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平成 24 年 第 3 回 宗像地区事務組合 議会臨時会 会議録

期日：平成 24 年 11 月 8日（木） 10：00～10：30

場所：宗像地区事務組合 大会議室

事務局

大久保副議
長

大久保副議
長

大久保副議
長

大久保副議
長

おはようございます。
本日の臨時議会は、前田中議長が辞職されておられることから地方自治法第 106

条の規定により、副議長であります大久保副議長に、議長が決定するまでの間、議事
進行をお願いいたします。

ただ今、事務局から説明がありましたように、田中議長 辞職のため、本日の臨時議
会は、組合副議長であります私が、議長決定まで、進行させていただきますので、よろ
しくお願い申し上げます。

開会の前に、新たに組合議員になられた方がいらっしゃいますので、ここで出席者
の方の自己紹介をお願いいたします。

1 番議員から順番に、簡単に自己紹介をお願いします。1 番議員、どうぞ。

（1 番議員から自己紹介）

執行部の自己紹介お願いします。

（組合長から自己紹介）

お諮りいたします。本日傍聴の申し出があっております。
これを許可したいと思いますがご異議ございませんか。

（異議なしの声）

傍聴を許可します。
ここで、事業概要掲載のため、写真の撮影をさせていただきます。

議会風景の写真を撮ります。進行中に写真を撮りますから、よろしくお願い申し上げま
す。

それでは、ただ今から、平成24年第3回宗像地区事務組合議会臨時議会を開会い
たします。

ただ今の出席議員は、16 名で、定足数に達しています。
よって、平成 24 年第 3 回宗像地区事務組合 議会臨時議会は成立いたしましたの

で、ただちに本日の会議を開きます。
地方自治法第 121 条の規定により、説明のため出席を求めた者は、組合長及び副

組合長、事務局長、消防長、会計管理者、以下、関係職員等です。
本日の議事日程は、お手元に配布をしているとおりでございます。
これより日程に入ります。
日程第１「議席の指定について」を議題とします。
宗像地区事務組合議員として、11 月 6 日付けで、宗像市議会から選出された議員

の皆さまは、現在ご着席の席を議席といたします。
1 番 森田議員、3 番 杉下議員、5 番 神谷議員、7 番 岩木議員、10 番 石松議

員、12 番 末吉議員、14 番 小島議員、16 番 吉田議員 でございます。
次に入ります。
日程第 2 「会議録署名議員の指名」を行います。
6 番 岩城俊郎議員、7 番 岩木久明議員 を会議録署名議員として、指名をいたし
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大久保副議
長

大久保副議
長

谷井組合長

大久保副議
長

大久保副議
長

小島議員

大久保副議
長

小島議員

大久保副議
長

ます。
日程第３ 「会期の決定について」を議題とします。
お諮りいたします。
会期は、お手元に配付をしている日程で、本日１日限りとしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。
よって、会期は、本日１日限りと決定いたしました。

日程第４ 「諸報告」に入ります。
まず、議会報告として、先ほど申し上げましたが、10月31日付をもって、宗像市選出

の田中前議長他、7名の議員の方が辞職されましたことを報告いたします。
続いて、谷井組合長から、あいさつを受けたいと思います。組合長。

おはようございます。
平成24年第3回議会臨時議会を開催いたしましたところ、ご出席をいただきありがと

うございます。
先般、宗像市における選挙において当選をされました、本日ご出席の皆様方には、

心からお祝いを申し上げます。
本日は宗像市議会から、事務組合議員に選任された議員の皆さまの議席の指定を

おこないます。また、10月31日付で任期満了となられた田中議長から辞職届けが出て
おりますので、議長の選挙をお願いするものでございます。

ひきつづき第 29 号議案として、「平成 24 年度一般会計補正予算（第 2 号）につい
て」を提出いたしております。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

日程第５「議長の選挙について」を議題といたします。
選挙の方法につきましては、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。
これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。
どなたかご推選いただけないでしょうか。

はい。

はい、小島議員。

議長に福津市議会議長の大久保議員を推選いたしたいと思います。

私、大久保が、議長に指名されました。
それでは、ただ今、指名されました大久保を議長の当選人として定めることにご異議あ
りませんか。

(異議なしの声)



3

大久保議長

大久保議長

大久保議長

大久保議長

大久保議長

吉田副議長

大久保議長

石松事務局長

異議なしと認めます。
議長に就任することについて、承諾するとともに一言ごあいさつを申し上げます。
ただいま議長に選任をいただきました大久保でございます。
この事務組合が両市民の負託にこたえるため、皆さんとご一緒に務める所存であり

ます。どうかよろしくお願い申し上げます。
ここで暫時、休憩といたします。

（ 休憩 ）

再開します。
お諮りいたします。
先ほど副議長が議長になったため、副議長が欠けておりますので、「副議長の選挙

について」を日程に追加し、日程の順序を変更し、「追加日程 副議長の選挙につい
て」を先に審議したいと思いますが、ご異議ございませんか。

(異議なしの声)

異議なしと認めます。
よって、日程を追加し、日程の順序を変更し、ただちに「追加日程 副議長の選挙に

ついて」を議題とすることに決定いたしました。
それでは追加日程 「副議長の選挙について」を議題といたします。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、議長の指名

推選にしたいと思います。
これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
それでは副議長に、宗像市議会議長の吉田議員を指名いたします。
お諮りをいたします。ただいま議長において指名いたしました吉田議員を、副議長

