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平成２９年６月２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。 

  １番 岩山 泰憲   ２番 田部 道男   ３番 坂本 義明(副議長) 

  ４番 藤井憲一郎   ５番 弓掛  元   ６番 横光 春市 

  ７番 山村惠美子   ８番 新家 良和   ９番 助木 達夫 

 １０番 福山 権二  １１番 五島  誠  １２番 政野  太 

 １３番 保実  治  １４番 赤木 忠德  １５番 杉原 利明（議長） 

 １６番 竹原 孝剛 

  以上１６名 

 

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。 

 管 理 者 増田 和俊  副管理者 木山 耕三  副管理者 高岡 雅樹 

 消 防 長 久保井正司  総務課長 才田 申士  予防課長 石田 英二 

 警防課長 野崎 浩昭  通信指令課長 山添 徳宏  三次署長 湧田 勝則 

 庄原署長 熊野 美博  東城署長 正畑 慶治 

  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  議長の選挙について 
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追加日程  副議長の選挙について 

第３  会期の決定について 

第４  行政報告 

第５ 議案第３号 
動産の買入れについて 

（消防ポンプ自動車） 

第６ 議案第４号 

動産の買入れについて 

（高機能消防指令施設システム（中間更 

新）装置） 

第７ 議案第５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 

○副議長（杉原利明君） 本日は，庄原市議会議員の改選が行われた関係上，前

議長でありました林議長が組合議員の任期を満了されまして，議長が現在欠けて

おります。よって，副議長の私，杉原が議長を務めさせていただきますので，ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は何かと御多忙なところ御出席を賜り，厚くお礼申し上げます。 

 臨時議会を開催する前に御紹介いたします。 

 去る４月９日に執行されました庄原市議会議員の改選に伴い，赤木忠德議員，

政野太議員，五島誠議員，福山権二議員，坂本義明議員，田部道男議員，岩山泰

憲議員の７名が消防組合議会議員に就任されましたので，御紹介いたします。 

 また，同日の庄原市長選挙において，木山耕三氏が当選され，４月17日，市長

に就任され，同時に消防組合副管理者に就任されましたので，御紹介いたしま

す。 

 それでは，副管理者木山庄原市長から就任の御挨拶がございます。 

 〔副管理者庄原市長（木山耕三君），挙手して発言を求める〕 

○副議長（杉原利明君） 副管理者木山庄原市長。 

○副管理者庄原市長（木山耕三君） おはようございます。 

 御紹介いただきました木山でございますが，備北地区の消防組合副管理者を務

めさせていただいております。また皆さん方に御指導いただくことになりますの

で，よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○副議長（杉原利明君） ありがとうございました。 

 本日の議会の出席議員数は16名であります。 

 これより平成29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，署名者は山村議員，赤木議員を指名いたしま

す。 

 それでは，日程に入ります。 

 日程第１，議席の指定を行います。 

 庄原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

により，議席の変更を行います。 
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 御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（杉原利明君） 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。 

 それでは，ここで暫時休憩いたします。 

            午前10時03分 休憩 

            午前11時22分 再開 

○副議長（杉原利明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第２，議長の選挙を行います。 

 冒頭紹介いたしましたが，庄原市議会議員の改選が行われた関係上，前議長で

ありました林議員が組合議員満了となられましたので，現在当消防組合議長が空

席となっております。 

 よって，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〕 

○副議長（杉原利明君） 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しました。 

 指名の方法について，動議を求めます。 

 〔８番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○副議長（杉原利明君） 新家議員。 

○８番（新家良和君） 動議を提出いたします。 

 指名者につきましては，当組合議会の年長者であられます坂本議員の指名によ

ることを提案いたします。 

○副議長（杉原利明君） ただいま新家議員から，指名者について当組合年長者

である坂本義明議員の指名によるとの提案がありました。 

 お諮りいたします。 

 この動議のとおりに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〕 
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○副議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 それでは，坂本義明議員が指名することに決定しました。 

 それでは，坂本議員，御指名願います。 

 〔３番 坂本義明君，挙手して発言を求める〕 

○副議長（杉原利明君） 坂本議員。 

○３番（坂本義明君） それでは，私が指名させていただきます。 

 議長には，三次市議会選出の杉原議員を指名いたします。 

○副議長（杉原利明君） お諮りいたします。 

 ただいま坂本議員から指名された私，杉原を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〕 

○副議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 したがって，坂本議員から指名されました私，杉原が議長に当選いたしまし

