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令和４年第２回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会６月臨時会会議録 

 

午前 10時 00分 開議 

 

議事日程 

 

第１. 会議録署名議員の指名 

 

第２. 会期の決定 

 

第３. 議案第８号  監査委員の選任について 

議案第９号  専決処分の承認について 

      (新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合介護保険条例の一部を改正す 

る条例) 

（提案理由説明  理事長） 

（休憩） 全員協議会開催 議案等細部説明 

（再開） 質疑 

 

第４. 討論・表決（議案第８号から議案第９号まで） 

 

第５. 議会運営に関する調査について（委員長報告・質疑・表決） 

 

 

 

本日の出席議員（８人） 

 

 ２番  柴沢 太郎 君            ３番  柳田  守 君             

４番  谷村 一成 君            ５番  野島  浩 君          

６番  井田 義孝 君            ７番  中瀬 淳哉 君    

８番  西岡 良則 君            ９番  寺西  泉 君             

 

説明のため出席した者 

 

理 事 長        笹島 春人  君   副理事長          武隈 義一  君 

副理事長        笹原 靖直   君   会計管理者        島瀬 佳子  君 

監査委員         八木 正則  君      事務局長         腰本 高輝  君 

総務課長兼CATV事業課長      越  雄一  君   主幹・庶務・管理係長       本多  裕  君 

認定係長        籠瀬 亜希子 君   給付係長         水島 雅樹   君 

CATV係長        加藤 雄一   君 
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職務のため出席した者 

 

黒部市福祉課長     福澤 祐子  君   黒部市総務管理部理事企画情報課長   林  茂行  君   

入善町保険福祉課課長代理      新谷  奈緒美 君   入善町参事企画財政課長        竹島 秀浩  君 

朝日町健康課長      岩村 耕二   君    朝日町参事総務政策課長  谷口 保則  君 
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○議長（西岡 良則君）皆様、おはようございます。 

田植え作業も最盛期が終わり、新緑がさわやかな季節となりました。一方、新型コロナウイルス

感染症は、未だ終息が見通せない状況にあります。一人ひとりが感染に対する、より一層の予防、

注意喚起に努めるとともに、一刻も早い終息と安心して日常生活が送ることができることを切望す

るものであります。 

 それでは、本日、６月臨時会が招集されましたところ、ただいまの出席議員数は８名であります。

なお、木島議員におかれましては、体調不良により欠席の報告を受けておりますが、定足数に達し

ておりますので、これより令和４年第２回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会６月臨

時会を開会いたします。 

 それでは、本日の議事に入ります。会議規則第 19条の規定により作成いたしました議事日程は、

お手元に配付しましたとおりであります。 

 日程に入るに先立ち、新たに、また、再選によって組合理事及び組合議会の議員になられた方を

私からご紹介いたします。お名前を申し上げますので、現在、ご着席の席で一言ご挨拶をお願いい

たします。 

 組合理事の黒部市長 武隈義一君です。 

○理事(武隈 義一君)武隈です。よろしくお願いいたします。 

○議長(西岡 良則君)組合理事、朝日町長 笹原靖直君です。 

○理事(笹原 靖直君)はい。よろしくお願いいたします。 

○議長(西岡 良則君)黒部市議会議員の柴沢太郎君です。 

○議員(柴沢 太郎君)はい。よろしくお願いします。 

○議長(西岡 良則君)なお、今臨時会におきまして、議席の指定を行いますが、現在ご着席の席の

とおり、議席をお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の日程に入ります。 

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。お諮りいたします。議席については、会議規

則第３条の規定により、只今、ご着席の席に変更いたしたいと思います。これにご異議はありませ

んか。 

 

[「異議なし」の声あり] 

 

○議長（西岡 良則君）ご異議なしと認め、只今、ご着席の席のとおりといたします。 

 

○議長（西岡 良則君）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 89条の規定により、「４番 谷村 一成君」、「６番 中瀬 淳哉君」以上２名を指名いた

します。 

 

○議長（西岡 良則君）日程第３、「会期の決定」を行います。お諮りいたします。今臨時会の会

期は、本日６月６日の１日間とすることにご異議ございませんか。 

 

[「異議なし」の声あり] 
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○議長（西岡 良則君）ご異議なしと認め、会期は「１日間」と決定いたします。 

 

「議案第８号から議案第９号」 

 

○議長（西岡 良則君）日程第４、「議案第８号」監査委員の選任について及び「議案第９号」専

決処分の承認についてを議題といたします。 

 理事長より、提案理由の説明を求めます。理事長「笹島 春人君」 

 

（提案理由説明） 

 

