
平成２９年 第２回 

利根東部衛生施設組合議会臨時会会議録 

 

                                                   平成２９年６月３０日（金） 

午後４時００分開会 

 

１．出席議員（１０人）           欠席議員（０人） 

  １番 井上  弘       出席 

  ２番 永井 敏博         〃 

  ３番 野村 洋一         〃 

  ４番 星野  稔               〃 

  ５番 高柳 勝巳        〃 

  ６番 後藤 眞平        〃 

  ７番 高山 悦夫         〃 

  ８番 星野 精一         〃 

  ９番 星野 逸雄         〃 

 １０番 千明 道太         〃 

 

２．説明のため出席した者 

  管理者 千明金造君、副管理者 横山公一君、副管理者 木下浩美君、 

会計管理者 萩原睦久君、事務局長 星野重吉君 

 

３．出席した議会書記 １人 

  事務局次長 金井塚清志 

 

４．会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

 

 議長（星野稔君） 

それでは、皆様公私共にお忙しい中、平成２９年第２回利根東部衛生施設組合議会臨

時会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

 議長（星野稔君） 

  ただいまから、平成２９年第２回利根東部衛生施設組合議会臨時会を開会いたします。 

ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立

いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第１、議席の一部変更を行います。議席は会議規則第４条第３項の規定により議



長において、一部変更いたします。 

 １番 井上 弘議員、２番 永井敏博議員、３番 野村洋一議員、 

 ５番 高柳勝巳議員、６番 後藤眞平議員、７番 高山悦夫議員、 

 ８番 星野精一議員、９番 星野逸雄議員、１０番 千明道太議員、以上本議席とし

て指定いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第２、「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１２７条の規定により、１番、井上 弘議員、６番、 

後藤眞平議員を指名いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第３、会期の決定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、本日６月３０日の１日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（星野稔君） 

 異議なしと認めます。よって会期は、本日、６月３０日の１日と決定いたしました。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第４、選挙第１号 副議長の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 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（星野稔君） 

 ご異議なしと認めます。選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

 

 議長（星野稔君） 

 お諮りします。 

指名の方法については、議長において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（星野稔君） 



 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。それでは、 

副議長に片品村の 千明 道太 議員を指名いたします。 

 議長（星野稔君） 

 お諮りします。 

 ただいま、指名いたしました 千明 道太 議員を副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｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 ご異議なしと認めます。 

 ただいま指名いたしました 千明 道太 議員を副議長の当選人といたします。 

 ただいま副議長に当選された 千明 道太 議員が議場におられますので、会議

規則第３３条第２項の規定により告知いたします。副議長に当選されました、千明 

道太 議員その場にてご挨拶をお願いいたします。 

 

 副議長（千明道太君） 

 各議員に推挙されまして、副議長の職に付くことになりました。大変有難うござ

います。当施設組合の健全なる運営のため、議長の支えとなりますよう努めて参り

ますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 ありがとうございました。 

 次に、日程第５、同意第１号 利根東部衛生施設組合監査委員の選任についてを

議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 千明金造管理者 

 

 管理者（千明金造君） 

 同意第１号 利根東部衛生施設組合監査委員の選任について、提案の説明を申し

上げます。 

 当組合の監査委員には、地方自治法第１９５条第２項及び本組合の規約第１２条第１

項で２人置くこととなっております。現在、監査委員の沼田市利根町から選任の小林三

造氏につきましては、平成２３年から勤めていただいておりますが、来る８月２３日に

任期が満了となりますので、新たに選出監査委員として、沼田市利根町の金子政治氏を

選任したく、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づきご提案するものでございます。 

 つきましては、ご審議の上、ご同意下さいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 議長（星野稔君） 

 説明が終わりました。これより質疑に入ります。 



  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 質疑を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これより討論に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 討論を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これより、同意第１号 利根東部衛生施設組合監査委員の選任についてを採決い

たします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

  ｢異議なし｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第６、同意第２号 利根東部衛生施設組合監査委員の選任についてを議題と

いたします。９番 星野逸雄議員の退席を求めます。 

 （９番 星野逸雄君退席） 

 

 議長（星野稔君） 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 千明金造管理者 

 

 管理者（千明金造君） 

 同意第２号 利根東部衛生施設組合監査委員の選任について、提案の説明を申し

上げます。 

 当組合の監査委員につきましては、地方自治法第１９５条第２項及び本組合の規約第

１２条第１項で２人置くこととなっております。現在、議員選出の監査委員、千明道太

氏から辞職願いが５月１２日に提出され、これを受理し欠員となっておりますので、新

たに議員選出監査委員として、片品村の星野逸雄議員を選任致したく、地方自治法第１



９６条第１項の規定に基づき提案するものでございます。 

 つきましては、ご審議の上、ご同意下さいますようお願い申し上げます。 

 

 議長（星野稔君） 

 説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 質疑を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これより討論に入ります。 

 ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 討論を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これより、同意第２号 利根東部衛生施設組合監査委員の選任についてを採決い

たします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

  ｢異議なし｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 （星野逸雄君入場） 

 

