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平成２７年６月３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 五島  誠  ２番 政野  太   ３番 徳永 泰臣  

４番 横路 政之   ５番 鈴木深由希   ６番 澤井 信秀  

７番 岡田美津子  ８番 林  千祐    ９番 林  高正  

１０番 田中 五郎 １１番 杉原 利明   １２番 須山 敏夫  

１３番 福岡 誠志 １４番 大森 俊和  １５番 垣内 秀孝  

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 戸田  歳孝   総務課長  甲斐 和彦   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  兒山  繁樹 東城署長  熊野 美博    

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  

 総務課庶務係員 橋本 政彦  

 

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  

追加  
 

議長辞職の件  



 - 2 -

追加  
 

議長の選挙  

追加  
 

副議長辞職の件  

追加  
 

副議長の選挙  

第１  
 

会期の決定について  

第２   行政報告  

第３  
議案第５号  

議案第６号  

財産の取得について  

財産の取得について  

第４  議案第７号  
備北地区消防組合行監査委員の選任の同意を求め

ることについて  

第５  議案第８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。 

       議会開会時間：９時５８分 

 

議長    「それでは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。 

      まず，御報告申し上げます。皆さま，ご存知のことと存

じますが，この４月２６日の三次市長選挙におきまして増

田和俊氏が当選され，当組合の管理者として就任されまし

たので，ご紹介をいたします。」 

 

管理者 
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三次市長   「議長」 

  

議長     「管理者 増田和俊市長」 

  

管理者 

三次市長   「皆さんおはようございます。ただ今，大森議長から

紹介がありましたように，４月に行われた統一地方選挙

におきまして当選させていただき，引き続き三次市政を

担当させていただくと同時に，備北地区消防組合の管理

者を務めさせていただくこととなりました。三次市政を

運営いたすにしましても，備北地区消防組合を運営いた

すにしましても，実施する施策や事業等は違いますが，

住民の皆さんの安全を確保し住みよいまちをつくるとい

うことについては共通でございます。副管理者の庄原市

長，三次副市長並びに組合議員の皆さま，多くの関係者

の皆さまのご協力をいただきながら，私自身，精一杯の

努力をいたしていく所存でございます。今後とも，これ

まで以上のご協力をいただきますようお願いを申し上げ

まして，声をちょっと嗄らして選挙で嗄らしております

ので，甚だよい声ではありませんが，心は込めてご挨拶

とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。」 

 

議長     「そして，高岡雅樹氏が５月１４日三次副市長として 

      就任され，同時に当組合の副管理者として就任されまし 

たのでご紹介をいたします。」 

 

副管理者 

三次副市長  「議長」 

 



 - 4 -

議長     「副管理者」 

 

副管理者 

三次副市長  「お許しをいただきましたので一言ご挨拶を申し上げ

ます。私は５月１日開会の三次市議会臨時会におきまし

て増田市政２期目の副市長として再任のご同意をいただ

きました。と同時に備北地区消防組合の副管理者として

その重責を引き続き担わしていただくこととなりました。

基より微力な私ではございますが管理者増田市長の命の

基，木山市長の指導を受けながら精神誠意頑張って参る

所存でありますので議員の皆様方には引き続きまして格

別のご理解とご指導，お力添えを賜りますようよろしく

お願いいたします。」 

 

議長     「本日の出席議員は１６名であります。ただいまから 

平成２７年備北地区消防組合議会臨時会を開会いたしま 

す。 

        ただちに本日の会議に入ります。それでは，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，鈴木議員及び五島議員を指名いた

します。この際，議事の都合により，副議長と交代いた

しますので，よろしくお願いします。」 

     

        （議長交代） 

 

副議長    「議長を交代しました。よろしくお願いいたします。 

大森議長から議長の辞職願が提出されております。 

お諮りいたします。 

議長辞職の件を日程に追加し，議題とすることにご異

議ありませんか。」 
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  （「異議なし」と声あり） 

 

副議長    「ご異議なしと認めます。よって，議長辞職の件を日 

 程に追加し，議題といたします。 

  日程追加，議長辞職の件を議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により，大森議長の退室 

を願います。」 

 

