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議事日程 

 第１        会議録署名議員の指名について 

 第２        会期の決定について 

第３ 議案第11号  平成２７年度とかち広域消防事務組合一般会計補正予 

        算（第１号） 

 

 

会議に付した事件  議事日程に同じ 

 

 

出席議員（３６名） 

 １番 守屋いつ子議員． ２番 山本 忠淑議員． ３番 小野 信次議員． 

４番 加納 三司議員． ５番 杉山 幸昭議員． ６番 埴渕 賢治議員． 

７番 菊地 康雄議員． ８番 西山 輝和議員． ９番 加来 良明議員． 

１０番 柴田 正博議員．１１番 広瀬 重雄議員．１２番 髙橋 和雄議員．

１３番 松橋 昌和議員．１５番 堀田 成郎議員．１６番 渡辺富久馬議員．

１８番 千葉 幹雄議員．１９番 芳滝  仁議員．２０番 永田  憲議員．

２１番 田井 秀吉議員．２２番 藤田 博規議員．２３番 林   武議員．

２４番 方川 一郎議員．２５番 井脇 昌美議員．２６番 吉田 敏男議員．

２７番 宮川  寛議員．２８番 田村 寛邦議員．２９番 岡坂 忠志議員．

３０番 大林 愛慶議員．３１番 清水 隆吉議員．３２番 鈴木 正孝議員．

３３番 藤澤 昌隆議員．３４番 西本 嘉伸議員．３５番 大塚  徹議員．

３６番 富井 司郎議員．３７番 稲葉 典昭議員．３８番 小森 唯永議員．

３６番 田 

 

欠席議員（２名） 

１４番 鈴木 千秋議員． １７番 中橋 友子議員． 

 

 

出席説明員 

組 合 長 米沢 則寿． 

副組合長 寺山 憲二．小林 康雄．竹中  貢．吉田 弘志．浜田 正利． 

髙薄  渡．宮西 義憲．田村 光義．西山  猛．村瀨  優． 

飯田 晴義．勝井 勝丸．宮口  孝．安久津勝彦．野尻 秀隆． 

水澤 一廣．田中 敬二． 

代表監査委員 西田 譲． 

事務局長 山上 俊司．事務局主幹 笹谷 広光． 

事務局副主幹 山岸 雄一 
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会計管理者 小寺 英吉． 

監査委員事務局長 柴田 裕．監査委員事務局主幹 菊地 淳． 

 

 

議会事務局 

事務局長 林  伸英．書  記 山名 克之．書  記 石井 健一． 

書  記 田中  彰．書  記 服部  亮．書  記 土田 真也． 

書  記 小原 啓佑．書  記 高橋  均． 
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午後２時１０分開会 

 

 

○ 小森 唯永 議長   ただいまから、平成２７年第２回とかち広域消 

防事務組合議会定例会を開会いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

ここで、事務局長に本日の議事日程などについて

報告をさせます。 

 

 

○ 林  伸英 議会事務局長 

報告いたします。 

本日の出席議員は、３６人であります。 

欠席の届出は、１４番鈴木千秋議員及び１７番中

橋友子議員からございました。 

次に、今期定例会につきましては、組合長から、

去る８月２４日付けをもって、招集告示した旨の通

知がありましたので、ただちに各議員あて通知いた

しております。 

また、同日付けをもって、組合長及び監査委員に

対して、説明員の出席要求をいたしております。 

次に、議案の配付について申し上げます。 

今期定例会に付議予定事件として受理しておりま

す平成２７年度とかち広域消防事務組合一般会計補

正予算第１号につきましては、８月２４日付けをも

って、各議員あて送付いたしております。 

最後に、本日の議事日程でありますが、お手元に

配付の議事日程表第１号により、ご了承いただきた

いと思います。 

報告は以上でございます。 

 

 

○ 小森 唯永 議長  日程第１ 

会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員に、３番小野信次議員及び４番加

納三司議員を指名いたします。 
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○ 小森 唯永 議長  日程第２ 

会期の決定についてを議題といたします。 

おはかりいたします。 

今期定例会の会期は、本日１日限りといたしたい

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） 

 

○ 小森 唯永 議長   ご異議なしと認めますので、そのように決定いた

しました。 

 

 

○ 小森 唯永 議長  日程第３ 

議案第１１号、平成２７年度とかち広域消防事務

組合一般会計補正予算第１号を議題といたします。 

ただちに、提案理由の説明を求めます。 

米沢則寿組合長、登壇願います。 

 

 

○ 米沢 則寿 組合長 議案第１１号平成２７年度とかち広域消防事務組合

一般会計補正予算第１号のうち、はじめに、歳出に

ついてご説明いたします。 

第３款消防費は、平成２８年４月から始まる広域

消防業務の運用準備に要する経費として、被服の整

備に係る経費を追加するほか、財務会計システム及

びネットワークシステムの構築に係る経費を追加す

るとともに執務環境の整備に係る経費などを追加す

るものであります。 

次に、歳入についてご説明いたします。 

第１款分担金及び負担金は、構成市町村からの分

担金を追加するものであります。 

この結果、平成２７年度とかち広域消防事務組合

一般会計予算は、歳入・歳出それぞれ６千２２７万

５千円を追加して、１億８９２万２千円となるもの

であります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
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○ 小森 唯永 議長   これから、質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 小森 唯永 議長   別になければ、質疑を終わります。 

これから、討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 小森 唯永 議長   別になければ、討論を終わります。 

これから、採決を行います。 

おはかりいたします。 

議案第 11 号については、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 小森 唯永 議長   ご異議なしと認めますので、議案第 11 号は、原

案のとおり可決されました。 

 

 

○ 小森 唯永 議長   以上で、本日の日程は、全部終わりました。 

これをもちまして、平成２７年第２回とかち広域

消防事務組合議会定例会を閉会いたします。 

 

午後２時１４分閉会

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本会議の次第に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

議  長  小森 唯永     

議  員  小野 信次     

議  員  加納 三司     
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