 議長（星野稔君） 

 再会いたします。星野逸雄議員が、ただいま本組合の監査委員に、同意選任され

ましたので告知いたします。それでは、星野逸雄議員、その場にてあいさつをお願

いいたします。 

 

 監査委員（星野逸雄君） 

 皆さんの全員一致によるご推挙と本施設の何ら支障なく安全で、そして市民の皆

さんや片品村の村民の同意を得られるように邁進して行きたいと言う思いです。言

葉は整いませんが一生懸命やりたいと思いますと言う風に考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 



 議長（星野稔君） 

 どうも、ありがとうございました。 

 続きまして、日程第７、同意第３号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任に

ついてを議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 千明金造管理者 

 

 管理者（千明金造君） 

 同意第３号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任について、提案の説明を申

し上げます。 

 当組合の公平委員につきましては、地方公務員法第９条の２第１項により３名置くこ

ととなっております。この公平委員の任期が来る９月２４日をもって満了となりまので、

議案書のとおり選任し議会の同意を求めるものです。片品村土出、星野宏彦氏でありま

す。星野宏彦氏につきましては、平成２５年から現在まで１期勤めていただいておりま

す。 

 つきましては、人格、見識共に優れており、再任と認めご提案するものでございます。

ご審議の上、ご同意くださいますようお願いを申し上げます。 

 

 議長（星野稔君） 

 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 質疑を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これより討論に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 討論を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これより、同意第３号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任についてを採決

いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

  ｢異議なし｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 



 意義なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第８、同意第４号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任についてを議題

といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 千明金造管理者 

 

 管理者（千明金造君） 

 同意第４号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任について、提案の説明を申

し上げます。 

 当組合の公平委員につきましては、地方公務員法第９条の２第１項により３名置くこ

ととなっております。この公平委員の任期が来る９月２４日をもって満了となりまので、

議案書のとおり選任し議会の同意を求めるものです。片品村幡谷、桑原和一氏でありま

す。桑原和一氏につきましては、平成２５年から現在まで１期を勤めていただいており

ます。 

 つきましては、人格、識見共に優れており、再任と認めご提案するものでございます。

ご審議の上、ご同意くださいますようお願いを申し上げます。 

 

 議長（星野稔君） 

 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 質疑を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これから討論に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 討論を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これより、同意第４号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任についてを採決

いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

  ｢異議なし｣の声あり 



 

 議長（星野稔君） 

 ご意義なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第９、同意第５号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任についてを議題

といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 千明金造管理者 

 

 管理者（千明金造君） 

 同意第５号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任について、提案の説明を申

し上げます。 

 当組合の公平委員につきましては、地方公務員法第９条の２第１項により３名置くこ

ととなっております。この公平委員の任期が来る９月２４日をもって満了となりまので、

議案書のとおり選任し、議会の同意を求めるものです。沼田市利根町の小林章雄氏であ

ります。小林章雄氏につきましては、平成１３年から現在まで４期を勤めていただいて

おります。 

 つきましては、人格、識見共に優れており、適任と認めご提案するものでございます。

ご審議の上、ご同意くださいますようお願いを申し上げます。 

 

 （質疑） 

 

 議長（星野稔君） 

 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 質疑を終結いたします。 

 

 議長（星野稔君） 

 これから討論に入ります。 

  ｢進行｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 討論を終結いたします。 

 議長（星野稔君） 

 これより、同意第５号 利根東部衛生施設組合公平委員会委員の選任についてを採決



いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

  ｢異議なし｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 ご意義なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

 議長（星野稔君） 

 日程第１０、字句等の整理委任についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会で議決された事件について、その字句及び数字等の整理を要するものについ

ては、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 

 これに、ご意義ありませんか。 

  ｢異議なし｣の声あり 

 

 議長（星野稔君） 

 ご意義なしと認めます。よって、字句及び数字等の整理は、議長に委任することに決

しました。 

 以上で、本臨時会に付議された案件は全て終了いたしました。 

 ここで、管理者より挨拶の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 千明金造管理者 

 

 管理者（千明金造君） 

 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、平成２９年第２回利根東部衛生施設組合議会臨時会をお願いしましたところ、

議員各位には大変お忙しい中、ご出席を賜り誠に有難うございます。厚くお礼を申し上

げます。この度の組織市村の議会議員の構成変更に伴い、本組合の１０名の内８名から

辞職願いが提出されました事により、本日お集まりの皆様方新たに当組合の議員として

選任をされました。皆様方には、今後のご活躍をお祈り申し上げますと共に、ご指導、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、当施設につきまして、大きな事故もなく順調に事業を実施しております。今度

も皆様方のご理解いただきながら、ご指導ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 また、本日提案させていただきました監査委員の選任２件、公平委員の選任３件につ

きまして、総てご認定をいただきましたことに感謝申し上げて挨拶とさせていただきま

す。お世話になりました。 

 

 議長（星野稔君） 

 以上をもちまして、平成２９年第２回利根東部衛生施設組合議会臨時会を、閉会いた



します。 

 大変ご苦労さまでございました。 

 

 （平成２９年６月３０日午後４時１６分閉会） 


