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平成２８年５月２６日備北地区消防組合議会臨時会を開会した。 

 

１ 出席議員は，次のとおりである。 

  ２番 弓掛  元   ３番 横光 春市   ４番 山村惠美子 

  ５番 新家 良和   ６番 助木 達夫   ７番 五島  誠 

  ８番 政野  太   ９番 徳永 泰臣  １０番 横路 政之 

 １１番 保実  治  １２番 林  高正（議長）    

 １３番 田中 五郎  １４番 杉原 利明（副議長） 

 １５番 垣内 秀孝  １６番 竹原 孝剛 

  以上１５名（欠席議員１名 １番 藤井憲一郎） 

 

２ 地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名は，次のとおりである。 

 三次市長 増田 和俊  庄原市長 木山 耕三  三次市副市長 高岡 雅樹 

 消 防 長 戸田 歳孝  総務課長 才田 申士  予防課長 正畑 慶治 

 警防課長 湧田 勝則  通信指令課長 山添 徳宏  三次署長 久保井正司 

 庄原署長 熊野 美博  東城署長 兒山 繁樹 

  以上１１名 

 

３ 議会事務局職員として出席した者の職氏名は，次のとおりである。 

 総務課庶務係長 松田 吉弘   総務課経理係長 佐々木光昭 

 

４ 会議に付した事件は，次のとおりである。 

議案日程 

日 程 議案番号 件        名 

第１  議席の指定について 

第２  会期の決定について 
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第３  副議長の選挙について 

第４  行政報告 

第５ 議案第７号 

備北地区消防組合職員の分限に関する手続

き及び効果に関する条例及び備北地区消防

組合人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の一部改正について 

第６ 議案第８号 
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例の一部改正について 

第７ 
議案第９号 

議案第10号 

財産の取得について 

財産の取得について 

第８ 議案第11号 
備北地区消防組合監査委員の選任の同意を

求めることについて 

 

５ 議事の状況は，次のとおりである。 
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            午前10時00分 開会 

○議長（林高正君） 本日は何かと御多忙のところ御出席を賜り，厚くお礼申し

上げます。 

 開会に当たりまして，平成28年熊本地震によります災害につきまして，組合議

会を代表しまして一言御挨拶を申し上げます。 

 ４月14日以降，熊本県を中心に発生した地震により甚大な災害が発生し，多く

の尊い命と財産が奪われました。被災された方への心からのお見舞いを，一日も

早く復旧，復興をお祈りいたしております。 

 ここで，お亡くなりになりました皆様に対して，哀悼の意を込めて１分間の黙

祷をささげたいと思いますので，皆様御起立をお願いいたします。 

 黙祷。 

            （黙祷） 

○議長（林高正君） 黙祷を終わります。 

 御協力ありがとうございました。御着席ください。 

 組合議会といたしましても，住民の皆様の安心・安全な生活の確保に向けて今

後とも組合議会活動を行ってまいる所存でありますので，よろしくお願いを申し

上げます。 

 それでは，開会する前に，まず御紹介いたします。 

 去る４月３日に執行されました三次市議会議員の改選に伴い，当消防組合議会

議員に，竹原孝剛議員，杉原利明議員，保実治議員，助木達夫議員，新家良和議

員，山村惠美子議員，横光春市議員，弓掛元議員，藤井憲一郎議員が当選され，

就任されましたので御紹介いたします。 

 本日，藤井議員から欠席届が提出されており，出席議員は15名でございます。 

 ただいまから平成28年備北地区消防組合議会臨時会を開会いたします。 

 本日の会議録署名者を指名いたします。 

 会議規則86条の規定によって，署名者は保実議員及び田中議員を指名いたしま

す。 

 それでは，日程に入ります。 

 議席の指定を行います。 

 三次市議会選出の議員の改選がありましたので，会議規則第４条第３項の規定
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により，議席の変更を行います。 

 御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 異議なしと認めます。 

 議席は，お手元にお配りしております議席表のとおり変更指定いたします。 

 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。 

 本臨時会の日程は，本日１日間としたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日１日間と決定しました。 

 副議長の選挙を行います。 

 冒頭紹介いたしましたが，４月３日に三次市議会議員の改選が行われた関係

上，前副議長でありました須山議員が４月17日で議員任期が満了となられました

ので，現在当組合議会副議長が空席となっております。 

 よって，副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法については，地方自治法第118条第２項の規定によって指名推選に

したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 異議なしと認めます。 

 したがって，選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

 指名の方法について，動議を求めます。 

 〔16番 竹原孝剛君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 竹原議員。 

○16番（竹原孝剛君） 動議を提出いたします。 

 指名者は，議長の指名によることを提案いたします。 

○議長（林高正君） ただいま竹原議員から，指名者について議長の指名による

との提案がありました。 
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 お諮りいたします。 

 この動議のとおり決定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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 それでは，議長が指名することに決定しました。 

 それでは，当組合議会議長である私，林高正が指名させていただきます。 

 副議長に，三次市選出の杉原利明議員を推薦します。 

 お諮りいたします。 

 三次市選出の杉原利明議員を副議長の当選人と定め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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 したがって，指名しました杉原利明議員が副議長に当選されました。 

 本席から，会議規則第32条第２項により告知いたします。 

 ここで，副議長就任の承諾と御挨拶をお願いします。 

 〔14番 杉原利明君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 杉原議員。 

○副議長（杉原利明君） 失礼いたします。 

 ただいま御承認いただきました杉原利明でございます。 

 ただいまの御承認に対して，しっかりと議長をお支えして，副議長としての職

務を全うしていきたいというふうに思っております。 

 また，３月消防組合議会におきまして議長報告の中にもありましたとおり，市

民の皆様から信頼をされている消防職員の皆様の環境整備等，管理者を初めとす

る執行部の皆様に，現場の方とのパイプ役としても働いていきたいというふうに

思っております。ますますの備北地区消防組合の発展のため尽力してまいります

ので，御協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（林高正君） それでは，次の日程の前に，管理者増田三次市長から挨拶

の申し入れがありましたので，これを許します。 

 〔管理者三次市長（増田和俊君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 管理者三次市長。 
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○管理者三次市長（増田和俊君） 皆さんおはようございます。 

 本日平成28年備北地区消防組合議会臨時会を招集しましたところ，議員の皆様

には何かと御多用の中，御出席を賜りまして本当にありがとうございます。 

 また，当組合の運営につきましては，議員各位の御支援と御協力により順調に

業務を推進しているところであり，あわせて心からお礼を申し上る次第でありま

す。 

 続きまして，去る４月３日，先ほどもお話がありましたとおりでございます

が，執行されました三次市議会議員選挙によりまして本組合議員の構成議員もか

わられ，改めましてこの場をおかりし，三次市議会議員の皆様には当選のお祝い

を申し上げますとともに，当組合の発展に御支援をいただきますように，この場

からお願いを申し上げる次第でございます。 

 また，ただいまは杉原副議長が就任されたところでありますが，これまでの議

会議員８年間の経験を生かしていただき，備北地区消防組合の発展に御尽力をい

ただきますようによろしくお願いいたしたいと思います。 

 さて，４月14日に発生しました平成28年熊本地震は，震度７が２回も発生した

観測史上例のない地震となり，熊本県を中心に甚大な被害をもたらし，大分県な

どにも被害が拡散いたしました。御承知のとおりでございます。 

 大地震から１カ月余りが経過いたしましたが，改めて尊い命を亡くされました

方の御冥福を重ねてお祈り申し上げますとともに，御家族，御親族の皆様に心よ

りお悔やみを申し上げる次第でございます。また，被災された方は避難生活が本

当に長期間になっております。その避難生活を余儀なくされておられる方々に対

しましても，心からお見舞い申し上げたいと思います。 

 当組合では，緊急消防援助隊の広島県隊として４月16日から待機し，その要請

を待っておりましたが，このたびは出動の要請はありませんでしたが，今後日本

列島の至るところで大規模な地震の発生が予測され，危惧もされておるところで

ございますので，引き続き応援体制の充実強化には努め，取り組んでまいりたい

と思っております。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，消防長のほうから御説明を申し上げま

す。 

 それでは，終わりになりますが，消防の使命は住民の皆様の生命，財産等を守
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ることであり，その重要性は一段と増しており，消防，救急，救助体制の確立