○理事長（笹島 春人君）皆様、おはようございます。いよいよ６月となり、沖縄地方では梅雨に

入っており、ここ北陸地方もまもなく梅雨の季節を迎えるものと思っております。今年も集中豪雨

などによる河川の氾濫や土砂災害がないよう願っております。それでは、開会にあたり一言ご挨拶

申し上げます。 

 先般、小柳勇人氏の組合議員辞職に伴い、新たに当組合議員といたしまして、黒部市議会より柴

沢議員が選出されております。さらには、新たに理事として、武隈黒部市長をお迎えしたところで

あります。この度再選された笹原朝日町長とともに、当組合の事業運営にご協力を賜りますようお

願いを申し上げます。 

 当組合における本年度は、介護予防事業では、第８期介護保険事業計画の２ヵ年目であり、さら

には、次期第９期事業計画策定の準備作業が始まる年であります。また、ケーブルテレビ事業では、

FTTH 化にかかる幹線工事が完了し、いよいよ管内において、光化の新サービスが提供されるとい

う、大変重要な年となっております。 

 このような年に、識見豊かな皆様をお迎えできたことは、大変心強く感じているところでありま

す。これまでの行政経験を基に、それぞれの立場から活発なご意見を賜りますとともに、格別のお

力添えを賜りますよう、あらためてお願い申し上げる次第であります。今後とも円滑で活発な議会

運営が図られますようご期待申し上げ、簡単でありますが、歓迎とお祝いの挨拶とさせていただき

ます。 

 それでは、提案理由説明をさせていただきます。 

 本日ここに、令和４年第２回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合６月臨時会を招集いた

しましたところ、議員各位のご参集を賜り、本組合の重要諸案件をご審議いただきますことに対し、

深く敬意を表するものであります。 

 また、平素より、当組合の運営と発展にご尽力を賜り、重ねて感謝申し上げます。それでは、本

日提出しております議案についてご説明申し上げます。 

 議案第８号「監査委員の選任について」であります。小柳勇人より、議会選出監査委員の辞職願

が提出されたことを受けまして、後任の委員を選任しようとするものであります。 

 続きまして、議案第９号の「専決処分の承認について」でありますが、新型コロナウイルス感染

症の影響による介護保険料の減免対象期間をさらに１年延長するための条例の一部改正について

専決処分をさせていただいたものであり、ご承認を賜りたくお願いするものであります。 

 なお、詳細につきましては、全員協議会でご説明申し上げます。 

 何卒、慎重ご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由といた
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します。どうか、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（西岡 良則君）それでは、議案の細部説明を聞くため、暫時休憩をいたします。 

 

 午前 10時８分  休憩 

 午前 10時 12分 再開 

 

「再開」 

 

○議長（西岡 良則君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第４の議事を継続し、これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

［「なし」の声あり］ 

 

○議長（西岡 良則君）質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

○議長（西岡 良則君）日程第５、「議案第８号」監査委員の選任について及び「議案第９号」専

決処分の承認について、の議案２件を一括議題といたします。 

はじめに討論を行います。討論はございませんか。 

 

[「なし」の声あり] 

 

○議長（西岡 良則君）討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。「議案第８号」監査委員の選任について、起立により採決いたします。

本件について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

 全員起立であります。よって議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

 次に、「議案第９号」専決処分の承認について、起立により採決いたします。本件について、原

案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

 

全員起立であります。よって議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（西岡 良則君）日程第６、「議会運営に関する調査について」を議題といたします。  

 本件を付託した議会運営委員会の調査の結果について、委員長から報告を求めます。「議会運営

委員長 野島 浩君」 

 

○５番（野島 浩君）本委員会に付託され、議会閉会中の継続審査に付されております「議会運営

に関する調査について」その結果をご報告申し上げます。本委員会は、本日、本臨時会開会前に委

員会を開催し、６月臨時会の会期、議事日程及び議会運営に関する事項について協議をいたしまし

た。次に同じく６月臨時会の理事長提出議案について説明を受けた後、その取り扱いについて協議
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をいたしました。 

また、本委員会では、議会運営の効率化等について、引き続き調査する必要があると認め、議会

閉会中も継続して調査すべきものと決定いたしました。 

以上であります。 

 

○議長（西岡 良則君）ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

［「なし」の声あり］ 

 

○議長（西岡 良則君）質疑なしと認めます。お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は、

「議会閉会中の継続審査」であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」の声あり］ 

 

○議長（西岡 良則君）ご異議なしと認め、本件は、「議会閉会中の継続審査」とすることに決し

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。 

 これをもちまして、令和４年第２回新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会６月臨時会

を閉会いたします。最後に、理事長からご挨拶があります。 

 

○理事長（笹島 春人君）６月臨時会の閉会にあたり一言ご挨拶を申し上げます。 

 当組合から提案いたしました議案につきまして、慎重ご審議を賜り、滞りなく議了いただきまし

たことに関しまして、心から感謝を申し上げる次第であります。 

介護保険事業、ケーブルテレビ事業ともに、地域住民の皆様にとって大変身近な事業であります

ので、管内の住民ニーズに対応するためにも、両事業に対し、最善を尽くしてまいりたいと考えて

おります。また、この度、選任させていただきました柴沢監査委員におかれましては、組合予算の

執行状況などにつきまして、監査の中でご意見、ご指導等をいただきますようお願い申し上げます。 

今後も議員各位には、各事業の円滑な執行にお力添え、ご協力を賜りますようお願い申し上げま

すとともに、皆様方のご健勝、ご多幸を心からご祈念申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきま

す。本日は、ありがとうございました。 

 

○議長（西岡 良則君）皆様、お疲れ様でした。 

 

午前 10時 17分 閉会 
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 以上の会議の次第を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

   令和４年６月６日 

 

        新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合議会議長 

 

 

                  署名議員 

 

 

                  署名議員 


