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平成３０年１２月２５日備北地区消防組合議会定例会を開会した。 

 

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。 

 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 久保井正司  総務課長 坂田 哲也  予防課長 石田 英二 

 警防課長 野崎 浩昭  通信指令課長 谷川 真澄  三次署長 湧田 勝則 

 庄原署長 山添 徳宏  東城署長 板倉 恒憲       田邊 宣昭 

      落合 裕子 

  以上１３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。 

 総務課経理係長 佐々木光昭   総務課庶務係長 中岡  紳 

 

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  会期の決定について 

第２  行政報告 

備北地区消防組
合 
会 計 管 理

備北地区消防組
合 
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第３ 議案第８号 
平成２９年度備北地区消防組合一般会計歳

入歳出決算認定について 

第４ 議案第９号 
平成３０年度備北地区消防組合一般会計補

正予算（第１号）（案）について 

第５ 議案第10号 
備北地区消防組合公平委員会委員の選任の

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（杉原利明君） 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。 

 本日の議会の出席議員数は16名であります。 

 なお，五島議員から遅参の連絡がありましたので，御報告申し上げます。 

 ただいまから平成30年12月備北地区消防組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議に入ります。 

 本日の会議録署名者を指名いたします。 

 会議規則86条の規定により，署名者は竹原議員及び岩山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，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。 

 本定例会の会期は，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。 

 それでは，次の日程に入ります前に，増田管理者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） 増田管理者。 

○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，備北地区消防組合定例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，年末，何かと御多用にもかかわらず御出席をいただき，厚く御礼

を申し上げます。 

 また，当組合の運営につきましては，議員各位の御理解と御協力により順調に

業務を推進できておりますことに感謝を申し上げますとともに，引き続き当組合

の発展になお一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて，今年一年を顧みますと，本年７月の集中豪雨の影響により西日本を中心
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に多くの地域で河川の氾濫や浸水害，土砂災害が発生し，死者数が200人を超え

る甚大な災害となりました。当管内では死者を伴う大きな被害をもたらす災害は

なかったものの，広島県内においては広島市，安芸郡坂町，熊野町など沿岸部に

おきまして土砂崩れや浸水による被害が相次ぎ，多くの尊い命が奪われるととも

に，いまだ行方不明の方もいらっしゃいます。また，東広島市では東広島署警部

補が災害対応応召の中途，土砂崩れに遭われ殉職されました。 

 改めて，尊い命を亡くされました方々の御冥福をお祈り申し上げます。また，

被災された方々には心からお見舞い申し上げ，一日も早い復旧，復興をお祈りい

たす次第でございます。 

 この豪雨災害に対しまして，備北地区消防組合では７月９日から31日までの

22日間，安芸郡坂町小屋浦地区に応援隊を延べ154名派遣し，重機及び手掘りで

の瓦れき撤去を行いながら行方不明者の捜索活動を実施したところでございま

す。 

 また，多くの地震が発生した１年でもあり，震度７を観測し，９月６日に発生

しました北海道胆振東部地震など，大阪北部の地震もございます。など，震度５

以上の地震が多く発生し，尊い命が奪われたとともに，多くの家屋が全半壊し，

甚大な被害をもたらしてまいりました。 

 さらに，当管内では12月８日に三次市甲奴町で発生した建物火災により，不幸

にも高齢者２名の方が亡くなられております。 

 尊い命を亡くされました方々の御冥福をお祈りいたしますとともに，改めて住

民の生命，身体及び財産を守るための消防防災体制の強化を図る必要性を再認識

いたしているところでございます。 

 近年の災害形態は多様化，大規模化しており，特に自然災害においては今まで

の常識を覆す気象状況から災害が多発しております。また，地震など，いつどこ

で発生するのか予想しがたい状況であり，広域的な応援体制，受援体制の構築が

必要であるとともに，消防需要を考慮した消防業務の展開が求められておりま

す。 

 こうした中，当組合といたしましては，広島県内各市町及び各消防本部と締結

した広島県内広域消防相互応援協定により災害時における応援・受援体制の推進

を図るとともに，地域住民の安全確保のため資機材の充実や各種訓練にも積極的
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に取り組むなど，消防防災体制の強化に努めております。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，この後消防長から説明をさせていただ

きます。 

 最後になりましたが，今後も住民の皆様の負託に応えるため，さらなる連携と

強化を図るとともに，社会情勢や地域住民のニーズを的確に捉えた消防行政を積

極的に展開し，災害に強い安全なまちづくりを推進してまいる所存であります。 

 本日，平成29年度決算認定及び平成30年度の補正予算の議案など議案３件を提

案することとしておりますので，よろしく御審議の上，御議決いただきますよう

にお願いを申し上げます。 

 また，新しい年が間もなくやって来ます。平成も最後の年を迎えるわけでござ

いますが，皆さん方の幸多い年でありますよう，また御活躍を心から御祈念申し

上げまして，私の方からの冒頭の挨拶に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） 日程第２，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（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。皆さん，おはようございます。よろし

くお願いします。 

 お許しをいただきましたので，お手元にお配りしております行政報告資料に基

づいて御報告をさせていただきます。 

 それでは，１ページからの資料１の平成30年度主要事業の状況から御報告申し

上げます。 

 まず，職員研修に関する事項につきましては，消防職員としての高度な知識，

技能を習得させるとともに，指導者，指揮者としての資質の向上を図ることを目

的に消防大学校及び広島県消防学校に延べ35名を入校，またこれから入校させて

研修を行います。 

 また，救急救命士の養成につきましては，北九州市にございます救急救命九州

研修所におきまして１名が指導救命士養成研修を修了し，現在３名の職員が救急

救命士養成課程に入所し，来年３月に実施されます国家試験の合格を目指し研修
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中であります。 