（大森議長，退室） 

 

副議長    「それでは，辞職願を朗読させます。」 

 

事務局    「失礼いたします。議会事務局より辞職願を読み上げ 

      させていただきます。 

       辞職願 平成２７年６月３日。 

備北地区消防組合議会副議長 様。 

このたび，代表者会議における議長２年間の申し合わ  

       せにより，議長を辞職したいので，許可されるよう願い

出ます。備北地区消防組合議会議長 大森俊和。以上で

ございます。」 

 

副議長    「お諮りいたします。 

大森議員の議長の辞職を許可することにご異議ありま 

せんか。」 

 

        （「異議なし」と声あり） 

 

 副議長    「ご異議なしと認めます。 

よって，大森議員の議長の辞職を許可することに決し 
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ました。 

大森議員，入室願います。」 

 

  （大森議員，自席へ） 

 

副議長    「ただいま議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。 

議長の選挙を日程に追加し，選挙を行いたいと思いま 

す。これにご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

副議長    「ご異議なしと認めます。 

よって，議長の選挙を日程に追加し，選挙を行います。 

  選挙の方法についてお諮りいたします。 

  議長の任期等，代表者会議による申し合わせがござい 

ますので，地方自治法第１１８条第２項の規定による指 

名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

副議長    「ご異議なしと認めます。 

したがって，選挙の方法は，指名推薦で行なうことに 

決定いたしました。 

指名の方法について，動議を求めます。」 

 

田中議員   「議長」 

 

副議長    「田中議員」 
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 田中議員   「動議を提出いたします。 

指名者は，当組合議会の年長者である，垣内副議長の 

指名によることを提案します。以上です。」 

 

 副議長    「ただいま，田中議員からの指名者についての動議が

提出されました。 

        この動議をただちに採決いたします。 

お諮りいたします。 

        この動議のとおり，当組合議会の年長者の指名による

ことにご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

副議長    「ご異議なしと認めます。 

それでは，当組合議会の年長者が指名することに決定 

しました。 

それでは，当組合議会の年長者であり，副議長である， 

私，垣内秀孝が指名をさせていただきます。 

議長に，庄原市選出の林 高正議員を推薦します。 

お諮りいたします。 

庄原市議会選出の，林 高正議員を議長の当選人と定 

めることにご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

副議長    「ご異議なしと認めます。 

したがって，林 高正議員が議長に当選されました。 

ただいま，議長に当選されました林 高正議員が議場 

       におられますので，本席から会議規則第３２条第２項の

規定による告知をいたします。当選されました林議員か
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ら就任のご挨拶をお願いいたします。」 

 

 林高正議員  「ただ今，皆様の総意によって議長に選出されました 

林 高正でございます。安心・安全という消防の使命そ 

れを議会として支えていく重責を感じております。管理 

者の増田市長，副管理者の高岡副市長，庄原市長木山市 

長それぞれの力を頂きながら，議員の皆様のお力を頂き 

ながら消防議会としてやっていきたいというように考え 

ております。どうぞよろしくお願いいたします。」 

 

 副議長    「ありがとうございました。議長が決まりましたので 

交代いたします。」 

 

 （議長交代） 

 

 議長     「では，議長を交代しました。引き続いて，垣内副議

長から副議長の辞職願が提出されております。 

お諮りいたします。 

副議長辞職の件を日程に追加し，議題とすることにご 

異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご異議なしと認めます。 

        日程追加，副議長辞職の件を議題といたします。 

        地方自治法第１１７条の規定により，垣内副議長の退

室をお願います。」 

 

        （垣内副議長，退室） 
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議長     「それでは，辞職願を朗読させます。」 

 

 事務局    「失礼いたします。議会事務局より辞職願を読み上げ

させていただきます。 

        辞職願 平成２７年６月３日。 

備北地区消防組合議会議長 様 

        このたび，代表者会議における副議長２年間の申し合

わせにより，副議長を辞職したいので，許可されるよう

願い出ます。 

        備北地区消防組合議会副議長 垣内秀孝。 

        以上でございます。」 

 