た。 

 本席から，会議規則第32条第２項により告知をいたします。 

 ただいま当選しました私，杉原は，議長として一言御挨拶をさせていただきま

す。 

○議長（杉原利明君） 失礼いたします。 

 ただいま議長に御承認いただきました杉原でございます。 

 若輩者ではございますけれども，先輩議員，また同僚の組合議員の皆様の御助

言，御協力をいただきながら，それぞれの市民の安心・安全を守る職務に，この

消防組合議会としても一翼を担っていきたいというふうに思っております。 

 言わずもがなでございますけれども，昨今の災害，特に自然災害等は大規模化

していますし，火災防御はもちろん，高齢化による救急搬送等の業務もこれから

両市でふえてくることというふうに思っております。 

 消防業務の理解を両市民にしっかり御理解いただくとともに，この消防職員の

意欲高揚につながるような提案等も，我々組合議員としてやっていけたらという

ふうに思っております。 

 また，前議長が積極的に推進されました議員の研修も続いてやっていきたいと

思っております。 
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 昨年も，熊本県より被災された小学校長が広島市で講演をされていらっしゃい

ましたけれども，とにかく教育や想定訓練等が必要になってくるという状況でご

ざいます。組合議会を離れそれぞれの市議会に戻って，そういった防災予防等を

それぞれの地域で伝えていけるような研修を続けていきたいというふうに思って

おります。 

 何分にも浅学非才の身ではございますけれども，皆様そして管理者を初めとす

る執行部の皆様とも相談をしながら，未来が明るく開けるような議会活動をやっ

ていきたいと思っておりますので，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。 

 ただいま副議長が不在となりましたので，副議長の選挙を日程に追加し，直ち

に選挙を行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 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（杉原利明君） 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しました。 

 指名の方法について，動議を求めます。 

 〔10番 福山権二君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 福山議員。 

○10番（福山権二君） 動議を提出いたします。 

 指名者は，杉原議長の指名によることを提案します。 

○議長（杉原利明君） ただいま福山議員から，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。 

 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〕 
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○議長（杉原利明君） 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，議長である私，杉原利明が指名させていただきます。 

 副議長に，庄原市議会選出の坂本義明議員を指名します。 

 お諮りいたします。 

 庄原市議会選出の坂本義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（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 したがって，指名しました坂本義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項により告知をいたします。 

 副議長就任の御挨拶をお願いいたします。 

 〔３番 坂本義明君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 坂本議員。 

○３番（坂本義明君） このたび副議長になりました坂本と申します。 

 このたびの選出に対しては，大変皆様に御迷惑をかけました。特に三次市の議

員さんには，大変な御苦労をかけたというふうに改めて思っております。 

 副議長に就任しました折は，議長をしっかりと補佐しながら，今後も消防精神

をしっかり勉強しながら，災害についても皆さんと御意見を交わしながら，議会

でも皆様に今の災害についての話もさせていただきたいし，地域に帰っても消防

議会というものを皆さんに紹介したいというふうに思います。 

 簡単ですが，御挨拶とさせていただきます。一生懸命やりますので，よろしく

お願いします。ありがとうございました。 

○議長（杉原利明君） 日程第３，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（杉原利明君） 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。 
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 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（杉原利明君） 管理者三次市長。 

○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29年備北地区消防組合議会臨時会を招集いたしましたところ，議員

の皆さんにおかれましては何かと御多忙の中御出席を賜りまして，厚く御礼を申

し上げたいと思います。 

 また，当組合の運営につきましては，議員の皆さんの御理解と御協力により順

調に業務を推進しているところであり，心から御礼を申し上げる次第でありま

す。 

 先般４月９日に，庄原市長選挙，庄原市議会議員選挙が執行され，木山市長が

引き続き庄原市長に就任され，同時に当組合の副管理者として備北地区の住民の

皆さんの安心・安全のため御尽力をいただくことになりましたので，これまで以

上の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げたいと思います。 

 また，当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，庄原

市議会議員の皆さんには御当選のお祝いを申し上げますとともに，当組合の発展

に御支援を賜りますようお願いを申し上げたいと思います。 

 また，先ほどは杉原議長，坂本副議長が就任されたところでございますが，こ

れまでの御経験を生かしていただきまして，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お願いを申し上げたいと思います。 

