は、ただいま着席の議席とします。 

 

     １番 増田一喜君      ２番 成松由紀夫君 ３番 百田 隆 君 

  ４番 橋本幸一君   ５番 村川清則君   ６番 中村和美君  

  ７番 山本幸廣君   ８番 堀 徹男君   ９番 三浦賢治君 

 １０番 片山裕治君 

 

－日程第２－ 

〇副議長（三浦賢治君）日程第 2、議長の選挙を行います。 

    お諮りします。 

    選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定に基づき、指名推

選にいたしたいと思います。 

    これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇副議長（三浦賢治君）異議なしと認めます。 

    よって、選挙の方法は、指名推選とすることに決定いたしました。 

    お諮りします。 

    指名の方法については、副議長において、指名することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇副議長（三浦賢治君）異議なしと認めます。 

    よって、副議長において、指名することに決定いたしました。 

    議長に、橋本幸一君を指名いたします。 

    お諮りします。 

    ただ今、副議長において指名しました橋本幸一君を議長の当選人と定めることに、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇副議長（三浦賢治君）異議なしと認めます。 

    よって、ただ今、指名しました橋本幸一君が当選されました。 

    当選されました議長橋本幸一君が議場におられますので、本席から会議規則第３０ 

条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 橋本幸一君、承諾のご挨拶をお願いいたします。 

  (橋本幸一君 登壇) 
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○議長（橋本幸一君）皆さん、こんにちは。（「こんにちは」と呼ぶ者あり) 

発言のお許しを得ましたので、一言議長就任のご挨拶を申し上げさせていただきま

す。 

ただ今、議員の皆様方のご推挙をいただきまして、議長に就任させていただくこと

になり、身に余る光栄であると同時に、その責任の重大さを痛感しております。もと

より微力ではございますが、組合議会の果たすべき役割を十分認識し、皆様方のご指

導、ご鞭撻をいただきながら、消防行政の山積する様々な課題の解決に最善の努力を

尽くし、組合発展のために、この大役を果たして行く所存でございます。 

皆様方の温かいご協力をお願い申し上げますとともに、当組合の更なるご発展を祈

念いたしまして、簡単措辞ではございますが、議長就任のご挨拶とかえさせていただ

きます。どうぞ、よろしくお願いいたします。お世話になります。（拍手あり) 

〇副議長（三浦賢治君）以上で、議長の選挙をおわります。 

議長と交代いたします。 

橋本幸一君、議長席にお着きください。 

ご協力ありがとうございました。 

（副議長三浦賢治君、議長席をのき、議長橋本幸一君、議長席に着く） 

－日程第３－ 

○議長（橋本幸一君）引き続き、会議を進めます。 

    日程第３、議席の指定を行います。 

    議席は、会議規則第３条第１項の規定により、ただ今、着席の議席を指定いたしま

す。 

 

     １番 増田一喜君      ２番 成松由紀夫君 ３番 百田 隆 君 

  ４番 橋本幸一君   ５番 村川清則君   ６番 中村和美君  

  ７番 山本幸廣君   ８番 堀 徹男君   ９番 三浦賢治君 

 １０番 片山裕治君 

 

○議長（橋本幸一君）この際、管理者から発言の申し出があっておりますので、これを許し

ます。 

◎管理者（中村博生君）議長。(挙手) 

○議長（橋本幸一君）管理者、中村博生君。 

（管理者 中村博生君 登壇） 

◎管理者（中村博生君）皆さん、こんにちは。（「こんにちは」と呼ぶ者あり)          

本日は、組合議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、お 

忙しい中にご出席を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。 

８月２７日に行われました八代市長選挙におきまして、再び、市政の舵取り役を担 

わせていただくこととなりました中村でございます。 

また９月１９日に開催されました関係市町長会議におきまして、再度、八代広域の管

理者として消防行政を司ることとなり、大変光栄なことでありますとともに、その新

たな出発点に臨み、まずは、１期４年間にわたって賜りましたご支援、ご厚情に対しま

して、多くの皆様に心から感謝を申し上げます。 

また、組合議員の皆様方におかれましては、氷川町選出議員の２名の方はもとより、

先の八代市議会議員選挙でご当選され、新たに組合議会議員に選出されました８名の
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皆様方に対しまして、心からお祝いを申し上げる次第でございます。 

さらにまた、新しく議長に当選されました橋本幸一議長さんにおかれましては、重ね

てお祝いを申し上げます。 

顧みますれば、この４年間、長年の懸案や当面する課題に全力で取り組んでまいりま

した。平成２７年４月に日奈久分署の移転新築、平成３０年４月には氷川分署の新設

などで具体的な成果を挙げる一方、先の熊本地震では、広域消防といたしましても、幾

つかの課題が残ることとなりました。次の４年では、これまでの４年間歩んできた道

を、より確かなものとし、安全に安心して暮らせる町、災害に強い町づくりのために、

これからも、藤本副管理者、消防本部、関係機関と力をあわせて、全身全霊で消防発展

のため、努めていく所存でございますので、どうかこれまでと変わらぬご支援とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本幸一君）諸般の報告をいたします。 

    本日、管理者から議案２件が送付され、受理いたしました。 

    その余の報告は、朗読を省略いたします。 

－日程第４－ 

○議長（橋本幸一君）日程第４、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りします。 

    本臨時会の会期は、本日一日間といたしたいが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇議長（橋本幸一君）異議なしと認め、そのように決しました。 

