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本日の会議に付議された事件 

議事日程記載のとおり 

午後２時００分 開会 

○次  長（宮下  務君） 御起立をお願いいたします。（一同起立）礼。（一同礼）御着席ください。

（一同着席） 

組合議会の構成は、申し合わせにより駒ヶ根市議会議員選挙または駒ヶ根市議会構成がえ直後の議会で行う

こととなっております。今回、駒ヶ根市議会構成がえ後、最初の議会でありますので、議長が選出するまでの

間、地方自治法第 107条の規定により年長議員が臨時の議長の職務を行うこととなっております。そこで、本

日の出席議員中、飯島町の松下寿雄議員が年長議員でありますので、臨時の議長として御紹介申し上げます。 

〔８番 松下寿雄君 登壇・議長席着席〕 

○臨時議長（松下 寿雄君） 皆さん、こんにちは。（一同「こんにちは」） 

ただいま紹介されました松下寿雄でございます。 

地方自治法第 107条の規定により議長の職務を行いますので、円滑なる議事が進行できますよう御協力をお

願いいたします。 

これより、平成２５年４月２３日付、告示第３号をもって招集された平成２５年第２回伊南行政組合議会定

例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

定員数１７名、ただいまの出席議員数１７名、定足数に達しております。 

この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

仮議席は、ただいま御着席の議席を指定いたします。 

なお、本定例会は、飯島町議会議員改選後及び駒ヶ根市議会構成がえ後の初めての議会でありますので、議

員各位の自己紹介をお願いいたします。 

議席１番から自席にてお願いいたします。 

○１  番（坂井 昌平君） 議席番号１番、駒ヶ根市議会の坂井昌平でございます。引き続きよろしくお

願いいたします。 

○２  番（三原 一髙君） 議席番号２番の駒ヶ根市議会、三原一髙でございます。引き続きよろしくお

願いいたします。 

○３  番（下平 順一君） 議席番号３、駒ヶ根市議会、下平順一です。よろしくお願いします。 

○４  番（菅沼 孝夫君） 議席番号４、駒ヶ根市議会、菅沼孝夫です。よろしくお願いいたします。 

○５  番（加治木 今君） 議席番号５、駒ヶ根市議会、加治木今でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○６  番（坂本 裕彦君） 駒ヶ根市議会、坂本裕彦です。引き続きよろしくお願いします。 

○７  番（岩崎 康男君） 議席番号７番、岩崎康男でございます。お願いします。 

○９  番（堀内 克美君） 議席番号９、飯島町議会、堀内克美です。よろしくお願いします。 

○１０ 番（北沢 正文君） 議席番号１０番、飯島町議会、北沢正文です。よろしくお願いいたします。 

○１１ 番（竹沢 秀幸君） 議席番号１１番、飯島町議会、竹沢秀幸であります。よろしくお願いいたし
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ます。 

○１２ 番（松村 隆一君） 議席番号１２番、中川村議会、松村隆一です。お願いいたします。 

○１３ 番（村田  豊君） 議席番号１３番の中川村議会の村田豊でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。 

○１４ 番（高橋 昭夫君） 議席番号１４番、中川村議会、高橋であります。昭夫であります。よろしく

お願いいたします。 

○１５ 番（松田 英俊君） 議席番号１５番、宮田村議会の松田英俊でございます。よろしくお願いいた

します。 

○１６ 番（田中 一男君） 議席番号１６、宮田村議会、田中一男です。よろしくお願いします。 

○１７ 番（清水 正康君） 議席番号１７番、宮田村議会、清水正康です。よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（松下 寿雄君） ありがとうございました。 

続きまして、組合長以下、理事者並びに職員各位の順で自己紹介をお願いいたします。 

○組 合 長（杉本 幸治君） 伊南行政組合の組合長を務めております駒ヶ根市長の杉本幸治でございま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○副組合長（高坂 宗昭君） 副組合長の一人を仰せつかっております飯島町長の高坂宗昭と申します。ど