 さて，昨年４月14日に発生しました熊本地震から１年余りが経過いたしました

が，改めて被害の状況を申し上げさせていただきますと，地震により亡くなられ

た方は50名，避難中の体調の悪化などで亡くなられた方を含め228名と，多くの

方が犠牲となられ，2,753名の方が負傷される大惨事となりました。 

 また，家屋の全半壊４万2,734棟など，震度７を２回も記録した大地震の爪跡

は大きく，現在も４万人以上の方が仮設住宅での暮らしを余儀なくされておられ

ます。 

 改めまして，犠牲になられた方へ心から哀悼の意を表しますとともに，御家

族，御親族の皆さんに心からお悔やみを申し上げます。また，被災されました
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方々には心からお見舞いを申し上げ，一日も早い復旧・復興をお祈りいたしま

す。 

 今後，首都直下地震や南海トラフ地震など大規模地震の発生が懸念されてお

り，消防に対する国民の皆さんの期待はますます高まっており，我が国における

防災・減災に対する地域住民の関心は一層高まりを見せ，消防に寄せられる期待

はますます大きくなっております。 

 こうした現状における消防の使命は，住民の皆さんの生命，財産等を守ること

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，消防ポンプ自動車及び高機能消防指令施設中

間更新に係る動産の買い入れの議案など３件を提案することといたしておりま

す。 

 なお，高機能消防指令施設中間更新につきましては，昨年の議員研修や本年３

月の定例会におきまして本施設の中間更新業務の必要性を御説明し，御理解もい

ただき，本年度の予算を可決いただいたところでございます。 

 改めて必要性を説明いたしますと，本施設は人命にかかわる火災や救急などの

消防救急業務には必要不可欠なシステムで，備北地区消防組合の心臓部であり，

万が一はあってはならないシステムでもあります。 

 このたびの中間更新の対象となる装置が停止した場合，事案の作成や災害点の

特定と車両選別ができないなど，消防通信指令業務に重大な支障を生じ，ひいて

は出動，現場対応の遅延など，住民サービスの著しい低下を招くおそれがありま

すので，システムの維持管理は保守点検業務を委託するなど万全の態勢を整えて

おりますが，耐用年数を超えた機器等の更新は早急に行う必要がございますの

で，何とぞ御理解をいただきたいと思います。 

 なお，消防行政や事業の詳細につきましては，消防長のほうから後ほど御説明

をさせていただきます。よろしく御審議の上，御議決いただきますようにお願い

申し上げまして，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（杉原利明君） 続きまして，日程第４，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。 



- 10 - 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 失礼します。消防長の久保井です。お許しをいただ

きましたので，今年度の現在までの消防行政の執行状況などにつきまして御報告

させていただきます。 

 御報告いたします前に，私ごとではありますが，本年４月１日に消防長を拝命

させていただきました。もとより微力ではございますが，備北地区消防組合管内

住民の皆さんの安心・安全を守るために，精いっぱい努力してまいりたいと思い

ますので，何とぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，きのうまでの災害の発生状況を御報告させていただきます。 

 火災発生状況につきましては，お配りしておりますＡ４の資料１枚物をごらん

ください。 

 管内の火災発生状況につきましては，ことしに入りましてきのうまでに36件発

生し，昨年の同期に比較しますと４件の減少となっており，１名の方が不幸にも

建物火災でお亡くなりになり，６名の方がその他の火災などの初期消火活動中に

負傷されておられます。 

 火災発生場所の内訳は，三次市が22件，庄原市が14件であります。 

 なお，火災件数の半数以上を占めております林野火災，その他の火災は依然と

して多く発生しており，引き続き車両やホームページ，また両市消防団の皆様の

御協力をいただきながら，火災予防広報を実施してまいります。 

 次に，救急出場状況につきましては，きのう現在1,779件で，昨年の同期に比

較しまして49件増加いたしております。 

 続いて，高速道路への出動状況でございますが，中国自動車道へは交通事故で

１件出動し，松江道，尾道道につきましては６件出動しております。内訳は，交

通事故で５件，急病で１件という状況でございます。 

 次に，消防施設の整備についてでございます。 

 本日の議案へも上程させていただいておりますけれど，高機能消防指令施設シ

ステムの中間更新でございます。 

 この高機能消防指令施設ですが，この施設は119番通報の受信及び出動指令を

司り，住民の方々の生命，身体，財産を守るという，消防の任務を果たす上で
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24時間365日，一時も支障を来すことのできない消防の心臓部に当たる施設でご