 議長     「お諮りいたします。 

        垣内議員の副議長の辞職を許可することにご異議あり

ませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

 議長     「ご異議なしと認めます。 

垣内議員の副議長の辞職を許可することに決しました。 

垣内議員，入室願います。 

ただ今，副議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。 

副議長の選挙を日程に追加し，選挙を行いたいと思い 

ます。これにご異議ありませんか。」 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご異議なしと認めます。 

副議長の選挙を日程に追加し，選挙を行います。 
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選挙の方法は地方自治法第１１８条第２項の規定によ 

り，指名推薦にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。」 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご異議なしと認めます。 

したがって，選挙の方法は，指名推薦で行うことに決 

定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については，議長が指名をすることにした 

いと思います。 

ご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご異議なしと認めます。 

よって，議長が指名することに，決定いたしました。 

それでは，当組合議会議長である私，林 高正が指名を 

させていただきます。 

副議長に三次市議会選出の須山敏夫議員を推薦します。 

お諮りいたします。 

三次市議会選出の須山敏夫議員を当選人に定めること 

に，ご異議ありませんか。」 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご異議なしと認めます。 

よって須山敏夫議員が副議長に当選されました。 

ただ今，副議長に当選されました須山敏夫議員が議場 
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におられますので，本席から会議規則第３２条第２項 

の規定による告知をいたします。 

副議長就任のご挨拶をお願いいたします。」 

 

 須山議員   「失礼いたします。ただ今，林議長のご指名によりま 

して副議長に選任されました三次市議会の須山敏夫でご 

ざいます。大変身の引き締まる思いでございます。さて， 

近年頻発しております，自然災害をはじめ事故や火災な 

どから住民の生命財産を守るという重要な使命をもって 

おります消防行政の役割は益々大きくなってきていると 

思っております。そうした意味からも備北地区消防組合 

の適正な業務執行とともに本議会の円滑な運営のために 

微力ではありますが議長を補佐し職責を果たして参りた 

いと考えております。どうか議員の皆様方のご指導，ご 

協力をよろしくお願い申し上げまして，簡単ではありま 

すが就任のあいさつとさせて頂きます。よろしくお願い 

いたします。」 

 

 議長     「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   「議長」 

 

 議長     「管理者三次市長」 

 

 管理者 

三次市長   「それでは重ねてご挨拶を申し上げさせていただきた 

いと思います。 

 本日，平成２７年備北地区消防組合議会臨時会を招集 
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いたしましたところ，議員の皆様におかれましては，何 

かとご多用の中，ご出席を賜りまして，厚くお礼を申し 

上げます。 

 また，当消防組合の運営につきましては，議員の皆様 

のご理解とご協力により，順調に業務が推進されている 

ところであり，心からお礼を申し上げる次第であります。 

ただ今は，議長，副議長の交代の動義がなされたところ 

でありますが，大森前議長，垣内前副議長におかれまし 

ては，組合議員の先頭に立ち，備北地区消防組合の運営 

に多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。 

今後とも引き続き，よろしくお願いを申し上げます。 

 後任としての林議長，須山副議長におかれましては， 

今後，様々な面でご心配もおかけすることとは思います 

が，備北地区消防組合の健全な運営にご尽力をいただき 

ますよう，心からお願いいたします。 

 さて，平成２７年度当初，４月に２件の重大な事故・ 

事件が発生しました。 

１件は，４月１４日に発生しました爆発事故でありま 

す。勤務中の事故ではありますが，消防業務は常に危険 

と隣り合わせでありまして，私も事故の発生後には，管 

理者として，消防長をはじめ幹部職員へ安全管理の徹底 

について，訓示を行ったところであります。この件につ 

きましては，後ほど消防長から報告させていただきたい 

と思います。 

 ２件目は，４月２９日に発生しました三次消防署に勤 

務する職員が起こしました窃盗事件であります。 

 事件の発生は，職員の非番日であったにせよ，消防職 

員である前に一社会人としてあるまじき行為であり，多 

くの住民の皆さまの信頼を失墜させたもので誠に遺憾で 

あります。組合議員の皆さまはもとより， 多くの住民の 
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皆さまに対しまして，管理者として深くお詫びを申し上 