うぞよろしくお願いします。 

○副組合長代理（川崎  誠君） 副組合長、中川村長 曽我逸郎の代理でございます副村長の川崎誠と

申します。よろしくお願いいたします。 

○副組合長（清水 靖夫君） 副組合長の宮田村の清水靖夫でございます。よろしくお願いいたします。 

○助  役（堀内  秀君） 助役を務めております駒ヶ根市副市長の堀内秀でございます。よろしくお願

いいたします。 

○事務局長（下島 清志君） 伊南行政組合事務局の事務局長でお世話になっております下島清志と申しま

す。よろしくお願いします。 

○消 防 長（宮下  孝君） 伊南行政組合消防本部、消防長を務めさせていただいております宮下孝と

申します。よろしくお願いいたします。 

○飯島町住民税務課長（大久保富平君） 飯島町住民税務課長の大久保富平といいます。よろしくお願い

します。 

○中川村住民税務課（村澤ゆかり君） 担当課長は住民税務課、米山と申しますが、本日、事情により欠

席しております。代理の住民税務課生活環境係長の村澤と申します。よろしくお願いします。 

○宮田村住民課長（赤羽 和夫君） 宮田村の住民課長の赤羽和夫と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○病院事業管理者職務代理者（村岡 紳介君） 病院事業管理者職務代理者の村岡紳介と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○病院事務長兼経営企画室長（新村 義弘君） 昭和伊南総合病院事務長の新村と申します。よろしくお

願いいたします。 
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○会計管理者（小松原 豊君） 会計管理者としてお世話になります駒ヶ根市の小松原豊です。よろしく

お願いいたします。 

○駒ヶ根市民生部長（倉田 俊之君） 駒ヶ根市民生部長の倉田俊之であります。よろしくお願いします。 

○病院総務課長（市瀬 憲治君） 昭和伊南総合病院の総務課長の市瀬憲治と申します。よろしくお願い

いたします。 

○事 務 局（小原  満君） 事務局の小原満と申します。よろしくお願いいたします。 

○事 務 局（松崎 伸一君） 同じく事務局の松崎伸一と申します。よろしくお願いいたします。 

○次  長（宮下  務君） 伊南行政組合事務局事務局次長、宮下務と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○臨時議長（松下 寿雄君） ありがとうございました。 

日程は、お手元に配付のとおりです。 

日程に従い会議を進行いたします。 

ここで組合長よりごあいさつをお願いいたします。 

○組 合 長（杉本 幸治君） どうも、皆様、こんにちは。（一同「こんにちは」） 

平成２５年４月２３日付、告示第３号をもって平成２５年第２回伊南行政組合議会定例会を招集をいたしま

したところ、議員各位におかれましては、時節柄、何かとお忙しい折にもかかわらず全議員の御出席を賜り、

厚く御礼申し上げるしだいでございます。 

今議会におきましては、ただいま自己紹介をいただきましたように多くの議員の皆様がかわられました。 

３月２４日に執行されました飯島町議会議員選挙において見事御当選を果たされ伊南行政組合議会議員とな

られました４名の議員各位には心からお慶びを申し上げます。 

また、駒ヶ根市議会の構成がえにより３名の方が交代をされ、新たに伊南行政組合議会議員となられました。

まことに御同慶に存じます。 

新たにお迎えをいたしました議員各位には、厳しい経済情勢下で多様化・複雑化する行政需要に対応すべく、

広域的な調整や取り組みが求められることも多くなる中で、引き続き御活躍をいただきます議員の皆様ととも

に地域住民の福祉向上と伊南地域の発展のために御尽力賜りますようお願いを申し上げます。 

なお、今議会は、駒ヶ根市議会の構成がえに合わせ、組合議会の運営申し合わせによりまして、正副議長さ

んの選挙を初め、常任委員会等、議会の構成がえが予定をされております。いずれも円滑なうちに御決定をさ

れ、よりよい議会運営ができますよう心より御期待を申し上げます。 

また、４月２１日に執行されました中川村村長選挙において伊南行政組合副組合長として御尽力をいただい

ております曽我逸郎村長におかれましては、見事再選を果たされました。本日は公務の御都合により川崎副村

長が代理出席をされておりますが、曽我村長には、心からお祝いを申し上げますとともに、ますますの御活躍

を御祈念申し上げるしだいでございます。 

さて、平成２５年度がスタートをして既に２ヶ月が過ぎようとしております。今年は、例年より早い桜の開

花に春の暖かさを感じたところですが、４月後半から５月前半にかけては、大陸からの寒気の影響で低温の日

が続き、農作物の生育も心配をされております。しかし、連休明け間もなく気温も上がり、一気に真夏日があっ
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たりと急激な気候の変化に戸惑うばかりでございますが、周りの水田では田植えも済んだところが多くなり、