ざいます。 

 この施設は，平成23年８月の運用開始から今現在までフル稼働しており，その

中でこの施設の頭脳となりますコンピューター系装置が耐用年数の５年を越えた

ことから，これらの装置の更新とあわせて，指令システム稼働のプログラムを新

しいコンピューターに適応するものに更新するものでございます。 

 なお，本件中間更新におきましては，既存装置と連携部分で各メーカーとも独

自の仕様となっており，他社が接続することはほぼ不可能であるということや，

既存データを有効に活用できるということを考えますと，同一メーカーの必要が

あるということで，随意契約により，去る５月23日，日本電気株式会社中国支社

より見積書を徴し，税込み１億4,040万円で仮契約に至ったものであります。そ

の動産の買い入れ予定価格が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いたしておるところでございます。 

 次に，消防車両の更新についてでございますが，庄原消防署高野出張所のポン

プ車の更新事業は，去る４月26日，５社指名いたしまして，最終的に３社での指

名競争入札を行い，株式会社吉谷広島支店と税込み3,153万6,000円で仮契約に至

っており，その予定価格が2,000万円以上となっていますので，本臨時会へ付す

べき議案として御審議をお願いいたしておるところでございます。 

 このポンプ車につきましては，水を600リットル積載し泡放水もできることか

ら，水利のない松江道での火災に威力を発揮するものと確信いたしております。 

 今後も，車両更新計画に基づき，消防車，救急車とも順次更新していく予定で

ございます。 

 次に，職員体制でございますが，本年４月に採用しました５名の職員のうち３

名は，４月６日から約４カ月間の予定で広島県消防学校の初任教育課程に入校

し，現在元気で研修を受けております。残り２名は，三次消防署に配属し，８月

17日からの後期初任教育課程に備えての現場研修を実施しておるところでありま

す。 

 続いて，救急救命士の養成につきまして，昨年度北九州市にあります救急救命

九州研修所で研修した１名が３月に国家試験に合格し，４月に救急救命士として

の登録が完了しまして，５月29日より約１カ月間の病院実習を三次中央病院にお
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いて行っているところでございます。したがって，現在，救急救命士の有資格者

は48名で，現場へ配置しておる救急救命士は45名であります。今年度の救急救命

士の養成は２名の職員を計画し，９月から７カ月間，北九州市にあります救急救

命士九州研修所で研修予定でございます。 

 救急需要の増大と救急処置の高度化が叫ばれる中，住民の皆様の要望に応えら

れるよう救急業務の取り組みを図ってまいりたいと思います。 

 また，今年度から３年間の予定で，広島県防災航空隊へ１名の職員を派遣いた

しております。既に，１件の林野火災に出動したと聞いております。 

 次に，今後予定しております主な行事と訓練についてですけれど，７月19日に

岡山市で中国地区消防救助技術指導会が開催されます。中国地区大会に向けて，

各署所とも救助訓練を実施中でございます。 

 次に，９月２日には，広島県消防学校グラウンドにおきまして，広島県消防ポ

ンプ操法競技大会が開催されます。県内各地から選抜された消防団の小型ポンプ

操法大会の県大会となります。備北地区消防組合管内からは代表として，三次市

から三次方面隊の川地分団と三良坂方面隊が，庄原市からは庄原方面隊が出場さ

れます。 

 次に，10月１日，日曜日，午後２時から，広島県総合防災訓練が三次市十日市

町の親水公園を中心として開催されます。消防，警察，自衛隊などの防災関係機

関，消防団，自主防災組織，一般市民団体など多くの機関が参加され訓練が行わ

れます。 

 そのほか，各消防署，出張所管内においても，消防団，自主防災組織，地域の

皆さんと連携しまして，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ご

ざいます。 

 終わりに，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，住民の皆様の安心・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，御協力を賜りますようお願い申し上げまして，行政報告と
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させていただきます。本日はよろしくお願いします。 

