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新しい議会の体制が整い
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初心を忘れることなく地
域住民に密着した町政を念
頭に、この土地を愛し、郷
土の発展を願い子供から若
い人、お年寄りまで希望の
もてる小値賀を目指して頑
張っていきます。

農漁業の振興策に力を傾
注し、農漁家経営の安定化
を図ると共に、若者とお年
寄りが互いに協同して住め
るような町づくりを目指し
ます。

観光の育成、加工場を設

また、子供達に夢のある

す。

ンし易い環境をつくりま

け職場の確保をし、 ター

議長副議長室で執務する新議長と新副議長

事業を提案していきます。

議員活動も３期目にな
りました。
人の議員の中では最
年少です。
初心にかえり、
「いつも
町 民 の 目 線 で！」 活 動 し
てまいります。

この度、議長に選任していただき身に余る光栄です。もとより
浅学非才の身ではございますが、皆様方のご協力ご鞭撻をいただ
き大役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上
げます。
時代は地方分権への大転換を図ろうとしている最中です。全国
一律の地方自治の在り方から地方独自の行政へと変化し、自治体
同士の競争の時代とも言われております。小値賀の特長を生かし
た活性化に全力で取り組みたいと思います。
議会の在り方も変化を求められています。私は、町民と議会の
間を近づけるための工夫と機能的で政策論議中心の活力ある議会
にすることを目指します。
今まで以上に町民の皆様のご理解とご協力が必要です。なにと
ぞご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ります。反面、その責任の重大さを痛感いたしております。
高齢化です。これらは社会問題と捉えられがちでありますが、実

さて、
、本町にとって重要課題は人口の減少と、本格的な少子

いう身に余る役職につかせていただき大変光栄に存ずるものであ

町民の皆様へ、この度私は議員の皆様のご推挙により副議長と

際のところ経済問題と直結するものです。就業人口の減少による
税収の減、高齢者層が増える事による社会保障費の増額、また、
本町の基幹産業である農漁業者の後継者不足など、本町の経済に
も大きく関係しています。
定住人口を増やし、何としても過疎化を止める対策を考えてい
かねばなりません。議長の補佐役、良き相談相手としての職責に
全力を尽くしたいと思っております。そして、議会として行政の

初心を忘れず、皆様方の

監視機能を十分に果たしてまいります。

２期目の議員活動に入り
当 選 時 の 感 動 を 忘 れ ず、

い町づくりを目指してまい

援を受け、活力ある住みよ

ご意見を聞き、また、ご支
感謝を忘れず、新たな気持

ります。

ました。

ちで頑張っていきます。

皆様のお声を町政に活か

ださい。

設中、気軽にお立ち寄りく

私の事務所は３６５日開

すのが私の仕事です。

私は第１次産業を主体と
した取組について町民皆さ
んの意見をよく聞き、町民
との協同の町づくりを考え
てまいります。

小値賀町議会だより初議会臨時号（２）
小値賀町議会だより初議会臨時号（３）

松屋治郎議員
近藤育雄議員

しい議会像を目指

立石隆教
議長
伊藤忠之

宮﨑良保議員

を止める対策を！
土川重佳議員

副議長

末永一朗議員

地方分権時代の新
小辻隆治郎議員

何としても過疎化
U

岩坪義光議員
英明議員
浦

本町の課題に議会の立場から積極的に取り組む！
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議長に立石隆教議員、
副議長に伊藤忠之議員就任
。

一生懸命！ 力を つ く し ま す
小 値 賀 の ために

して！

常任委員会の構成は次のようになりました。

社会経済の進展に対応して、行政が著しく多様化し、専門化してくると、本会議のみではとうてい多数の議案を能率的に処理することは不可能になっていくし、議員
もまた、そのすべてに通じることが困難になってしまいます。より慎重に細部にわたって審議するために常任委員会制度はつくられました。