新緑の季節となってまいりました。 

また、地域の経済状況は、新政権による日本の経済再生に向けた政策が進められ、円安、株高へと市場は動

いており、輸出業の業績改善とともに景気の上昇に向けた期待がかかっているところでございまして、製造業

を中心に明るい兆しが見えつつありますが、全般的には、いまだ労働賃金の引き上げには至っておらず、消費

の伸びにつながっていないのが現状でございます。 

一方で、円安に伴う燃料や小麦など輸入原料価格の上昇により食品や生活必需品の値上がり、あるいは原料

価格の上昇が経営を圧迫している企業もあり、変化に対応していくための国の対策とともに、早く経済の循環

がよい方向に回り始めることを願うところでございます。 

さて、昭和伊南総合病院の状況でございますが、経営状況につきましては、現在、平成２４年度の決算に関

する財務諸表を作成中ですので、数値は確定はしておりませんが、入院及び外来とも前年度を若干上回る患者

数となっており、引き続き単年度黒字が見込める状況となっております。 

病院事業の運営体制におきましては、病院事業管理者及び院長の退任に伴い、この４月１日より前副院長の

村岡紳介先生に病院長に就任をしていただき、兼ねて病院事業管理者職務代理者をお願いをし、病院運営・経

営に尽力をいただいているところでございます。 

なお、専従の病院事業管理者につきましては、現在、心当たりの方に粘り強くお願いをしているところでご

ざいます。 

また、診療体制では、昨年４月の医師数２５名体制から、内科、外科、それぞれ１名が増員となり２７名体

制となったところでございます。 

なお、非常勤医師で対応をしております診療科を中心に、引き続き医師招聘に全力で取り組んでまります。 

上伊那におけます消防広域化の協議につきましても、後ほど全員協議会において報告を申し上げますが、費

用負担の問題など、合併に関して懸案と考える課題について８市町村の理解を得て協議が前に進んできており

ます。まだまだ合併ができるまでには多くの課題について調整が必要でありますが、広域化に向けて前向きな

協議がされてきていると思っております。 

さて、今議会に提案を申し上げます案件は、人事案件１件、補正予算１件の計２件でございます。 

人事案件につきましては、駒ヶ根市議会の構成がえに伴い議会選出の監査委員の選任について御同意を願う

ものでございます。 

また、補正予算につきましては、消防救急無線デジタル化整備及び指令センター高機能指令システム整備に

ついて伊那消防組合と共同で整備工事に着手をしていくための予算を補正をさせていただくものでございます。 

いずれも重要な案件でございますので、何とぞ慎重なる御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願い

を申し上げ、第２回定例議会招集に当たりましてのあいさつといたします。 

どうぞよろしくお願いをいたします。 

○臨時議長（松下 寿雄君） 日程第１ これより議長選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第２項の規定を適用し指名推選といたしたいと思いますが、
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これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（松下 寿雄君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しまし

た。 

お諮りいたします。 

指名は臨時議長においていたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（松下 寿雄君） 異議なしと認めます。よって、臨時議長において指名することに決しました。 

つきましては、松田英俊議員を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま臨時議長において指名いたしました松田英俊議員を議長の当選人とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（松下 寿雄君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました松田英俊議員が議