○議長（杉原利明君） 行政報告について質疑がございますでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 質疑なしと認めます。 

 日程第５，議案第３号動産の買入れ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。 

 〔副管理者三次市副市長（高岡雅樹君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 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３

号動産の買入れについて御説明申し上げます。 

 本案は，庄原消防署高野出張所に配置しております消防ポンプ自動車が購入後

19年を経過し，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26日に３社で入札を執行しました結果，3,153万6,000円で株式会社吉

谷広島支店が落札し，仮契約を行いました。 

 よって，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お願い申し上げます。 

○議長（杉原利明君） ただいまの議案に対しまして質疑を行います。 

 〔８番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 新家議員。 

○８番（新家良和君） このたびの機種選定について質問したいと思うんです

が，昨年度の消防ポンプ自動車化学Ⅱ型，三次消防署に配置の約4,800万円のポ

ンプ車，さらには庄原消防署に配置された災害対応特殊消防ポンプ自動車約

3,000万円，いずれも三葉ポンプで契約ということでございましたが，このたび

のこのＣＤ－Ⅰという機種について，仕様面で昨年度購入，配置されたポンプ車

とどのようなところが違うのか，特徴的なところで結構ですからお教え願いたい

と思います。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 失礼します。先ほどの質問についてなんですけれ
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ど，仕様的には，昨年度ポンプ車を納車いたしておりますけれど，ＣＡＦＳ放水

ができる，泡を放射できるというところが入っております。 

 それと，昨年とおととし，三葉ポンプが落札しておりますけれど，今回の仕様

につきましてもメーカーを特定せず，仕様のみの仕様書設定をしておりますの

で，今回株式会社吉谷さんが入札で落札しておる状況でございます。 

 〔８番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 新家議員。 

○８番（新家良和君） 契約のやり方について特に問題にしとるわけでなく，今

年度購入される消防ポンプ車と，昨年度の購入された消防ポンプ車との仕様の違

いや特徴。昨年度も，たしか高速道路に対して今の泡放射ですか，その特徴があ

るから適しておるんだという説明も伺った記憶があるんですが，それと同等なも

のであれば同じ型式でもよかったんじゃないか。例えば，庄原に配置された消防

車とほぼ金額的にも同額でありますので，何か去年のものに比べて仕様面で特徴

的なことがあることで選定されたのかどうかお聞きしたいと思います。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 仕様面におきましては，ほとんど変わっておりませ

んけれど，中の資機材，これについてノズルとか空気呼吸器とか，若干変わった

部分はございます。 以上です。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑ございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 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（杉原利明君） 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〕 

○議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第３号動産の買入れについては原案のとおり可決しました。 
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 続いて，日程第６，議案第４号動産の買入れ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（杉原利明君） 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４

号動産の買入れについて御説明申し上げます。 

 本案は，平成23年８月に消防活動における指令システムとして整備した高機能

消防指令施設のうち，自動出動指定装置など９装置の中で耐用年数を迎えた機器

等を取得しようとするものであります。 

 去る５月25日に，１億4,040万円で日本電気株式会社中国支社と仮契約を行い

ました。 

 なお，契約の方法は，地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随意

契約であります。 

 よって，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お願い申し上げます。 

○議長（杉原利明君） ただいまの議案に対する質疑を行います。 

 質疑はございますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 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（杉原利明君） 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〕 

○議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第４号動産の買入れについては原案のとおり可決いたしました。 

 続いて，日程第７，議案第５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題といたします。 
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 本案は，政野太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，政野議員の退席を求めます。 

            （政野議員退室） 

○議長（杉原利明君） 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（杉原利明君） 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５

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，去る５月15日に備北地区消防組合議会議員選出の監査委員から辞表が

提出され現在空席となっているため，政野太議員を監査委員として選任すること

について，地方自治法第196条第１項の規定により，組合議会の同意を求めよう

とするものであります。よろしく御審議の上，御議決いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（杉原利明君） 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（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第５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。 

 政野議員，入場してください。 

            （政野議員自席へ） 

○議長（杉原利明君） 以上で本臨時会に提出された付議案件は終了いたしまし

た。 

 これにて平成29年備北地区消防組合議会臨時会を閉会いたします。 

 皆様，お疲れさまでした。 

            午前11時54分 閉会 

  地方自治法第123条第２項の規定により，ここに署名する。 
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