げる次第であります。 

今後は，捜査の動向を見ながら適切に対応するととも 

に，再度，職員に対して綱紀粛正の徹底と再発防止に取 

り組む所存でございます。 

 組合議会議員の皆さま方には，多大なご心配をおかけ 

しておりますことを重ねてお詫びを申し上げる次第であ 

ります。 

 さて，これからの時季は，梅雨入りする時期でござい 

まして，洪水による河川の氾濫や土砂災害などによる人 

命にかかわる災害を懸念するところであります。災害に 

備えて，その対応への体制を再確認し整備するとともに， 

先月の１７日に国交省中国地方整備局，広島県，三次市 

などが主催して行われた総合水防演習に積極的に参加し 

，また５月３０日には広島県消防協会・広島県が主催し 

て行った広島県内消防団合同防災訓練へ共催するなど， 

なお一層，関係機関との連携を密にしたところでありま 

す。災害への対応は，事前に住民の災害に対する意識の 

高揚もこれからはますます重要であることから，５月２ 

９日には，平成２７年度の土砂災害防止県民の集いを三 

次市と広島県が主催して行うなど，これから迎える出水 

期を前に住民の皆さんの災害に対する理解と関心を深め 

てもらう取組みが行われています。 

また，４月に行われた広島県消防職員，さらには，中 

国地方消防職員意見発表会で，当備北地区消防組合の職 

員が，住民のみなさんに災害の意識高揚を促す取組みを 

題材に発表したところ，中国地方の消防職員を代表して， 

全国大会へ出場し入選したところであります。住民への 

災害に対する意識高揚は，消防職員の意見発表会におい 

ても審査の基準として大きく注目されているところであ 
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り，災害への対応の一環としての重要性を認識しており 

ます。 

また，中国横断自動車道尾道松江線の全線開通により， 

様々な面での利便性が図られる一方で，交通事故や交通 

事故による車両火災なども想定しておく必要がございま 

す。 このような私たちに大きな不安をあたえる災害の発 

生により，地域の皆様の消防行政に寄せられる期待は高 

まっており，その期待に応えるための不断の努力が必要 

でございます。 

このような状況の中で，本日は，高規格救急自動車整 

備事業による財産取得などを提案することとしています。 

よろしくご審議のうえ，ご議決いただきますようお願い 

いたし上げまして私のご挨拶といたします。どうぞよろ 

しくお願いします。」 

 

 議長     「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。 

本臨時会の会期は，本日一日間としたいと思います。 

ご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

 議長     「ご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。 

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    「議長」 
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 議長     「戸田消防長」 

 

 消防長    「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，ご報告申し上げます。 

その前に，４月１４日に発生いたしました，酸素ボン 

ベ爆発事故，また，４月２９日に窃盗容疑で職員が逮捕 

されました事件につきまして，住民の皆様の信頼を大き 

く失墜し，議員の皆様にもご心配とご迷惑をおかけいた 

しましたことに，心からお詫び申し上げます。 

誠に申し訳ありませんでした。 

まず，酸素ボンベ爆発事故でありますが，４月１４日 

１３時３０分頃から，三次消防署庁舎裏において，新職 

員の研修と訓練を兼ねて，２名の警防担当職員と４名の 

新職員が，廃棄予定の酸素ボンベをエンジンカッターで 

切断中，爆発し１名の警防担当職員が，顔面に２度の熱 

傷を負ったものです。負傷した職員は，その日の夕方に， 

広島大学病院に経過観察のため転院搬送し入院しました。 

経過は予想していたよりも良く，１週間後の４月２０日 

退院し，自宅療養後，４月２７日市立三次中央病院で診 

察を受け，復帰可能である診断結果を受け，日勤勤務を 

行った後，５月１１日から現場復帰をし，現在元気に勤 

務しております。 

この事故の対応ですが，その日のうちに，幹部に安全 

管理の徹底を指示し，翌日，事故防止と安全管理の徹底 

を通知するとともに，事故の検証委員会の設置と訓練時 

・消防活動時の具体的な危機管理マニュアルの作成を， 

指示いたしました。また，管理者に，４月２７日消防本 

部大会議室において，係長職以上の職員を対象に，訓示 

をいただきました。事故の検証委員会は，警防課長をは 
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じめ警防係長・出張所長など１７名で構成し，３回検討 