の当選人と決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました吉田議員が副議長の当選人に決定されました。
吉田議員に本席から会議規則第 31条の規定により、告知いたします。
吉田議員、一言ご挨拶をお願いします。

ただいま指名いただきました宗像市議会の吉田益美でございます。全力を注いで、
一生懸命市民のために頑張りますので、よろしくお願いいたします

はい、よろしくお願いします。
それでは次に入ります。
日程第 6 第 29 号議案「平成 24 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第 2

号）について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。事務局長。

第 29 号議案をご説明いたします。
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石松事務局
長

大久保議長

江上議員

大久保議長

江上議員

『平成 24年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第 2 号）について
平成 24年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第 2号）を別紙のとおり提出す
る。平成 24 年 11 月 8 日 宗像地区事務組合 組合長 谷井博美』
次をお開きください。
補正予算書に基づき、ご説明いたします。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,250万円を減額いたしまして、総額を

15 億 8,418 万 1千円とするものでございます。
補正の内容につきましては、事項別明細に沿ってご説明をさせていただきます。
歳入からさせていただきます。7ページ、8ページをお開きいただきたいと思います。
７款 組合債、１項 、１目 、１節 消防債でございますけども、1 億 7,500 万円に対

しまして、1,250 万円を減額いたしまして、1億 6,250 万円とするものでございます。
減額の理由につきましては、高規格救急自動車、40 万円、人員搬送車、30 万円、

無線デジタル化実施設計、40 万円をそれぞれ増額いたしまして、高機能消防指令セ
ンター中間整備につきましては、1,360 万円減額いたしまして、合計で 1,250 万円の減
額といたしております。

戻っていただきまして 3 ページを開いてください。「第 2 表地方債補正」でございま
す。

起債の目的の欄では、防災対策事業（無線デジタル化実施設計事業）を、緊急防
災・減災事業（無線デジタル化実施設計事業）に変更させていただいております。

起債充当率が 90％から 100％となっておるところでございます。
限度額の欄でございますけども、高機能消防指令センター中間整備事業は、契約

額が入札により確定したことによる減額、それから、高規格救急自動車及び人員搬送
車の更新事業につきましては、搭載資機材等の起債対象を県の協議等によりまして、
当初予定に比べまして増していただき、これによる増額でございます。

次に、歳出の説明に入ります。9 ページ、10 ページをお願いいたします。
4 款 消防費、１項 、１目 常備消防費、13 節 29 の設計委託料は、600 万円に対

しまして、12 万円を減額いたしまして、588 万円とするものでございます。
減額の理由につきましては、委託契約額の確定によるものでございます。
15 節 工事請負費の 3、通信システム改修工事は、1 億 5,773 万円に対しまして、

1,598 万円を減額いたしまして、1億 4,175 万円とするものでございます。
減額の理由につきましては、工事請負契約額の入札確定によるものでございます。
それから、18 節 備品購入費の 3 の消防車両は、人員搬送車が 718 万 5 千円に対

しまして、7 万 1 千円を減額いたしまして、711 万 4 千円とし、高規格救急自動車が、
2,556万 5千円に対しまして、127万 3千円を減額いたしまして、2,429万 2千円とする
ものでございます。

減額の理由につきましては、備品購入契約額の確定、というようなことでございます。
つづきまして 6 款 予備費でございます、1,145 万 4 千円に対しまして、494 万 4 千

円を増額いたしまして、1,639 万 8 千円とするものでございます。
これは、予算の歳入・歳出調整のために行っております。
以上で一般会計補正予算の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

はい。

はい、江上議員。

4 番、江上でございます。
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江上議員

大久保議長

石松事務局
長

大久保議長

大久保議長

大久保議長

大久保議長

大久保議長

ちょっと一点、ご無礼なおたずねになろうかと思いますが、変更というのは当然あると
は思いますが、地方債補正の 3 ページに基づき質問させてもらいますが、上から 2 番
目と 3 番目、一般単独事業、施設整備事業、830 万、1500 万がそれぞれ今度は反対
に、一般単独事業に1530万、施設整備事業に840万、なんかちょっと手放しで承認で
きないという思いがあります。 この同じ事業で、起債メニューが変更されたのかなと私
は感じるところですが、事務的なミスということはないですよね。 ミスではなかったという
ところをしっかり説明していただきたいと思います。ご無礼ながらおたずねいたします。

事務局長。

ミスというよりも、起債の内容につきまして、県と協議いたしまして、先ほどの単独事
業、あるいは、その他のものにつきまして、充当が増えるものにつきまして、増やしてい
ただいた、ということでございまして、一番上の一般単独事業につきましては先ほど説
明いたしましたように、減額は入札確定によるものでございますけれども、その他につき
ましては、極力有利なものを使うというようなことで、県との協議で進めさせていただい
た、というようなことで、よろしくお願いしたいとおもいます。

江上議員、よろしいですか。
はい、他にございますか。

（異議なしの声）

はい、無いようです。これをもちまして質疑を終結いたします。
これから討論に入ります。討論ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして討論を終結いたします。
これより第 29 号議案について、採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。
よって、第 29 号議案は、原案のとおり可決されました。

以上で本日の議題を終了いたしました。
本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長に一任

いただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきま
しては、議長に一任いただくことで決しました。

これをもちまして、本日の日程は終了いたしました。
よって、平成 24 年第 3 回議会臨時会を閉会いたします。
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