委員
近藤育雄
副委員長
小辻隆治郎

い事務についてを担当

他の常任委員会に属しな

行います。
調査事項の実態を把握
分析、検討して問題点を
捉え、それらの問題点を
改善し、改革するにはど
２期目のはじめとして総務文教厚生

と

のような措置を講ずれば
よいか、採るべき対策な
常任委員会の委員長を任される事にな

れたとき、また陳情など

議案が委員会に付託さ
やすい社会を実現する町づくりのため

委員会となりますが、安心して暮らし

みでの議員活動でしたので、専門外の

１期４年間は産業建設常任委員会の

まか

り政策を究明して結論を
りました。

についても審査する役割

は、産業振興課、建設課、
農業委員会に関する事務
全般を担当し、それらの
事務実態を把握し、必要
な法律や国の政策などに
通じて、本町行政の足ら
ざる所や問題点を見つけ
出し、措置していく役割
を担っています。
所管の内容から大きな
事業などが検討の課題に
あがることもあり、財政
運営も含めた総合的な観
点が必要とされます。
小値賀町の産業や経済
の活性化などがこの委員
会の主要な分野になりま
す。

をし、頑張ってまいります。

業が必須条件ですので委員全員で勉強

るためには社会福祉事業や介護福祉事

又、将来にわたって安心して暮らせ

が必要です。

め、１日でも早い小中学校の校舎建設

小中高一貫教育の更なる発展のた

要なものと推察致します。

には、今後この委員会活動が極めて重

います。

出していくことになって

こどもの日大会にて

を持っています。

くりを担当
産業建設常任委員会

経済の活性化、まちづ

委員長
宮﨑良保
委員
立石隆教
委員
伊藤忠之

保育所、診療所、教育委

町行政の多くの分野を担当
総務文教厚生常任委員
選挙管理委員会、監査委

会 は、 出 納 室、 総 務 課、 員会に関する事務並びに
員、財政課、固定資産評

英明

価 審 査 委 員 会、 住 民 課、 し、その調査及び審査を

委員
浦
委員
松屋治郎
委員長
土川重佳
副委員長
末永一朗
委員
岩坪義光

主に産業振興や小値賀

小値賀町の基幹産業である第１次産
業の農・漁業の厳しさは当事者である
町民皆様が一番肌で感じていらっしゃ
ることと思います。
私は、当委員会の委員長として、執
行部と共に知恵を出し合い、この島で
こ の 産 業 を 営 み、 後 継 者 と な る 若 者
が自らの職業に誇りと愛着のもてる
“ 人づくり ” を目指していきたいと
考えています。
現に今年、畜産を営む若者に島外か
らお嫁さんが来られました。
農業も漁業も所得の安定という面か
らは、自然相手のことで決して楽では
ありません。
しかし、その職業に打ち込む姿に心
打たれ、必ずや将来、後継者となる家
小値賀町の人口減少に歯止めをかけ

庭がうまれていくと信じています。
る一つの条件として、第１次産業の新
たな復活に微力ながら頑張っていく所
存です。
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委員長
宮﨑良保
委員長
土川重佳