長に当選いたしました。 

会議規則第 32条第２項の規定により告知いたします。 

議長に当選されました松田英俊議員から当選の承諾及びあいさつをお願いしたいと思います。 

〔１５番 松田英俊君 登壇〕 

○１５ 番（松田 英俊君） ただいまは、伝統ある伊南行政組合議会議長を再び御選任いただきました宮

田村の松田英俊でございます。まことにありがとうございます。 

私の今までの伊南行政組合議員としての経験を生かし、伊南行政組合のさまざまな課題に当たっていきたい

と考えております。特に、これから本格化してまいります上伊那広域消防化、あるいは、ようやく経営が安定

しつつある昭和伊南病院、これらの問題について、皆様とともに、よりよい方向に向かって、私ども、一生懸

命に頑張っていきたいと思います。 

伊南行政組合のますますのこれからの御発展を祈念し、私とともに御協力いただくことをお願いいたしまし

て就任のあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。（一同拍手） 

〔１５番 松田英俊君 降壇〕 

○臨時議長（松下 寿雄君） 以上をもちまして臨時議長の職務は終了いたしましたので解任させていただ

きます。 

御協力に対して感謝申し上げます。ありがとうございました。 

それでは、松田議長さん、御登壇をお願いいたします。 

〔８番 松下寿雄君 降壇〕 

〔議長 松田英俊君 登壇・議長席着席〕 

○議  長（松田 英俊君） 日程第２ 議席の指定を議題といたします。 

議席は、会議規則第４条第１項の規定により議長において指名いたします。 
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事務局より朗読いたさせます。 

○次  長（宮下  務君） 朗読いたします。 

１番 坂井昌平議員、２番 三原一髙議員、３番 下平順一議員、４番 菅沼孝夫議員、５番 加治木今議

員、６番 坂本裕彦議員、７番 岩崎康男議員、８番 松下寿雄議員、９番 堀内克美議員、１０番 北沢正

文議員、１１番 竹沢秀幸議員、１２番 松村隆一議員、１３番 村田豊議員、１４番 高橋昭夫議員、１５

番 松田英俊議員、１６番 田中一男議員、１７番 清水正康議員。 

以上でございます。 

○議  長（松田 英俊君） ただいま朗読したとおり議席を指定いたします。 

日程第３ 会議録署名議員の指名をいたします。 

署名議員は、会議規則第 78条の規定により、１番 坂井昌平議員、２番 三原一髙議員を指名いたします。 

日程第４ 会期の決定について議題といたします。 

本定例会の会期は、あらかじめ本日の議会運営委員会において本日１日と決定されております。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期を本日１日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日と決定いたしま

した。 

日程第５ これより副議長選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第２項の規定を適用し指名推選によりたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定い

たしました。 

お諮りいたします。 

指名は議長においていたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御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。 

つきましては、松下寿雄議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議長において指名いたしました松下寿雄議員を副議長の当選人とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました松下寿雄議員が

副議長に当選されました。 

ただいま副議長に当選されました松下寿雄議員が議場におられますので、会議規則第 32条第２項の規定によ
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り告知いたします。 

副議長に当選されました松下寿雄議員から当選の承諾及びあいさつをお願いいたします。 

〔８番 松下寿雄君 登壇〕 

○８  番（松下 寿雄君） ただいま指名推選されまして副議長に当選いたしました松下寿雄であります。 

もとより微力ではありますが、皆様方とともに伊南行政組合のますますの発展と地域住民が安全で安心して

暮らせる地域づくりと福祉向上に努めてまいる所存であります。 

皆様方の、なお一層の御協力をお願い申し上げまして、副議長就任のごあいさつといたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。（一同拍手） 

〔８番 松下寿雄君 降壇〕 

○議  長（松田 英俊君） 日程第６ 常任委員及び議会運営委員の選任について議題といたします。 

常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により議長において指名したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名いたします。 

事務局に朗読いたさせます。 

○次  長（宮下  務君） 朗読いたします。 

消防衛生委員、２番 三原一髙議員、５番 加治木今議員、７番 岩崎康男議員、８番 松下寿雄議員、 

１０番北沢正文議員、１２番 松村隆一議員、１４番 高橋昭夫議員、１５番 松田英俊議員、１７番 清水

正康議員。 

保健福祉委員、１番 坂井昌平議員、３番 下平順一議員、４番 菅沼孝夫議員、６番 坂本裕彦議員、９

番 堀内克美議員、１１番 竹沢秀幸議員、１３番 村田豊議員、１６番 田中一男議員。 

以上でございます。 

○議  長（松田 英俊君） ただいま朗読いたしましたとおり指名いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞ

れ常任委員に選任することに決しました。 

次に議会運営委員の選任についてを議題といたします。 

議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により議長において指名したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名いたします。 

それでは事務局より朗読いたさせます。 

○次  長（宮下  務君） 朗読いたします。 

議会運営委員、１番 坂井昌平議員、２番 三原一髙議員、９番 堀内克美議員、１２番 松村隆一議員、
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１３番 村田豊議員、１６番 田中一男議員。 

以上でございます。 

○議  長（松田 英俊君） ただいま朗読いたしましたとおり指名いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名のとおり決定いたしました。 

各常任委員会は、直ちに委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで選任の結果を報告を願います。 

年長委員の方は臨時委員長として会議を進めてください。 

正副委員長互選のため暫時休憩といたします。再開は午後２時５５分といたします。 

午後２時２８分 休憩 

午後２時５５分 再開 

○議  長（松田 英俊君） 再開いたします。 

各委員会から正副委員長の互選の結果の報告がありましたので事務局に朗読いたさせます。 

○次  長（宮下  務君） 朗読いたします。 

消防衛生委員会、委員長 松村隆一議員、副委員長 三原一髙議員。 

保健福祉委員会、委員長 坂井昌平議員、副委員長 村田豊議員。 

議会運営委員会、委員長 坂井昌平議員、副委員長 田中一男議員。 

以上でございます。 

○議  長（松田 英俊君） 以上のとおり当選されました。 

当選されました消防衛生委員会委員長 松村隆一議員、副委員長 三原一髙議員、保健福祉委員会委員長 坂

井昌平議員、副委員長 村田豊議員、議会運営委員会委員長 坂井昌平議員、副委員長 田中一男議員が議場

におられますので会議規則第 32条第２項の規定により告知いたします。 

選出された各正副委員長から就任のあいさつをお願いいたします。 

あいさつは自席でお願いいたします。 

○保健福祉委員長・議会運営委員長（坂井 昌平君） 再び議会運営委員会の委員長、保健福祉委員会

の委員長に任命を受けました坂井でございます。 

課題はたくさんございますので、各委員と連携しながらですね、すばらしい伊南の発展につながるように努

めたいと思います。よろしく御協力をお願い申し上げます。（一同拍手） 

○消防衛生委員長（松村 隆一君） 引き続きまして消防衛生委員会委員長になりました松村隆一でござ

います。よろしくお願いをいたします。 

大変大きな課題、消防の上伊那広域化が控えておりますので、円滑に進んでまいりますように努めてまいり

ますので、皆様方の御協力をお願いいたします。（一同拍手） 

○消防衛生副委員長（三原 一髙君） 消防衛生委員会副委員長に選ばれました三原一髙でございます。 

重要な案件を抱えておりますので、職務を全うできるように努めたいと思います。皆様方の御協力をよろし

くお願いいたします。（一同拍手） 
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○保健福祉副委員長（村田  豊君） 保健福祉委員会副委員長に選任をいただきました村田豊でござい