 次に，兵庫県のはりま交通研修センターで，火災，救急等の出動時の緊急走行

に対する緊急車両運転者特別研修を受講させております。 

 また，一昨年４月から機関員認定制度の施行とマニュアル車の運転技術向上の

ため，三次，庄原，東城の自動車学校などを借り上げ，講習と研修を行っており

ます。 

 次に，(5)その他の研修として，若手職員の育成，組織の底上げを目的としま

して，警防，予防，救急，救助全ての分野において実施または実施予定としてお

ります。職員の中でも若手職員が積極的に参加してくれており，これらの研修を

通じて人材育成，若手職員の育成が図られ，組織力を高めることができているも

のと確信しているところでございます。 

 次に，３ページ，消防車両，施設等整備についてでございます。 

 まず，車両の更新につきましては，本年５月28日の組合議会臨時会において御

議決いただきました三次消防署及び三次消防署作木出張所の消防ポンプ自動車に

つきましては，それぞれ９月12日と９月20日に配備しております。 

 なお，三次消防署の消防ポンプ自動車につきましては，緊急消防援助隊の消火

部隊に登録することで緊急消防援助隊設備整備費補助金1,026万1,000円の国庫補

助金を利用できることとなり，この後上程させていただきます平成30年度補正予

算（第１号）（案）におきまして補正をさせていただいておりますので，よろし

くお願いいたします。 

 また，議決案件ではございませんでしたが，三次消防署口和出張所の高規格救

急自動車につきましては，６月11日に車本体，資機材に分け指名競争入札を行

い，車本体につきましては税込み1,748万5,200円にて広島トヨタ自動車株式会社

三次店様が落札，資機材につきましては税込み1,123万2,000円にて日本船舶薬品

株式会社広島営業所様が落札いたし，本体，資機材とも10月24日に納入され，即

日出張所に配備させていただきました。 

 次に，救急隊用ＡＥＤについてですが，現在３消防署７出張所の高規格救急自

動車13台にＡＥＤを１台ずつ積載しておりますが，そのうち８台の機種は平成

21年７月に製造終了となり，さらには消耗品の供給，アフターサポートにつきま

しても本年12月31日をもって終了するということで，該当しますＡＥＤ８台を更
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新するため，７月26日に４社による指名競争入札を行い，税込み961万2,000円で

日本船舶薬品株式会社広島営業所様が落札し，12月13日に納入され，即日各救急

車に積載をしております。 

 次に，施設の整備でございます。 

 まず，三次消防署甲奴出張所の庁舎建設整備事業についてでございます。 

 御承知のとおり，県道吉舎油木線の道路改良事業により現在の場所から三次市

役所甲奴支所西隣に移転することとなり，建設工事につきましては５月25日に４

社が応札され執行いたしました一般競争入札により株式会社加藤組様が税込み

9,687万6,000円で落札され，５月30日付で契約を締結させていただきました。

12月18日，竣工検査を無事に済ませ，完成図書等を受け取った後に引き渡しを受

ける予定でございます。 

 これからは，５月の臨時議会で御議決いただきました甲奴出張所無線基地局の

財産の買い入れで無線装置の設置，調整，また消防指令施設の移設等を行い，２

月１日から新庁舎での業務を開始する予定でございます。 

 なお，甲奴出張所新庁舎建設整備事業では，広島県からの移転補償金9,916万

5,616円を充てることとしております。 

 また，竣工式につきましては１月28日月曜日10時から開催させていただく予定

で，組合議員の皆様方には先日御案内文を送付させていただいたところでありま

す。 

 次に，３ページ下段の職場環境の整備につきましては，東城消防署警備室の空

調設備が壊れたことによる更新，高野出張所庁舎ガラスを結露対策として二重に

する改修工事，さらに検診車によります職員の健康診断業務を実施いたしており

ます。 

 次に，４ページの11月30日現在の主要行事等につきましては，例年実施してお

ります消防技術大会は７月の豪雨災害により十日市親水公園が荒れてしまい，訓

練場の確保ができなくなり，やむなく中止をさせていただき，それぞれの所属で

訓練を増やし，職員の消防技術の向上を図ったところであります。 

 次に，平成30年度防火管理講習会及び再講習についてでございます。 

 今年度につきましては，日本防火・防災協会主催の甲種防火管理者資格取得の

新規講習につきましては当組合から講師を派遣し，86名の方に対し講習を行い，
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さらに再講習におきましては14名の方に対し講習を行ったところであります。 