会を開催いたしました。事故の背景に直接また間接的な 

原因があったにせよ，結果として，職員間に意志の疎通 

が不足し思い込みがあったこと。訓練や機械器具の取扱 

いにマンネリ化と慣れがあったこと。安全管理体制と指 

導が不足していたこと。など，基礎的なことが疎かにな 

り，緊張感が不足していたものであります。作成した， 

訓練時・消防活動時の具体的な危機管理マニュアルを各 

署において教養し，研修を実施いたしました。また，今 

月２６日に安全管理の有識者による，研修会を開催いた 

します。 

        次に，４月２９日窃盗容疑で逮捕され，５月８日起訴 

されました，職員でありますが，現在もまだ拘留中で， 

引き続き取り調べ中であります。住民の皆様の信頼を大 

きく失墜させ，備北消防への信用も大きく失いました。 

今後は，捜査の状況をみて，厳正に対処する所存であり 

ます。職員には，信頼回復のため，綱紀粛正と意識改革 

を強く指導しているところであります。 

重ねて，お詫びを申し上げます。 

それでは，現在までの災害発生状況を報告いたします。 

管内の火災発生状況につきましては，本年に入りまし 

て５月末現在，三次市が１３件，庄原市が１５件の２８ 

件発生しております。昨年の同期と比較しますと，２１ 

件の減少となっております。これは春先，天候が不順で 

あったため，林野とその他火災の発生が，大きく減少し 

たものであります。今後も引き続き，車両やホームペー 

ジなどにより，住民の皆様に火災予防を広報いたします。 

次に，救急出場状況につきましては，５月末現在１， 

８０４件出動しております。昨年の同期に比較して４０ 

件増加しています。また，３月２２日に全線開通いたし 
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ました尾道松江道には，５件出動し交通事故で１名の方 

が亡くなられております。そして，ドクターヘリの活動 

状況は，本年に入り１１件活動し，三次市が４件，庄原 

市が７件出動しております。 

次に，消防体制の整備についてでございます。消防車 

両の更新につきましては，計画どおり三次消防署と三次 

消防署作木出張所の高規格救急自動車２台で，５月１９ 

日指名競争入札を行い，車両は４社で入札を行い，広島 

トヨタ自動車株式会社三次店に，救急資機材は３社で入 

札を行い，日本船舶薬品株式会社広島営業所がそれぞれ 

落札し，仮契約しております。その金額がそれぞれ２０ 

００万円以上となりますので，本臨時会へ付すべき議案 

として，ご審議をお願いしているところでございます。 

次に職員体制でございますが，本年４月に採用した１ 

０名の職員のうち６名は，４月６日から約４ヶ月間の予 

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。残りの４名は，三次・庄原消 

防署にそれぞれ配属し，８月１７日からの，後期初任教 

育課程に備えて現場研修を実施しております。救急救命 

士の養成につきましては，昨年度，東京の救急救命士養 

成所で研修した１名が国家試験に合格し，先月に救命士 

として登録が完了しております。したがって，現在救急 

救命士の有資格者は５２名，現場へ配置している者は４ 

５名であります。今年度の救命士の養成は２名を計画し， 

９月から７ヶ月間の予定で，救急救命九州研修所で研修 

を受ける予定です。そして，本年度計画しております， 

消防大学校，広島県消防学校及び研修所などに職員を入 

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・地域のみなさんと連携し，各種災害を想定した 
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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 