ます。 

委員長を補佐して業務に精励したいと思います。皆さん方の御協力をよろしくお願いいたします。（一同拍手） 

○議会運営副委員長（田中 一男君） 議会運営委員副委員長に選任されました田中でございます。 

委員長を補佐し、円滑な議会運営ができるよう尽力いたしますので、皆様の御協力をよろしくお願いいたし

ます。（一同拍手） 

○議  長（松田 英俊君） 日程第７ 

議案第６号 伊南行政組合監査委員の選任について 

を議題といたします。 

地方自治法第 117条の規定により坂本裕彦議員の退席を求めます。 

〔６番 坂本裕彦君 退場〕 

○議  長（松田 英俊君） 議案を朗読いたさせます。 

○次  長（宮下  務君） 朗読 

○議  長（松田 英俊君） 提案理由の説明を求めます。 

○組 合 長（杉本 幸治君） 議案第６号 伊南行政組合監査委員の選任につきまして提案理由の説明を

申し上げます。 

議会選出の伊南行政組合監査委員として御活躍をいただいてまいりました宮澤勝人さんから駒ヶ根市議会の

構成がえに伴い辞任願が提出をされました。２年間にわたり大変御尽力、御活躍をいただきましたことに対し

まして心から感謝を申し上げるしだいでございます。 

つきましては、後任として市議会から御推薦をいただきました坂本裕彦さんを最適任者と考えまして提案を

申し上げますので、全員の皆様の御同意を賜りますようお願いを申し上げるしだいでございます。 

なお、任期は、地方自治法第 197条の規定によりまして議員の任期によることとなっております。 

以上を申し上げまして提案理由の説明といたします。 

よろしくお願いをいたします。 

○議  長（松田 英俊君） これをもって提案理由の説明を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案は質疑、討論を省略して直ちに表決に付したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。 

これより議案第６号を採決いたします。 

本案は、組合長提案のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議  長（松田 英俊君） ありがとうございました。起立全員であります。よって、本案は組合長提案

のとおり同意することに決しました。 

暫時休憩といたします。そのまましばらくお待ちください。 
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午後３時００分 休憩 

午後３時０１分 再開 

○議  長（松田 英俊君） 再開いたします。 

ここで伊南行政組合監査委員の選任に同意いたしました坂本裕彦議員よりごあいさつをお願いいたします。 

〔６番 坂本裕彦君 登壇〕 

○６  番（坂本 裕彦君） ただいまは選任に同意いただきましてありがとうございます。坂本裕彦でご

ざいます。 

伊南４市町村が負担している貴重なお金、そして予算どおり執行されるということをしっかり監査してまい

ります。どうか、皆さんの御指導、御鞭撻をいただきながら頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。

（一同拍手） 

〔６番 坂本裕彦君 降壇〕 

○議  長（松田 英俊君） これをもちまして監査委員の選任についてを終結いたします。 

これより全員協議会のため暫時休憩といたします。再開は放送をもってお知らせいたします。 

午後３時０２分 休憩 

午後４時００分 再開 

○議  長（松田 英俊君） 本会議を再開いたします。 

日程第８ 

議案第７号 平成２５年度伊南行政組合一般会計補正予算（第１号） 

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（下島 清志君） 議案第７号 平成２５年度伊南行政組合一般会計補正予算（第１号）につい

て提案説明を申し上げます。 

議案書７－１ページをお開き願います。 

第１条第１項にございますように歳入歳出予算をそれぞれ 6,189万7,000円追加をし、予算総額を 20億6,799

万円とさせていただくものでございます。 

今回の補正は、先ほど全員協議会で説明をさせていただいたように消防救急無線デジタル化整備及び消防指

令センター高機能指令システム整備の実施設計完了に伴い事業費の設計額が決まりましたので、整備工事を行

うための事業費予算について計上をさせていただくものでございます。 

７－３ページをお願いいたします。 

第２表 債務負担行為の補正でございますが、事業費は平成２５年度・２６年度の２カ年にわたって整備工

事を進めていくことになりますので、平成２６年度までの債務負担行為を設定させていただくものでございま

す。 

消防指令センター高機能指令システム整備事業にかかわる総事業費は 4億 3,813万 3,000円で、上伊那８市

町村において均等割１６％、人口割８４％の負担割合で算出をされます伊南４市町村の負担分は 1億 4,623万

3,000円となりました。 
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また、消防救急無線デジタル化整備にかかわる上伊那全体での総事業費は 5億 1,767万円で、伊南４市町村