 また，住民の皆様に対する応急手当ての普及啓発活動として，普通救命講習救

急教室等延べ217回，5,545名の方に対し心肺蘇生法ＡＥＤの使用方法の講習を行

っております。 

 そして，(4)の他の団体との合同想定訓練でありますが，７ページ中段まで，

消防団，住民の方や他の機関などと地域防災訓練，火災想定訓練，危険物施設火

災，救助救急を想定した合同想定訓練を合わせて60回実施し，延べ5,789名の参

加をいただいております。引き続き，自主防災組織及び消防団，また他の機関と

の合同訓練につきましては積極的に実施してまいる所存であります。 

 そのほか，７ページ(5)に記載いたしております緊急消防援助隊中四国ブロッ

ク合同訓練ですが，10月20，21日の両日，愛媛県宇和島市で行われる予定でござ

いましたが，７月の豪雨災害の影響により中止となっております。 

 ８ページから９ページまでは，本年１月１日から12月16日現在の火災，救急，

救助の出動状況，消防防災ヘリコプター及びドクターヘリの活用状況，高速道路

への出動状況でございます。 

 １の火災発生状況につきましては，12月16日現在，管内で81件発生しており，

前年同期に比べ26件も大幅に増加いたしております。これは，春先に晴れた日が

続いたことで林野火災，その他の火災が大幅に増加したことによるものです。 

 火災による死者，負傷者は，死者４名，負傷者５名で，前年同期に比べ死者３

名増加，負傷者５名減少となっておりますが，残念ながら亡くなられた４名の方

の内訳は，建物火災で３名，林野火災で１名で，これはいずれも逃げ遅れによる

ものと考えられます。 

 負傷者の方につきましては５名でありますが，建物火災で１名，林野，その他

の火災で４名と，ほとんどの方が初期消火中に負傷されておられます。 

 引き続き，火災予防広報，住宅防火訪問などを通して，なお一層の火災予防啓

発に努める所存でございます。 

 ２の救急出場状況につきましては，12月16日現在4,178件で，昨年同時期に比

べ110件増加いたしております。これは，今年の夏の猛暑により熱中症患者が増

えたことも増加の一因と考えられます。 

 御参考までに，表中には記載いたしておりませんが，熱中症に関係する出動は
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昨年71件に対しまして，本年は121件と40件も増加いたしております。 

 次に，９ページは救助出動の状況，ヘリコプターの活用状況，中国自動車道，

尾道松江道への出場状況でございます。 

 救助出動につきましては，72件の出動で，42件活動し，66名を救助，20名を医

療機関へ搬送しております。昨年同時期に比較いたしまして，出動件数で24件，

救助人員で36名と大幅に増加いたしておりますが，これは７月の豪雨災害時，浸

水地区から逃げ遅れた住民の方々をゴムボートにより救助した件数が含まれてい

るためです。 

 次に，消防防災ヘリコプターの活用状況は，林野火災による要請が３件，救急

搬送７件，訓練で11件，その他２回の計23回活用をしております。 

 また，ドクターヘリの活用状況では，要請件数34件で，活用件数は27件であり

ます。 

 なお，病院間での転院搬送の施設間搬送は１件となっている状況でございま

す。 

 続いて，中国自動車道での救急出動は12件出場し，15名のけが人を医療機関に

搬送いたし，また尾道松江線では22件出場し，13名を医療機関に搬送いたしてお

ります。 

 ここで，７月に発生いたしました豪雨災害に関連し，当組合の活動状況につい

て御報告させていただきます。 

 お手元に資料Ａ４判１枚を配付させていただいておると思いますが，これに基

づき説明をさせていただきます。 

 まず，備北消防管内での活動状況でございます。 

 本年７月６日から８日にかけて発生しました豪雨災害では，当消防組合では６

日16時に消防本部に災害対策本部を設置し，情報収集及び出動に備えての準備等

を行いました。 

 降雨量，雨雲レーダー等で備北地区に相当量の降雨があり，災害が発生する可

能性が非常に大きいと判断しまして，18時15分署所職員の全員招集をかけており

ます。 

 また，19時40分には広島県に大雨特別警報が発令され，備北消防管内でも道路

の冠水，土砂崩れ，浸水等の119番通報が殺到し始め，救助，水防活動等，全職
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員で対応したところであります。 

 参考までに，７月６日，７日に受信いたしました119番通報は，６日が104件，

７日が46件でありました。 

 活動状況につきましては，延べ69隊221名の職員で27件救助出動，さらには

15件の広報，水防等の出動をしております。救助した人員につきましては39名

で，そのほとんどが浸水地域からの逃げ遅れ者のゴムボートによる救出でござい

ます。 

 また，豪雨災害発生後の８日深夜には広島市から広島県を通し，広島県内広域

消防相互応援協定に基づき応援要請がございまして，明けて９日３時56分に当組

合から救助隊，後方支援隊の２隊７名が安芸郡坂町小屋浦地区の被災地に向け出

動し，７月31日まで延べ22日間，44隊154名の職員を派遣し，救助，人命捜索活

動を行っております。 

 以上で豪雨災害関連の報告は終わらせていただきます。 

 また，昨年12月組合議会定例会におきまして，ドローンの活用についていろい

ろと検証を行わせていただき，住民の皆さんに対し安心・安全な暮らしを守るた

めのツールであればドローンの業者と協定を結ぶ方向で考えていると答弁させて

いただいたところでありますが，その後業者様の御協力等をいただき，雪山での

捜索，林野火災の想定訓練，防災訓練，水難訓練現場における捜索等々検証させ

ていただき，上空からの現場状況の確認，捜索には非常に有効なツールであると

いう結論に至り，近々にドローン所有の業者様と非常時における協定を締結させ

ていただくよう事務処理を進めておるところでございます。 

 さらには，西日本豪雨災害や北海道胆振東部地震のように広い範囲で発生して

いる自然災害に対しては，上空から速やかな情報収集ができるという利点から，

日本全国の消防本部ではドローンを単独で整備し，有事の際に活用するといった

流れになってきておるのが現状でございます。 

 備北消防といたしましても，ドローンの導入に対し予算化し，業者様との協定

とあわせて活用していきたいと考えているところでございます。 

 続いて，行政報告に戻らせていただきます。 

 10ページの資料３は，救急業務の高度化についてであります。 

 現在，当組合では46名の職員が救急救命士の資格を有しており，そのうち44名
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の救急救命士を３消防署７出張所に配置しており，第一線での救急活動に携わっ