総務文教厚生常任委員会
産業建設常任委員会

委員
宮﨑良保
委員
土川重佳
委員長
伊藤忠之

副委員長
近藤育雄
委員
立石隆教

委員
宮﨑良保

委員
土川重佳
委員長
小辻隆治郎

地方政治を

い か

会です。

ているのが広報常任委員

身近に感じてもらうために
広報常任委員会は、主
に「議会だより」の編集
如何にしたら、分かり
やすく、平易に伝えられ

を担当します。
地方政治の代表機関で
るのかを常に研究し実行

へいい

ある議会と町民の距離は
しなければなりません。
現在、広報は「議会だ

常に近いところにあるべ
きです。

れ、どのように決定され

のようなものが審議さ
法による広報についても

情報の提供、その他の方

インターネットを使った

より」
が主なものですが、

ているのかをタイムリー
研究していく仕事を担っ

そのためには議会でど

にお知らせすることが大
ています。

にな

切です。
議会と町民にとって広
報は重要です。
その重要な役割を担っ

臨時会の運営のあり方に

議会の運営を円滑にするために
議会運営委員会は、多

また、議会の会議規則

ついてを議会の前に協議

に運営するために、常任

や委員会に関する条例な

します。

委員会とは別に置かれる

どについても協議しま

数の議員で構成される議

委員会であり、議会運営

議会は、住民に身近な人が議員になっ
て活動しているので、住民の要望や考え
などを議会に反映させるとともに、その
活動を住民に伝える責務があります。
住民の声を気軽に聴き、議会と住民の
距離を縮めるよう努力してまいります。
議会活動は、年４回の定例会だけでは
なく、各種の年間行事などへの参加があ
りますが、一方で、住民に見える活動と
して閉会中の視察があります。
視察の内容や成果を見える形にするた
めには、視察結果を本会議で報告し、情
報を積極的にオープンにしていきたいと
考えています。
議長を先頭にして、議員全員が広報マ
ンとなってより良い議会広報誌をお届け
できるよう頑張ってまいります。
今回の選挙後、新たな議会構成になり
ましたので、いち早く住民の皆様にお知
らせしようと、臨時号を発行いたしまし
これからも、分かりやすい広報誌を目

た。
指してまいりたいと思っております。

議会運営委員会は、
議会運営が円滑に、
このため、議長の諮問的性格が色濃い

しもん

かつ効率的に図られることが目的です。
その他に、議長から諮

ています。

るところです。

いても、さらに勉強すべきと痛感してい

改めて、委員長として、財政問題につ

性を感じています。

問題になっていますので、取り組む必要

議会のあり方については、全国的にも

進めていきたいと思っています。

ては議長、各委員の意見を参照しながら

予算、決算の特別委員会の設置につい

りまとめと調整に心掛けます。

各副委員長も入っているため、意見のと

又、 委 員 に は 総 務、 産 建 の 各 委 員 長、

てまいります。

ため、議長と二人三脚での運営を心掛け

す。

問的な性格を帯びた機関
です。

の取り扱いなど定例会や

どの取り扱い、一般質問

会期日程、議案や陳情な

その主な内容は、
会期、 も答申を出す役割を担っ

問を受けた事項について

の責任者である議長の諮

会を円滑にしかも効率的

満開の愛宕山のツツジ

委員長
伊藤忠之
委員長
小辻隆治郎

パソコンを使った編集風景
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副委員長
末永一朗

委員
伊藤忠之

傍聴席

広報常任委員会
議会運営委員会

激しい選挙戦そして当選そして初議会へ

平成２３年第２回臨時会開催
初議会は議会の構成を整えるため開催

委 員 長 な ど も 選 任 し て、

の選任をし、さらに正副

の当選が確定すると、そ
議案が提案されれば、直

一般選挙によって議員
の議員によって議会が構
ちに審議できる体制にす

ととの

の当選が決定し、議会の

初議会の開催は、議員

るのが初議会です。

成されます。
しかし、一定数の議員
が存在するだけでは、ま
だ、議会が適法に活動で

めには、まず、議会の内

議会が適法に活動するた
ています。

ることが望ましいとされ

次第、早い時期に開かれ

き る 状 態 に あ り ま せ ん。 開催に必要な準備が整い

部構成を整えなければな

一般的には、任期の起

そのため、初議会を開

内に開かれるのが通例で

算日からおおむね 日以

りません。
いて、会議を主催する議

す。

指定を行い、各常任委員

長を決め、議員の議席の
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当選後開かれた議員懇談会

５月２日に初議会

議会選出の監査委員に岩坪義光議員

行財政のチェック役を

この度、小値賀町監査委員

岩坪義光

定。

身に余る光栄と思い、一生

懸命に行財政のチェック役を

しっかり果たしてまいりたい

と思います。

西浩三新町長の挨拶の

場に入れ、再開。

じめ教育長、各課長を議

午後から西新町長をは

よろしくお願いします。

副委員長を互選して決

員会の委員選任と委員長

常任委員会と議会運営委

け る 議 席 の 決 定 を 行 い、

その後、本会議場にお

ました。

座り副議長の選挙を行い

次に新議長が議長席に

ました。

続いて議長選挙が行われ

認されました。

通り岩坪議員が議会で承

を町長が提案し、提案の

り 会 期 の 決 定 が な さ れ、 後、議会選出の監査委員

の末永議員が議長席に座

臨時議長として年長者

かれました。

監査委員

に選任されました。

しっかり務めます。

５月２日に初議会が開

５月２日開催の初議会

小値賀町議会だより初議会臨時号（8）