や，それらに伴う消防施設等の整備充実は消防行政の重要な課題となっておりま

す。 

 このような状況の中で，本日は化学消防ポンプ自動車，災害対応特殊消防ポン

プ自動車に係る財産の取得や条例改正の議案など５件を提案することといたして

おります。よろしく御審議の上，御議決いただきますようにお願い申し上げ，私

のほうからの管理者としての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

します。 

○議長（林高正君） 行政報告を行います。 

 消防長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） お許しをいただきましたので，現在までの消防行政の

執行状況につきまして御報告申し上げます。 

 最初に，災害発生状況でございますが，管内の火災発生状況につきましては，

本年に入りまして，昨日現在40件の火災が発生しており，昨年同期と比較します

と13件増加となっております。 

 火災発生場所の内訳は，三次市が23件，庄原市が17件であります。 

 なお，死者の２名のうち，１名は焼身自殺によるものでございます。 

 今後も引き続き，車両やホームページなどにより火災予防広報を実施してまい

ります。 

 また，救急出動状況につきましては，５月20日現在1,595件で，昨年の同期に

比較して91件減少しております。 

 それでは，消防車両の更新から御報告申し上げます。 

 三次消防署の化学消防ポンプ自動車及び庄原消防署の消防ポンプ自動車の更新

事業は，４月28日に化学消防ポンプ自動車が４社，消防ポンプ自動車が５社で指

名競争入札を行い，株式会社三葉ポンプが２台とも落札し，仮契約に至っており

ます。その金額が2,000万円以上となっておりますので，本臨時会へ付すべき議

案として御審議をお願いしているところでございます。 

 なお，庄原消防署の消防ポンプ車は，緊急消防援助隊登録予定車両として国庫
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補助申請をしておりましたところ，４月22日に正式に1,026万1,000円の補助金の

決定がありましたので，御報告を申し上げます。 

 次に，職員体制でございますが，本年４月１日に採用した16名の職員のうち，

８名が４月６日から約４カ月の予定で広島県消防学校の初任教育課程に入校し，

現在元気で訓練を受けております。残りの８名は各署所に配属し，８月18日から

の後期初任教育課程に備え，所属において訓練を実施しております。 

 また，救急救命士の養成につきましては，昨年度九州の救急救命士養成所で研

修した２名が３月の国家試験に合格いたしました。したがって，現在救急救命士

の有資格者は50名で，現場へ配置している者は44名であります。今年度も２名の

職員が，９月から７カ月間の予定で救急救命九州研修所で研修を受ける予定とし

ております。 

 さらに，本年度計画しております消防大学校及び広島県消防学校などに職員を

入校させ，専門的な知識及び技術の習得をさせます。 

 そのほか，各消防署，出張所管内において，消防団，自主防災組織，地域の皆

さんと連携し，各種災害を想定した訓練を実施し，防災意識の高揚と災害時の連

携の強化を図ることといたしております。 

 また，計画的に防火対象物や石油，高圧ガス，火薬などの危険物施設の立入検

査，一般住宅の防火訪問を実施し，火災発生の未然防止を図っているところであ

ります。 

 なお，４月14日に発生いたしました平成28年熊本地震では，直ちに緊急消防援

助隊の広島県隊として出動準備をしておりましたが，広島県からは広島市消防局

と福山地区消防局及び広島市ヘリ，県防災ヘリが出動し，４月20日まで活動をい

たしました。 

 ちなみに，全国からの緊急消防援助隊の活動状況は，延べ14日間，20の都道府

県の消防職員が延べ約１万6,000人とヘリ18機が活動いたしました。 

 終わりになりましたが，構成市の緊迫した財政事情を踏まえ，経費の節減と機

械器具への愛護，そして事故防止を心がけ，今後も訓練を重ね，市民の皆様の安

心・安全確保のため，職員一丸となって職務に邁進する所存でございます。 

 引き続き，御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上をもちまして行政報告とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願
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いいたします。 

○議長（林高正君） 行政報告について質疑はありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 議案第７号備北地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及

び備北地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例案についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 〔副管理者三次副市長（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました議案第７

号備北地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び備北地区

消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて御説明申し上げます。 

 本案は，地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の公布に

伴い，関係条例である備北地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例及び備北地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正しようとするものであります。 