ております。 

 メディカルコントロール協議会の運営状況は，救急救命士を中心に症例検討会

や事後検証により技術の向上を図っているところでございます。 

 また，救急救命士による気管挿管，薬剤投与など救命処置によりそれぞれ１名

の方の心拍が再開し，除細動，いわゆるＡＥＤによる電気ショック関係の救命処

置では２名の方が心拍再開しております。 

 そして，応急手当てとＡＥＤの使用方法を含めた救命講習会を221回，5,589人

の住民の皆さんに対し講習を行っております。 

 次に，11ページからの資料４は，平成30年４月１日から11月30日までの火災予

防活動でございます。 

 11ページから12ページ中段は，火災予防啓発活動について記載させていただい

ております。各種行事，広報媒体などを中心に，年間を通して火災予防の高揚を

図っているところでございます。 

 立入検査の実施につきましては，年間査察計画により防火対象物，危険物，高

圧ガス施設，火薬類施設等について実施いたしております。 

 また，住宅防火訪問では，ひとり暮らし高齢者住宅を初め，一般住宅を訪問し

て火災予防を訴えております。 

 次に，12ページ中段から15ページまでは，平成30年秋季全国火災予防運動の実

施結果をまとめたものでございます。 

 記載のとおり，関係機関と連携した消防訓練，防火パレード，住宅防火訪問，

各種広報等により火災予防を訴えたところでございます。 

 しかしながら，残念なことに今月８日には甲奴町におきまして高齢の男女２名

の方がお亡くなりになられた建物火災が発生いたしております。当組合としまし

ては，住宅防火訪問，特に高齢者世帯，ひとり暮らし高齢者宅の住宅防火訪問に

力を入れて，高齢者世帯からの火災の未然防止に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして，16ページからの資料５は，通信指令センターの運用状況でござい

ます。 

 119番通報の受信状況につきましては，第１表のとおり今年１月からの11月
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30日までの受信件数は6,215件で，昨年同時期と比較しますと504件増加いたして

おります。 

 表２は，携帯電話からの119番の受信状況であります。携帯電話からの119番通

報は1,998件で，昨年同時期に比べて184件増加しております。 

 また，16ページ下段から17ページは緊急通報システム，福祉ファクシミリ，メ

ール119システムの運用状況を掲載しております。緊急通報システムの受信で

は，救急94件を受信し，出動いたしております。福祉ファクシミリとメール

119システムでの受信はございません。 

 これから寒さが厳しくなり，火を使用する機会が非常に増え，建物火災が発生

するおそれが懸念されます。職員には，活動時の安全管理の徹底，出動に備えて

常に緊張感を持った勤務を指示いたしております。 

 引き続き皆様方の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げ，行政報告と

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か。 

 質疑ある方は発言を願います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 質疑なしと認めます。 

 続いて，日程第３，議案第８号平成29年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 ただいま議題となっております議案第８号は，例年に倣い本定例会で審議いた

します。 

 ここで監査委員であります政野太議員には一旦退席を願います。 

 この際，しばらく休憩いたします。 

            午前10時29分 休憩 

            （政野議員退席，監査委員席の設置） 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（政野太君），

備北地区消防組合会計管理者（落合裕子君）入場し

着席） 

            午前10時31分 再開 

○議長（杉原利明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 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８

号平成29年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算認定について御説明申し上

げます。 

 本会計の決算額は，歳入20億7,042万4,490円，歳出20億5,597万5,152円で，歳

入歳出差し引き残額は1,444万9,338円となり，翌年度へ繰り越しをいたしまし

た。 

 それでは，決算書２ページの歳入から御説明申し上げます。 

 款１分担金及び負担金は，両市分担金19億4,930万3,000円，西日本高速道路株

式会社からの救急業務支弁金による負担金1,159万880円と合わせて19億6,089万

3,880円で，歳入全体の94.7％であります。 

 款２使用料及び手数料は235万3,450円で，前年度決算と比べ12.4％の増となり

ました。 

 款４県支出金は853万7,938円で，前年度決算と比べ3.5％の増となりました。 

 款５財産収入は165万3,335円で，前年度決算と比べ22.8％の減となりました。 

 款６繰越金は1,761万1,238円で，前年度決算と比べ21.1％の減となりました。 

 款７諸収入は937万4,649円で，前年度決算と比べ893.6％の増となりました。

諸収入の主なものは，広島県防災ヘリコプター運航調整交付金，広島県防災航空

隊派遣職員負担金，消防広域応援交付金などであります。 

 款９繰入金は，職員退職手当基金7,000万円で，前年度決算と比べ141.4％の増

となりました。 

 次に，６ページの歳出について御説明申し上げます。 

 款１議会費は，議員報酬など75万8,673円で，前年度決算と比べ9.1％の減とな

りました。 

 款２総務費は５億6,321万3,994円で，前年度決算と比べ4.5％の増でありま

す。この主な原因は，退職手当の増加に伴うものであります。 

 款３消防費は14億7,522万8,758円で，前年度決算と比べ9.1％の増でありま

す。この主な原因は，需用費及び消防施設費の委託料の増などであります。 
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 款４公債費は1,677万3,727円を執行しており，最後に款５予備費については執

行はありませんでした。 

 以上，よろしく御審議の上，御認定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉原利明君） それでは，決算の詳細内容について説明を願います。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 坂田総務課長。 

○総務課長（坂田哲也君） 失礼いたします。お許しをいただきましたので，平

成29年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算の内容について御説明申し上げ

ます。 

 まず，歳入から御説明いたします。 

 決算書12ページを御覧ください。 

 款１分担金及び負担金の収入済額は19億6,089万3,880円で，前年度決算と比べ

１億1,001万9,505円の増であります。このうち項１分担金，構成市からの分担金

の収入済額は19億4,930万3,000円で，歳入総額の94.1％に当たります。 

 項２負担金の収入済額は1,159万880円であります。この負担金は，救急業務支

弁金であります。 

 款２使用料及び手数料の収入済額は235万3,450円であります。主なものは，危

険物製造所等許可手数料であります。 

 款４県支出金の収入済額は853万7,938円であります。これは，広島県消防学校

に派遣していた職員１名に対する県負担金であります。 

 款５財産収入の収入済額は165万3,335円で，これは職員退職手当基金の運用利

子であります。 

 款６繰越金の収入済額1,761万1,238円は，前年度からの繰越金であります。 

 款７諸収入の収入済額は937万4,649円であります。 

 14ページを御覧ください。 

 諸収入の主なものは，備考欄の広島県防災航空隊派遣職員負担金及び平成29年

７月九州北部豪雨災害派遣に対する消防広域応援交付金であります。 

 款９繰入金の収入済額7,000万円は，職員退職手当基金からの繰入金で，退職

者の増によりまして前年度より4,100万円の増となっております。 

 以上，歳入合計額は，予算現額20億7,023万1,000円に対し，収入済額は20億
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7,042万4,490円であります。 

