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午前10時36分開会 

 

○ 有城 正憲 議長  ただいまから、令和４年第２回とかち広域消防事務組合

議会臨時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さ

せます。 

 

 

〇 小池 晃一 議会事務局長 

報告いたします。 

本日の出席議員は、34人であります。 

欠席の届出は、９番高橋政悦議員、14番安田清之議員、

15番浜頭勝議員、25番井脇昌美議員からございました。 

次に、今期臨時会につきましては、組合長から去る５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。 

今期臨時会に付議事件として受理しております令和４年

度とかち広域消防事務組合一般会計補正予算第１号ほか４

件につきましては、５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。 

報告は以上であります。 

 

 

○ 有城 正憲 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、11番早苗豊議員及び12番中井康雄議

員を指名いたします。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 日程第２ 

会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思い

ます。 
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これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 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。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 日程第３ 

議案第６号、令和４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。 

 

 

〇 米沢 則寿 組合長  議案第６号、令和４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、歳出について、ご説明いたしま

す。 

第20款消防施設費は、帯広消防署の水槽付消防ポンプ自

動車Ⅱ型及び高規格救急自動車の更新に要する経費を追加

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５款分担金及び負担金は、帯広市からの分担金を追加

するものであります。 

第35款組合債は、水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型整備事業 

及び高規格救急自動車整備事業に係る組合債を追加するも

のであります。 

次に、繰越明許費につきましては、小型動力ポンプ付水

槽車Ⅱ型整備事業ほか２件について、年度内に支出が終わ

らない見込みのため、繰越明許費を設定するものでありま

す。 

次に、地方債につきましては、起債の目的及び限度額な

どを定めようとするものであります。 

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 これから、質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
 

○ 有城 正憲 議長 別になければ、質疑を終わります。 
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これから、討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
 

○ 有城 正憲 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。 

お諮りいたします。 

議案第６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。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  ご異議なしと認めますので、議案第６号は、原案のとお

り可決されました。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 日程第４ 

議案第７号、北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いてほか２件を一括して議題といたします。 

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。 

 

 

〇 米沢 則寿 組合長 議案第７号から議案第９号までの各案件について、一括

してご説明いたします。 

これらの案件につきましては、当組合が構成団体となっ

ております北海道市町村総合事務組合、北海道町村議会議

員公務災害補償等組合及び北海道市町村職員退職手当組合

において、構成団体が新たに加入することに伴い、規約の

一部を変更するため、地方自治法第290条の規定により、議

決を経ようとするものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 これから、一括して質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
 

○ 有城 正憲 議長 別になければ、質疑を終わります。 
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これから、一括して討論を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
 

○ 有城 正憲 議長 別になければ、討論を終わります。 

これから、議案第７号から議案第９号までの３件につい

て、一括して採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第７号ほか２件については、いずれも原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  ご異議なしと認めますので、議案第７号ほか２件は、い

ずれも原案のとおり可決されました。 

 

 

○ 有城 正憲 議長 日程第５ 

議案第10号、とかち広域消防事務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。 

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。 

 

 

〇 米沢 則寿 組合長  議案第10号、とかち広域消防事務組合公平委員会委員の

選任について、ご説明いたします。 

本案は、公平委員会委員岩田明子氏が、来る６月28日を

もちまして任期満了となりますので、その後任の委員とし

て、再度、同氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、議会の同意を得ようとするもので

あります。 

よろしくご同意賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

○ 有城 正憲 議長 これから、質疑を行います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
 

○ 有城 正憲 議長 別になければ、質疑を終わります。 
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これから、採決を行います。お諮りいたします。 

議案第10号については、これに同意することにご異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○ 有城 正憲 議長  ご異議なしと認めますので、議案第10号は、同意するこ

とに決定いたしました。 

 

 

○ 有城 正憲 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、令和４年第２回とかち広域消防事務

組合議会臨時会を閉会いたします。 

 

午前10時44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  有 城 正 憲   

議  員  早 苗   豊   

議  員  中 井 康 雄   