－日程第５～日程第６－ 

〇議長（橋本幸一君）日程第５から日程第６まで、すなわち、議第１４号から議第１５号ま

での議案２件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。 

◎管理者（中村博生君）議長。(挙手) 

○議長（橋本幸一君）管理者、中村博生君。 

（管理者 中村博生君 登壇） 

◎管理者（中村博生君）本臨時会に提案しております議案は、専決処分の報告及び承認１件、

人事案件１件でございます。順次、その概要について、ご説明いたします。 

まず、議第１４号は、専決処分した案件について、地方自治法第１７９条

第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものであります。  

議第１５号の監査委員の選任につき同意を求めることについては、識見を有する者

のうちから選任する監査委員として、江﨑眞通氏を選任するため、組合規約第１２条

第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

江﨑氏は、２期目であり、八代市役所在職中は、財政課長や総務部長を歴任され、財

務管理に関する幅広い知識と豊富な経験は、監査委員として適任であると考え、提案

いたしたものでございます。何とぞ、適切かつ円滑なご決定をいただきますようお願

い申し上げ、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

〇議長（橋本幸一君）以上で、提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。 

    質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君）以上で、質疑を終わり、これより討論を行います。 

    討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（橋本幸一君）以上で、討論を終わり、これより採決いたします。 

〇議長（橋本幸一君）議第１４号熊本県市町村総合事務組合規約の変更に係る専決処分の報

告及びその承認について、これを承認するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 （賛成者 挙手）   

〇議長（橋本幸一君）挙手全員、よって本件は承認されました。 

〇議長（橋本幸一君）議第１５号江﨑眞通君を八代広域行政事務組合の監査委員に選任する

ことにつき、これを同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者 起立）   

〇議長（橋本幸一君）起立全員、よって本件は同意することに決しました。 

〇議長（橋本幸一君）報告いたします。 

ただ今、管理者から、監査委員の選任につき同意を求めることについての議案１件が

送付され、受理いたしました。 

ただ今から、議案を配付いたさせます。 

（追加日程及び議案を配付） 

〇議長（橋本幸一君）お諮りします。 

    この際、日程に追加して、議第１６号監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを議題といたしたいが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇議長（橋本幸一君）ご異議なしと認め、そのように決しました。 

    本件については、地方自治法第１１７条の規定により、村川清則君の退席を求めま 

す。 

（午前１１時１３分 村川清則君、除斥により退席） 

〇議長（橋本幸一君）これより提出者の説明を求めます。 

◎管理者（中村博生君）議長。(挙手) 

○議長（橋本幸一君）管理者、中村博生君。 

（管理者 中村博生君 登壇） 

◎管理者（中村博生君）ただ今上程しました案件につきまして、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

議第１６号監査委員の選任につき同意を求めることについてでございます。 

    これは、組合議員選出の監査委員の任期満了に伴い、議会議員のうちから選任する

監査委員として、村川清則議員を選任するため、組合規約第１２条第２項の規定に基

づきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

よろしく、ご審議の上、ご賛同いただきますようお願いいたします。 

〇議長（橋本幸一君）以上で、提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。 

    質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君）以上で、質疑を終わり、これより討論を行います。 

    討論ありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（橋本幸一君）以上で、討論を終わり、これより採決いたします。 

〇議長（橋本幸一君）追加日程第１すなわち議第１６号村川清則君を八代広域行政事務組合

の監査委員に選任することにつき、これを同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者 起立）   

〇議長（橋本幸一君）起立全員、よって本件は同意することに決しました。 

   村川清則君の除斥を解きます。 

（午前１１時１５分 村川清則君入場） 

－日程第７－ 

〇議長（橋本幸一君）日程第７、会議録署名議員の指名を行います。 

    会議規則第８５条の規定により、会議録署名議員に、増田一喜君、山本幸廣君を指

名いたします。 

〇議長（橋本幸一君）以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 

〇議長（橋本幸一君）ここで、管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。 

◎管理者（中村博生君）議長。(挙手) 

○議長（橋本幸一君）管理者、中村博生君。 

（管理者 中村博生君 登壇） 

◎管理者（中村博生君）閉会にあたりまして、お礼を兼ねましてご挨拶申し上げます。 

本臨時会に提案いたしました案件につきまして、慎重なご審議を賜わり、原案どお 

り、ご賛同いただき、誠にありがとうございます。 

    開会で申しましたとおり、次の４年では、これまでの４年間歩んできた道をより確

かなものとして、安全に安心して暮らせる町、災害に強い町づくりのために、これか

らも、消防本部はもとより関係機関と力をあわせて、全身全霊で努めていく所存でご

ざいます。どうかこれまでと変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

季節は、秋の深まりとともに、朝夕、冷え込むことも多くなってまいりました。議

員各位におかれましては、健康には十分留意していただき、今後とも消防行政の運営

にご協力をお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。          

本日は、ありがとうございました。 

〇議長（橋本幸一君）これをもって、平成２９年第２回八代広域行政事務組合議会臨時会を

閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 （午前１１時１７分閉会） 
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１．地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 平成 ２９ 年 ９ 月 ２８ 日 

 八代広域行政事務組合議会 議 長 

  同  議 員 

  同  議 員 

 

（ 橋 本  幸 一 ） 

（ 増 田  一 喜 ） 

（ 山 本  幸 廣 ） 