 続きまして，歳出について御説明いたします。 

 16ページを御覧ください。 

 款１議会費は，支出済額75万8,673円であります。 

 款２総務費の支出済額は５億6,321万3,994円で，不用額は401万6,006円であり

ます。 

 款２総務費のうち，項１総務管理費，目１一般管理費の支出済額は５億

6,308万4,509円であります。 

 支出の主なものを御説明いたします。 

 節２給料，節３職員手当等，節４共済費は，本部職員33名に対する職員人件費

であります。節９旅費171万2,241円は，実践的消火訓練など各種訓練や会議等へ

出席する旅費などであります。節11需用費1,136万1,961円の主なものについて，

19ページの備考欄を御覧ください。下から３項目めになりますが，消耗品費，燃

料費，21ページの備考欄の上段を御覧ください。光熱水費，修繕料などでありま

す。 

 16ページに戻っていただきまして，節12役務費680万8,173円の主なものは，

21ページの備考欄を御覧ください。上から４項目めになりますが，通信運搬費，

自動車損害保険料，医師・救急救命士賠償責任保険などのその他保険料でありま

す。 

 16ページに戻っていただきまして，節13委託料4,826万6,973円の主なものは，

21ページの備考欄を御覧ください。上から９項目めの業務委託料（物件費）

888万7,376円で，主なものは情報端末機器設定業務，職員健康診断業務などであ

ります。次の施設機器等管理委託料3,937万9,597円の主なものは，消防救急デジ

タル無線設備保守点検業務，高機能消防指令施設保守点検業務などであります。 

 16ページに戻っていただきまして，節14使用料及び賃借料1,705万1,762円の主

なものは，21ページの備考欄を御覧ください。中段の事務機器等借上料，その他

の使用料及び賃借料で，発信位置情報通知システム使用料，デジタルアクセス

64回線使用料などであります。 

 16ページに戻っていただきまして，節18備品購入費171万509円は，本部職員の

被服等貸与品などであります。節19負担金補助及び交付金1,041万3,103円の主な
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ものは，職員の短期人間ドック負担金，財務・人事給与システム運用支援業務な

どであります。 

 次に，18ページを御覧ください。 

 節25積立金4,016万7,335円は職員退職手当基金の積立金で，両市の消防費に係

る基準財政需要額の２％相当分3,851万4,000円及びこの基金に係る運用利子

165万3,335円であります。 

 次に，22ページを御覧ください。 

 項２目１監査委員費は，支出済額12万9,485円であります。支出の主なもの

は，例月出納検査に伴う委員報酬などであります。 

 16ページに戻っていただきまして，款２総務費の不用額の主なものは職員手当

等，需用費で，職員手当等は扶養手当，休日勤務及び夜間勤務の実績によるもの

であります。需用費は，修繕料の実績が見込みを下回ったことによるものであり

ます。 

 次に，22ページを御覧ください。 

 款３消防費の支出済額は14億7,522万8,758円で，昨年度決算と比べ１億

2,365万5,714円の増で，不用額は908万7,242円であります。 

 項１目１消防費の支出済額は13億2,981万9,670円で，不用額は882万3,330円で

あります。 

 この目１消防費につきましては，３消防署及び７出張所に関する経費で，その

主なものについて御説明いたします。 

 節２給料，節３職員手当等，節４共済費については，３消防署及び７出張所に

勤務する職員176名分の職員人件費であります。節９旅費383万9,484円は，教育

研修や各種会議への出席，管外への救急転院搬送に要したものであります。節

11需用費8,049万4,670円の支出の主なものは，消防車両等維持物品，救急用品，

各種事務用品などの消耗品費，消防車両等の燃料代などの燃料費，庁舎の電気料

などの光熱水費，消防車両等の車検及び整備・点検，消防救急資機材等の修繕な

どの修繕料であります。節12役務費383万1,242円の支出は，空気・酸素ボンベの

検査料，救急毛布等のクリーニング代の手数料などであります。節13委託料80万

2,128円の主なものは，庄原消防署のはしご車通常保守点検，各出張所の浄化槽

保守点検管理委託料などであります。節14使用料及び賃借料201万9,906円は，職
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員の寝具の借上料などであります。節18備品購入費5,069万9,469円の主なもの