 その主な内容につきましては，分限事由の明確化及び職員の降給の種類，降

格，降号の事由について定めようとするもの，並びに人事行政の運営等の状況に

関する公表について，内容を見直すため一部を改めようとするものなどでありま

す。よろしく御審議の上，御可決くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（林高正君） 質疑を行います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 討論をお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 
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 本案は原案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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第７号備北地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例及び備北地区消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例案については原案のとおり可決しました。 

 議案第８号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例案についてを議案といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 〔副管理者三次副市長（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました議案第８

号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す

る条例案について御説明申し上げます。 

 本案は，地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い，関

係条例である議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正しようとするものであります。 

 その主な内容につきましては，議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例附則第９条，他の法令による給付との調整の表について，率の一

部を改めようとするものであります。よろしく御審議の上，御可決いただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（林高正君） 質疑を行います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 討論をお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案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〕 
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○議長（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第８号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例案については原案のとおり可決しました。 

 議案第９号，議案第１０号財産の取得についてを一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 〔副管理者三次副市長（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました議案第９

号及び議案第10号について，一括して議案の説明を申し上げます。 

 最初に，議案第９号財産の取得について御説明申し上げます。 

 本案は，三次消防署に配置しております消防ポンプ自動車（化学車）が，購入

後19年を経過し，出動件数も多く老朽化が著しいことから更新しようとするもの

であります。 

 去る４月28日に４社で入札を執行しました結果，4,784万4,000円で株式会社三

葉ポンプに落札いたしました。 

 次に，議案第10号財産取得について御説明申し上げます。 

 本案は，庄原消防署に配置しております災害対応特殊消防ポンプ自動車が，購

入後17年を経過し，出動件数も多く，走行距離が16万キロを超えていることから

更新しようとするものであります。 

 去る４月28日に５社で入札を執行しました結果，2,980万8,000円で株式会社三

葉ポンプに落札いたしました。 

 よって，議案第９号及び議案第10号ともに，議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により，組合議会の議決を求めよう

とするものあります。よろしく御審議の上，御可決いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（林高正君） 質疑を行います。 

 〔15番 垣内秀孝君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 垣内議員。 

○15番（垣内秀孝君） ２案とも同じことでございますけども，９号も10号も，

我々は消防議会ということになれば，それなりの知識も何もございませんから，



- 12 - 

できれば諸元表ぐらいは，この購入された機能は，どういうものがあってどのよ

うな性能を持っているかというようなものは議会としても知る必要があると思い

ますので，そういう機能性のものは出して欲しいと思いますけれども，お考えを

聞きたいと思います。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 今回は，三次消防署の化学消防ポンプ自動車，それか

ら庄原消防署の消防ポンプ自動車ということで，更新計画に基づきまして，３月

御説明いたしましたとおり更新をさせていただく予定で入札をいたしました。今

後，今垣内議員さんが申されましたとおり，仕様書とかどういうものであるかと

いうことにつきまして，またお示しをさせていただきたいと思いますので，よろ

しくお願いいたします。  

 〔15番 垣内秀孝君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 垣内議員。 

○15番（垣内秀孝君） それともう一点，質疑が不足しましたけれども，従来よ

りかこれだけのものが変わったものがあるというものがなけりゃ意味がないです

よね，少しでも機能がアップしたのか。その点も含めて一緒に，こういうものが

性能アップしましたよとか，そういうものをあわせて提出いただければ助かると

思います。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 御指摘のとおり，消防車両，年々機械もだんだんよく

なりコンピューター化しております。それで，何年か前に口和出張所，また吉舎

出張所のポンプ車の更新をさせていただいたんですが，少量の水で消火能力が高

い圧縮性の空気泡消火装置，要するに泡が出る消火装置を持った消防ポンプ自動

車，また化学消防ポンプ自動車と，そういう仕様としております。 

 その他，特に庄原消防署の災害対応につきましては，ホースカー，それと３連

ばしごを備えたものというのが国庫補助の申請にありますので装備しておりま

す。年々各消防車にしましても，消防車，またこういった救急車にしましても，

年々性能のほうはアップしてございます。 
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 また，昨年から議員さんの研修の機会も増やさせていただいておりますので，

そのときにまた詳しく説明をさせていただきたいと思いますので，御理解をお願

いいたします。 

○議長（林高正君） 他に質疑ございますか。 

 〔７番 五島 誠君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 五島議員。 

○７番（五島誠君） 聞いてみたいんですけれども，更新されたと，２台され

て，その古くなった車についてどのようにされているのか。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 当然車両更新計画に基づきまして，17年とか20万キロ