物や危険物施設の立入検査，一般住宅の防火訪問などを 

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。 

先程，管理者のご挨拶にもありましたように，５月２ 

３日浜松市で開催された，全国消防職員意見発表会に， 

当消防組合の職員が中国支部の代表で出場し，昨年の広 

島市の土石流災害を教訓に，立派に発表して入賞いたし 

ました。ちなみに，当消防組合からは，１７年ぶりで３ 

人目の全国大会出場であります。今後も，多方面に渡り， 

防災・減災をアピールしてまいりたいと思います。 

終わりに，構成市の緊迫した財政事情を踏まえ，経費 

の節減と機械器具の愛護に心がけ，今後も訓練を重ね， 

市民の皆様の安心・安全確保と，信頼回復のため，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，ご理解ご協力を賜りますよう，お願いを申し上げま 

して，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     「行政報告に質疑が有りますか。」 

 

（「質疑なし」との声あり） 

 

 議長     「質疑なしと認めます。 

        日程第３平成２７年議案第５号，議案第６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 
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三次副市長  「議長」 

 

議長     「高岡副管理者」 

 

副管理者 

三次副市長  「ただいま，ご上程になりました，議案第５号及び議 

案第６号の２点につきまして一括してご説明申し上げま 

す。 

  最初に議案第５号財産の取得についてご説明申し上げ 

ます。本案は，三次消防署及び三次消防署作木出張所に 

配置をしております高規格救急自動車が購入後１０年か 

ら１２年を経過し，いずれも走行距離が２０万キロをこ 

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５月１９日に４社で入札を執行しました結果，金額３， 

３０５万８，８００円で広島トヨタ自動車株式会社三次 

店に落札いたしました。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。 

  次に議案第６号財産の取得についてご説明申し上げま 

す。本案は，議案第５号で取得しようとする２台の高規 

格救急自動車の救急資機材について取得しようとするも 

のであります。去る５月１９日，３社で入札を執行しま 

した結果，金額２，２２４万８千円で日本船舶薬品株式 

会社広島営業所に落札いたしました。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。 

        以上，議案２点につきまして，よろしくご審議のうえ 

ご可決いただきますようお願い申し上げます。」 
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 議長     「質疑を行ないます。」 

 

  （「質疑なし」との声あり） 

 

議長     「質疑なしと認めます。」 

 

議長     「討論をお願いいたします。」 

 

  （「討論なし」との声あり） 

 

議長     「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ご異議ありませ 

んか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご異議なしと認めます。 

よって，議案第５号，議案第６号財産の取得について 

       は原案のとおり可決しました。 

  日程第４平成２７年議案第７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。 

本案は，岡田美津子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，岡田議 

員の退室を求めます。」 

 

  （岡田議員退室） 

 

議長     「提案理由の説明を求めます。」 
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 副管理者 

三次副市長  「議長」 

 

 議長     「高岡副管理者」 

 

 副管理者 

三次副市長  「ただ今，ご上程になりました，議案第７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ご 

説明申し上げます。 

 本案は，去る５月２０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 

ることに伴い，新たに岡田美津子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。 

 よろしくご審議のうえご同意いただきますようよろし 

くお願申し上げます。」 

 

 議長     「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，ただ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ご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご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。 



 - 22 -

岡田議員，入室願います。」 

 

（岡田議員自席へ） 

 

 議長     「日程第５平成２７年議案第８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 

三次副市長  「議長」 

 

議長     「高岡副管理者」 

 

 副管理者 

三次副市長  「ただ今，ご上程になりました，議案第８号備北地区 

消防組合公平委会委員の選任の同意を求めることについ 

てご説明申し上げます。 

        本案は，備北地区消防組合公平委員会委員の山下忍氏 

の任期が本年６月３０日を以て満期となります。よって 

新たに古永雅則氏を公平委員会委員として選任すること 

について地方公務員法第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。 

 よろしくご審議のうえご同意いただきますようお願申 

し上げます。」 

 

 議長     「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，ただちに採決い 

たします。 
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お諮りいたします。 

本件は，これに同意することにご異議ありませんか。」 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議長     「ご異議なしと認めます。 

よって，議案第８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，本臨時会に提出された付議事件は終了いたし 

ました。 

これにて，平成２７年備北地区消防組合議会臨時会を 

閉会いたします。 

        皆さま，お疲れ様でした。」 

 

 

       閉会：１０時３８分 
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