は，三次消防署配備の指揮広報車及び庄原消防署高野出張所配備の消防ポンプ自

動車，職員への被服等貸与品などであります。節19負担金補助及び交付金674万

209円の主なものは，初任教育，救急救命士養成課程入校などの負担金でありま

す。 

 続きまして，30ページを御覧ください。 

 下段の目２消防施設費の支出済額は１億4,540万9,088円であります。この消防

施設費のうち，節11需用費110万7,000円の主なものは，三次消防署作木出張所庁

舎南側舗装等の修繕であります。節13委託料１億4,248万4,400円の主なものは，

高機能消防指令施設中間更新業務委託料１億4,040万円であります。節15工事請

負費181万7,688円の主なものは，庄原消防署警備室の空調設備工事であります。 

 22ページに戻っていただきまして，消防費の不用額の主なものは職員手当等，

需用費で，職員手当等は時間外災害時対応，休日勤務及び夜間勤務の実績による

ものであります。需用費は，各消防署の修繕料，燃料費及び消耗品費の実績が見

込みを下回ったためであります。 

 次に，32ページを御覧ください。 

 款４公債費でありますが，支出済額は1,677万3,727円であります。このうち目

１元金は，平成７年度から平成26年度までの間に整備した庁舎や設備などの長期

債償還元金であります。 

 次の目２利子は，長期債に係る償還利子であります。 

 最後になりましたが，款５予備費の執行はありませんでした。 

 以上，歳出合計額は予算現額20億7,023万1,000円に対し，支出済額20億

5,597万5,152円であります。 

 以上で平成29年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算についての説明を終

わります。よろしく御審議の上，御認定いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（杉原利明君） 続きまして，田邊監査委員から監査報告を願います。 

 〔監査委員（田邊宣昭君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 田邊監査委員。 



- 18 - 

○監査委員（田邊宣昭君） 皆さん，おはようございます。代表監査委員の田邊

でございます。よろしくお願いします。 

 議員の皆様方におかれましては，平素より消防行政に対しまして大変な御尽力

を賜り，この席を御借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 また，さきの西日本を襲った豪雨におきまして多くの尊い命が失われたわけで

ございますが，改めてお亡くなりになられた皆様に謹んでお悔やみを申し上げま

すとともに，被災されました皆様方にお見舞いを申し上げます。 

 備北地区消防組合におかれましても，酷暑の中，被災地で懸命に応援活動をさ

れましたことに対しまして敬意と感謝の意を表する次第でございます。 

 さて，お許しをいただきましたので，監査委員を代表して平成29年度備北地区

消防組合の決算審査の結果について御報告申し上げます。 

 このたび，審査に付されました平成29年度備北地区消防組合一般会計の決算並

びに附属資料について政野監査委員とともに慎重に審査いたしました結果，各提

出書類はいずれも法令に準拠して作成されており，その計数は正確でありまし

た。 

 また，予算の執行におきましても，予算議決の趣旨に沿い，適正に執行されて

いることを認めました。 

 それでは，審査の概要について報告申し上げます。 

 まず，当年度の決算の状況でありますが，先ほど来報告されておりますように

歳入歳出予算額20億7,023万1,000円に対しまして，決算額は歳入総額が20億

7,042万4,490円であります。 

 一方，歳出総額は20億5,597万5,152円で，予算額に対する執行率は99.3％であ

ります。歳入歳出差し引き残額1,444万9,338円を翌年度へ繰り越す決算となって

おります。 

 決算額を前年度と比較しますと，歳入は１億4,452万6,940円，歳出は１億

4,768万8,840円，いずれも増加しております。 

 計数の詳細につきましては，意見書にまとめておりますので，省略させていた

だきます。 

 施設整備につきましては，当年度は消防ポンプ自動車１台が更新されたほか，

消防はしご自動車の分解整備などを実施されております。 
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 また，高機能消防指令施設の中間更新をされるなど，消防活動等の効率化と充

実強化を図られております。 

 今後も事業の執行に当たりましては，内容を十分に精査され，合理化と効率化

を進め，引き続き健全な財政運営に努めていただきたいと思います。 

 ここ中山間地域におきましては，活動範囲も極めて広大であり，高齢者世帯の

増加などにより，求められる消防業務も複雑化しております。加えて，近年，全

国各地で想像を遥かに超える大規模な豪雨や地震などの自然災害が頻発してお

り，消防行政の果たす役割が重要となってきております。災害が発生した場合，

住民への被害や混乱を最小限にとどめるためにも，これまでの災害発生時におけ

る活動内容を十分検証されまして，住民自らが効果的な自主防災活動を行えるよ

う防災知識の普及啓発活動に努めていただきたいと思います。 

 また，迅速で的確な消防業務が行えるよう関係機関と密接な連携を図られ，引

き続き住民が安心して暮らせるよう職務に取り組まれるよう望むものでございま

す。 

 終わりになりましたが，管理者，消防長，関係者の皆様方の不断の御努力に対

しまして敬意を表しまして，簡単な監査報告でございますが，平成29年度備北地

区消防組合の決算審査の御報告とさせていただきます。 

○議長（杉原利明君） それでは，本議案に対する質疑を行います。 

 質疑のある方の発言を求めます。 

 〔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） ２点ほどお聞きをいたしますが，最初に歳入のところで

繰入金の7,000万円の理由について，退職金の方が4,100万円あったということを

伺ったと思うんですけれど，退職金の方の4,100万円に対して7,000万円の繰り入

れを行ったその理由についてお伺いしたいと思います。 

 もう一点，主要施策の成果に関する説明書のところで１点伺いたいんですが，

４ページのところの予防査察実施状況の表の中で，査察を実施した件数が

2,966件で，実施率72.1％とございますが，未実施の対象についてどのようにこ

れから取り組まれていくのか，また取り組まれとるのかということと，指導件数

が884件，そのうち改修件数が298件とございますけれども，この内容に関してど
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のような指導を行われたのかということと，未改修の件数が586件残っておりま

すけども，それらの対応についてはどのようになさるのか。 

 以上２点，お願いいたしたいと思います。 

○議長（杉原利明君） 答弁をお願いいたします。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 坂田総務課長。 