というふうに距離をかけっております。著しく傷むものですから当然更新してい

ただくんですが，廃車にいたします。 

 それと，まだ程度が良くて，もう二，三年使えるものにつきましては，三次消

防署，庄原消防署，東城消防署，それぞれ予備車にしておりますので，予備車に

回す予定にしております。今回入札いたしました化学消防車につきましては廃

車，庄原消防署のポンプ車につきましては予備車としてとっておく予定でござい

ます。しかし，長くはとっておけません。 

 以上です。 

 〔15番 五島 誠君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 五島議員。 

○７番（五島誠君） 例えばなんですけど，廃車はしょうがないのかもわからん

のですが，例えば少しでも財産，お金に換えるという意味でも，オークション等

で販売とかというのは，計画は今のところはないんですか。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） ポンプ車，救急車に対しましては，かなりの年数と距

離をかけっておりますので廃車にしております。ただ，今までで１回，三次消防

署のはしご車を入札いたしまして，廃棄物の処理の会社に落札されたという経緯

がございます。 



- 14 - 

 〔10番 横路政之君，挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 横路議員。 

○10番（横路政之君） 予定価格なんですけども，ざっくり3,000万円とか

5,000万円くらいの値段がついてるんですけれども，私たちはこの金額について

比較するものがないというか，全く特殊車両なんで，これが相場といいますか適

正な，全国的にもこういう金額なんかどうかというのがわからないんです。出さ

れたのではこんなもんかなという感じはするんですけれども，そういったところ

がわかるような資料が今後こういう購入をされるときにあれば，私たちも判断す

る材料にはなるんではないかと思いますけども，この点はどうですか。 

 〔消防長（戸田歳孝君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 戸田消防長。 

○消防長（戸田歳孝君） 消防車両，救急車両，特に定価というのがありませ

ん。当然市販されておりません。それと，その消防組合の特殊性におきまして，

艤装といいまして装備とか仕様が変わってまいります。ということで，一概に値

段的なものは決まりませんが，ただし全国の消防車両，その落札金額等，昨年，

一昨年の金額を参考にして，それとまた見積りを参考にしまして，私のほうで精

査いたしまして入札をしておる状況でございます。 

 今後は，先ほど言いましたように，研修の機会を設けさせていただいた時に消

防車両の仕様とか，ある程度の今までの金額面であるとか，全国の大体どれぐら

いになるかというものにつきましてもお話しさせていただきたいと思いますの

で，お願いいたします。 

○議長（林高正君） 他に質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 質疑なしと認めます。 

 討論をお願いいたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林高正君） 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案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〕 
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○議長（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第９号，議案第10号財産の取得については原案のとおり可決しま

した。 

 議案第11号備北地区消防組合監査委員の選任の同意を求めることについてを議

案といたします。 

 本案は，保実治議員の一身上に関する事件でありますので，地方自治法第

117条の規定により，議員の退席を求めます。 

            （保実議員退室） 

○議長（林高正君） 提案理由の説明を求めます。 

 〔副管理者三次副市長（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（林高正君） 高岡副管理者。 

○副管理者三次市副市長（高岡雅樹君） ただいま御上程になりました議案第

11号備北地区消防組合監査委員の選任の同意を求めることについて御説明申し上

げます。 

 本案は，備北地区消防組合監査委員の岡田美津子氏の任期が平成28年４月17日

をもって満了したことに伴い，地方自治法第196条第１項の規定により，新たに

保実治氏を監査委員として選任することについて，組合議会の議決を求めようと

するものであります。よろしく御審議の上，御同意いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（林高正君） 本案は人事案件でございます。 

 先例により，質疑及び討論を省略して，直ちに採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，これに同意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（林高正君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第11号備北地区消防組合監査委員の選任の同意を求めることにつ

いては，これに同意することに決しました。 

 保実議員，入室してください。 

            （保実議員自席へ） 

○議長（林高正君） 以上で本臨時会に提出された付議事件は終了いたしまし
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た。 

 これにて平成28年備北地区消防組合臨時議会を閉会いたします。 

 皆様，お疲れでした。 

            午前10時31分 閉会 
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