の負担分は 1億 7,278万 1,000円となりました。 

予算補正の具体的な内容は事項別明細書で説明をさせていただきます。 

７－４ページをお願いいたします。 

先に歳出の部でございますが、４款１項１目 消防費 6,189万 7,000円の増額は、１９節 負担金、補助及

び交付金のうち負担金の増額でございまして、伊那消防組合と共同して整備を進めるための協定を結び、事務

を一本化して進めるため、事業費の伊南４市町村分を負担金として予算化するものでございます。 

消防指令センター高機能指令システム整備事業費として 452万 7,000円の追加でございますが、伊南４市町

村が負担する事業費 1億 4,623万 3,000円のうち２５年度分の事業費でございます。 

消防救急無線デジタル化整備事業費につきましては、伊南４市町村が負担する事業費 1億 7,278万 1,000円

のうち２５年度分の事業費 5,737万円の追加をお願いするものでございます。 

歳入の部でございますが、１款１項１目 分担金 6,189万 7,000円の増額は、歳出予算の追加に伴い市町村

分担金を増額させていただくものでございます。 

７－５ページに市町村の分担金調書を載せてございます。 

なお、この分担金の負担割合は、上伊那消防広域化協議会において協議・決定をされております上伊那８市

町村の負担割合による均等割１６％、人口割８４％となっておりますので、伊南行政組合における通常の消防

費の負担割合であります消防費に係る基準財政需要額５０％、人口割５０％という積算根拠とは異なっており

ますので御承知をいただきたいと思います。 

内訳につきましては、後ほど御確認をいただきたいと存じます。 

説明は以上でございます。 

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議  長（松田 英俊君） これをもって提案理由の説明を終結いたします。 

日程第９ これより議案に対する質疑に入ります。 

議案第７号 平成２５年度伊南行政組合一般会計補正予算（第１号） 

について議題といたします。 

御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案は、別紙、議案付託表のとおり消防衛生委員会へ付託いたします。 

委員会は、本会期中に内容を審査の上、議長まで審査結果の報告を願います。 

委員会審査のため暫時休憩といたします。再開時刻は放送をもってお知らせいたします。 

午後４時０６分 休憩 

午後４時４０分 再開 

○議  長（松田 英俊君） 休憩を閉じ本会議を再開いたします。 
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日程第１０ 

議案第７号 平成２５年度伊南行政組合一般会計補正予算（第１号） 

についてを議題といたします。 

本案は、本日の会議において消防衛生委員会に付託してあります。 

消防衛生委員長から審査結果の報告を求めます。 

○消防衛生委員長（松村 隆一君） 消防衛生委員会の審査結果の報告を申し上げます。 

本日の会議において本委員会に付託されました議案第７号 平成２５年度伊南行政組合一般会計補正予算

（第１号）について、本日、委員会を開き、内容を慎重に審査する中で可搬式機械について質問があり「各署

に配備する移動可能な無線設備である。」との答弁があり、結果、原案を可決すべきものと決定しましたので御

報告申し上げます。 

○議  長（松田 英俊君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

議案第７号 平成２５年度伊南行政組合一般会計補正予算（第１号）について採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松田 英俊君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

以上をもちまして今定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

ここで組合長よりあいさつをお願いいたします。 

○組合長（杉本 幸治君） 平成２５年第２回伊南行政組合議会定例会の閉会に当たりまして、一言、御礼

のごあいさつを申し上げます。 

今定例会に提案をさせていただきました議案のすべてについて、慎重なる御審議の上、いずれも原案どおり

御決定を賜りましたことに対し、心から感謝を申し上げるしだいでございます。 

今議会を通じ賜りました御意見などを尊重をし、組合運営に生かすように努力をしてまいります。 

また、今議会では新たな議会構成がなされましたが、松田議長さん、松下副議長さんを中心に議会の権能を

十分に発揮をされ、伊南地域住民の福祉増進のため一層の御活躍を賜りますようお願い申し上げるしだいでご

ざいます。 
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各市町村とも６月定例議会が間近に迫っております。議員各位におかれましては、御自愛をいただき、御健

勝で御活躍されますよう御祈念を申し上げ、閉会に当たってのあいさつといたします。 

ありがとうございました。 

○議  長（松田 英俊君） これをもって平成２５年度第２回伊南行政組合議会定例会を閉会いたします。 

御苦労さまでございました。 

○次  長（宮下  務君） 御起立をお願いいたします。（一同起立）礼。（一同礼） 

お疲れさまでした。 

 

 

午後４時４５分 閉会 
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