○総務課長（坂田哲也君） 新家議員の御質問にお答えいたします。 

 繰入金が7,000万円，前年度に比べて4,100万円増えた理由でございますが，

28年度の退職者は６名でございました。29年度９名，３名ほど増えましたので，

その分退職手当の支払い額が増額となりました。 

 備北地区消防組合は，退職手当総支給額のおおむね１億円を超えた部分を基金

の方から繰り入れをさせていただくようにしております。今回，29年度におきま

しては１億7,000万円余りの退職金を支給しましたので，7,000万円を繰り入れさ

せていただいたというのが増額の理由でございます。 

 以上です。 

 〔予防課長（石田英二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 石田予防課長。 

○予防課長（石田英二君） ２点目の御質問でございます。 

 実施率でございますけども，立入検査につきましては特定対象物は年に１回実

施すること，そして非特定対象物につきましては３年に一度実施することとして

おります。 

 特定対象物と申しますのは，旅館，店舗，飲食店，病院，福祉施設等，不特定

多数の方が利用される建物です。非特定対象物とは，事務所，倉庫等の建物をい

っております。 

 それゆえに，特定対象物につきましては98％の実施率で29年度は実施しており

ます。そして，非特定対象物につきましては３年に一度ですが，67.3％の実施率

で実施いたしております。 

 署あるいは出張所におきましても，件数の比例でいいますと非特定防火対象物

の件数がかなり占めておりますので，100％にはならないという表になっており

ます。 
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 次に，指導件数ですけども，確かに884件ということで指導したものはかなり

あります。そして，そのうち改修件数につきましては298件で，改修率が約34％

ということでよく承知はしておるんですけども，これにつきましては文書で提出

されて，明らかに改修であったと確認されたものを改修件数として計上しており

ます。それゆえに，文書で提出されていない，もしかしたらその中で改修されて

いるかもしれませんけども，そういったものは除いておりますので，少し低い数

字になっております。 

 しかしながら，御指摘のとおり本対象につきましては特定対象物については年

に１回実施して，継続的に不備事項の改修を求めておるところであります。 

 以上です。 

 〔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） 最初に，基金の考え方について確認をさせていただきた

いと思うんですが，一応このたび基金からの繰入金7,000万円をされて，それか

ら基金の積み立て，それから利子も基金に繰り入れ，これをされて，37ページの

表にありますように決算年度末で約3,000万円減額になっていって，年度末の基

金残高が４億5,500万円ということになっていますけれども，ここ数年，基金は

昨年度と一昨年度，あるいは５年間ぐらいでもいいですけども，基金の残高がど

ういうトレンドでいってるのか。減少傾向にあるのか，横ばいなのか，残高が増

えているし。前年度で見たら約3,000万円減少しておりますけども，基金として

どれくらい残高を持っておれば将来の退職も含めていろいろな対応ができるの

か。その辺の基本的な考え方があればお聞きをしたいと思います。 

 〔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） 失礼します。退職手当基金の保持状況をいいます

と，現在，高齢退職，大量退職に伴ってここ数年，若干もう少し人数が増えると

ころでありますが，将来的には，一旦納まると。退職人数が減るということにな

るんですけれど，それを見越して基金のほうの運用，残高を考えております。 

○８番（新家良和君） ここ最近の。 

○消防長（久保井正司君） ここ最近の総額は減少傾向にございます。 
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○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。 

 続いて，討論を行います。 

 討論願います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 討論なしと認めます。 

 田邊監査委員，政野監査委員，落合会計管理者，ありがとうございました。退

席を願います。 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（政野太君），

備北地区消防組合会計管理者（落合裕子君）退席） 

○議長（杉原利明君） お諮りいたします。 

 平成29年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算認定について認定すること

に御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉原利明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第８号平成29年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算認定に

ついては認定することに決しました。 

 それでは，政野議員の入場をお願いいたします。 

            （政野議員自席へ） 

○議長（杉原利明君） 続いて，日程第４，議案第９号平成30年度備北地区消防

組合一般会計補正予算（第１号）（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９

号平成30年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第１号）（案）について御説

明申し上げます。 

 今回の補正は，歳入歳出予算の補正であります。 

 第１条，歳入歳出予算の補正につきましては，歳入歳出予算の総額から歳入歳
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出それぞれ822万5,000円を減額し，歳入歳出それぞれ22億1,964万円にしようと

するものであります。 

 初めに，歳出について御説明申し上げます。 

 12ページをお開きください。 

 款２総務費の職員人件費は，給与改定及び人事異動等による増減，共済費の減

により78万5,000円を減額。一般管理経費は，職員退職手当基金の運用益の増に

より積立金を13万5,000円増額。 

 款３消防費，目１消防費の本部管理経費（職員人件費）は，総務費と同じく給

与改定及び人事異動等による増減，共済費の減により757万5,000円を減額しよう

とするものであります。 

 次に，歳入について御説明申し上げます。 

 10ページをお開きください。 

 款１分担金及び負担金の分担金は，歳出の減額，歳入の国庫支出金及び繰越金

などの増額により，三次市分及び庄原市分，合わせて5,575万1,000円の減額，負

担金は救急業務支弁金額の確定により351万7,000円の増額。 

 款３国庫支出金は，本年度三次消防署に配備した災害対応特殊消防ポンプ自動

車の緊急消防援助隊設備整備費補助金が決定したため1,026万1,000円を追加。 

 款５財産収入は，職員退職手当基金の運用益の増額により13万5,000円を増

額。 

 款６繰越金は，前年度繰越金の確定により1,444万8,000円の増額。 

 款７諸収入は，三次消防署甲奴出張所庁舎移転補償金の確定に伴い，1,916万

5,000円を増額しようとするものであります。 

 以上，よろしく御審議の上，御可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） 質疑を行います。 

 質疑のある方の発言を求めます。 

 〔２番 田部道男君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 田部議員。 

○２番（田部道男君） ちょっと不見識で先ほど決算のときに聞きそびれた面も

あるんですが，歳入の財産収入が13万5,000円増額になって215万5,000円です

か，というような数字になってるんですが，昨年の決算の流れの中では当初
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280万円ぐらいだったのが減額になって，さらに実質収入は165万3,335円という

ような数字になっていたと思うんですが，これは運用を工夫されてこういうこと

になっているかと思うんですが，何かの理由があってか，社会情勢の中でなかな

かこういう数字になるのは理解できるんですが，有価証券の償却が大分あったの

か。それとあわせて，有価証券と現金での管理部分が今後どのような形で，今ま

でと同じような，それとも運用を工夫されるのかというようなところについて，

この補正の増と基金の管理について教えてください。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 坂田総務課長。 

○総務課長（坂田哲也君） 失礼いたします。まず，財産収入の金額の補正の件

でございますが，当初予算で見込んでおりました金利以上に定期預金の利子が高

くなりましたので，その部分の影響で今回増額をさせていただいておるところで

あります。 

 あと，基金の運用については，現在北海道債を買っておりまして，そちらで

10年物なんですが，２億円0.8％，年間でいいますと160万円の利子をいただいて

おるところであります。 

 そのほかの基金の残高につきましては，年度末の残高の状況によりまして幾ら

かを定期預金として運用するように現在しておるところであります。 

 以上でございます。 

○２番（田部道男君） よろしいです。 

○議長（杉原利明君） ほかに質疑ございますか。 

 〔６番 横光春市君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 横光議員。 

○６番（横光春市君） ２点ほどお聞きしたいと思いますけども，11ページの救

急の支弁金でございますけども，三次市と庄原市，三次市は減額になって，庄原

市が増えている。全体的に当初予算なんか見ても三次市よりも庄原がちょっと多

いなという感じであるんですが，算出根拠はどのようになってこうなっとるかと

いうことが１点と。 

 人事院勧告というのは増額だろうというふうに思うわけですが，給料と共済費

が減額になっておる。この要因というのは，退職者が増えて対応が多かったのか
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というふうな思いがするわけですが，どうして人勧が多いのに給料，共済費とい

うのは減額になっているのか。その理由というのを教えていただきたいというふ

うに思います。 

 〔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。救急支弁金の関係でございますけれ

ど，救急支弁金の算定につきましては毎年４月に基礎数値というのが国のほうか

ら通知されてまいります。その数値に基づきまして，三次市及び庄原市の金額を

算出しておるわけなんですが，庄原市につきましてはインターチェンジが庄原イ

ンターチェンジ，東城インターチェンジ，２カ所ございます。そのため，係数と

して1.5というのを掛けるというふうになっておりますので，庄原市の場合はイ

ンターチェンジが２個あるということで庄原市の救急支弁金が多いということで

ございます。 

 三次市につきましては，三次インターチェンジがございます。１カ所のみで

す。ただ，尾道松江道に関してインターチェンジがございますけれど，吉舎，甲

奴，三良坂，三次東，また口和，高野とございますけれど，尾道松江道につきま

してはＮＥＸＣＯ西日本高速道路株式会社の担当になっておりません。国交省の

担当になっておりますので，尾道松江道につきましての救急支弁金は出ないとい

うことでございます。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 坂田総務課長。 

○総務課長（坂田哲也君） 失礼します。職員人件費の増減についての御質問で

ございますが，今回の人勧による給与改定に伴って確かに給料の方は増額となっ

ております。しかしながら，この４月１日及び10月１日の人事異動によりまして

通勤手当，住居手当等が減額になっております。 

 さらに，共済費の方が広島県市町村共済組合の負担金，これは追加費用分でご

ざいますが，この掛け率が当初0.022％であったものが0.0197％に確定しました

ので，これに伴う共済費の負担金が減額となりました。そういうような要素か

ら，人勧で費用が上がったんですが，トータルでいいますと職員人件費の方は減

額になっているという状況でございます。 
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 以上です。 

 〔６番 横光春市君，挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 横光議員。 

○６番（横光春市君） 給料の方も下がっとるんですよね。減額になってます。

そのほうはどのように理解したらいいですか。 

○議長（杉原利明君） 横光議員。 

○６番（横光春市君） 16ページを見ると，職員数は211人で変わってないです

ね。短期の再任用職員は１人減額と。短期１人でこんだけ減額とは，あるいは予

想しているのに思わぬ退職者が出て当初の計画よりも１人多くなって減ってきて

いる，それで採用したということで考えるんならという思いをしたんですが，そ

このところはどうなのかなという。ちょっと分からんので，お伺いしたい。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○議長（杉原利明君） 坂田総務課長。 

○総務課長（坂田哲也君） 失礼します。16ページの給料の増減分のところがマ

イナスになっているところの部分でございますけども，人事異動等によるという

ところで，実は28年度１名の中途で退職された方がおられまして，主な原因はそ

の方の給料を減額させていただいたというところが大きな要因でございます。 

 以上です。 

○議長（杉原利明君） よろしいですか。 

 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。 

 続いて，討論願います。 

            〔「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９号平成30年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第１号）
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（案）については原案のとおり可決いたしました。 

 日程第５，議案第10号備北地区消防組合公平委員会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。 

 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

10号備北地区消防組合公平委員会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，当組合公平委員会委員の谷本富美江氏が本年12月25日をもって任期満

了となられますが，引き続き同氏を当組合の公平委員会委員として選任いたした

いので，地方公務員法第９条の２第２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。 

 なお，委員の任期は４年となっております。よろしく御審議の上，御同意いた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉原利明君） 本件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。 

 本件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10号備北地区消防組合公平委員会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。 

 以上で本定例会に付議された事件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて平成30年12月備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

            午前11時21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。 

   平成30年12月25日 
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