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令和元年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 

  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 徳永 泰臣（議長）         １１番 福山 権二 

 １２番 五島  誠  １３番 政野  太  １４番 保実  治 

 １５番 杉原 利明  １６番 竹原 孝剛（副議長） 

  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 福岡 誠志  庄原市長 木山 耕三  三次市副市長 堂本 昌二 

 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 加藤美智明  通信指令課長 谷川 真澄  三次署長 野崎 浩昭 

 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。 

 総務課庶務係長 中岡  紳   総務課経理係長 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 

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

監 査 委 員
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第３ 議案第８号 
備北地区消防組合手数料条例の一部を改正

する条例（案） 

第４ 議案第９号 
平成３０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５ 議案第10号 
令和元年度備北地区消防組合一般会計補正

予算（第１号）（案） 

 

５ 議事の状況は，次のとおりである。 
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            午前9時58分 開会 

○議長（徳永泰臣君） 皆さん，おはようございます。 

 本日は何かと御多忙なところ，御出席を賜りまして，ありがとうございます。 

 本日の議会の出席議員数は16名であります。 

 ただいまから令和元年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条の規定によって，署名者は新家議員及び福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（徳永泰臣君） 御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福岡管理者から挨拶の申し入れがあります

ので，これを許します。 

 〔管理者三次市長（福岡誠志君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 福岡管理者。 

○管理者三次市長（福岡誠志君） 改めまして，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，議員の皆様方にお

かれましては，年末で何かと御多用にもかかわらず，御出席を賜りまして，厚く

お礼を申し上げます。 

 本年４月26日に当組合の管理者に就任をさせていただいて以来，議員各位の御

理解と御協力によりまして順調に消防業務を推進できておりますことに対し感謝

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る次第でございます。 

 さて，ことし一年を顧みますと，元号が令和となり，新たな時代が幕あけした
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年でありましたけれども，頻繁に大規模な風水害が発生した年でもありました。

特に９月，10月には台風が相次いで日本列島を直撃し，記録的な暴風，豪雨によ

って，多くの地域で河川の氾濫や浸水害，土砂災害が発生し，尊い命，財産が奪

われるなど，大きな被害が発生いたしております。また，７月には，京都市伏見

区において放火による火災により多くの尊い命が奪われる事件も発生いたしまし

た。お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りしいたしますとともに，御家

族，御親族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。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，復興をお祈りいたします。 

 近年の災害形態は，多様化，大規模化しておりまして，特に豪雨や台風などの

自然災害においては，人的にも物的にも甚大な被害を及ぼすものが多くなってき

ております。また，地震など，いつどこで発生するか予想しがたい状況でござい

まして，消防における広域的な応援体制，受援体制の構築が必要となってきてお

ります。 

 こうした中，当組合といたしましては，消防の広域応援体制の推進を図るた

め，本年11月30日及び12月１日に高知県で開催された中国・四国ブロック緊急消

防援助隊合同訓練に職員７名を派遣し，大規模な地震の発生を想定した各消防関

係機関との活動調整及び連携活動の訓練に参加し，災害時における応援体制の充

実強化を図ったところでございます。当組合管内におきましては，人的な被害を

及ぼす大規模な災害はなかったものの，本年３月と６月に庄原市で発生した建物

火災により，不幸にも高齢者２名の方がお亡くなりになられました。お亡くなり

になられた方々の御冥福をお祈りしいたしますとともに，住民の生命，身体及び

財産を守るため，日ごろの予防啓発活動はもちろんのこと，常備，非常備消防の

力を結束して消防防災体制の強化を図ってまいりたいと思います。 

 なお，消防行政の詳細につきましては，この後消防長が説明申し上げます。 

 結びになりましたが，今後も住民の皆さんの負託に応えるため，関係機関との

さらなる連携と強化を図るとともに，議員の皆様，住民の皆さんの声を丁寧にお

聞きしながら，それぞれの声に寄り添い，災害に強い安全なまちづくりを進めて

まいる所存であります。 

 本日は，平成30年度の決算認定，令和元年度の補正予算，手数料条例改正の議

案３件を提案することといたしておりますので，よろしく御審議の上，御認定，
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御議決いただきますようお願い申し上げまして，私の挨拶といたします。 

○議長（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 改めまして，皆さん，おはようございます。本日は

よろしくお願いいたします。 

 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

づきまし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の令和元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及

び技能を習得させるとともに，指導者また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28名を入校させ，またこれから

11名を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月に実施される国家試験の合格を目指し研修

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２名の職員に受講させております。 

 次に，(5)その他の職員研修として，若手職員の育成また組織の底上げを目的

として，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31日開会の組合議会臨時会におき

まして御議決いただきました東城消防署の救助資機材積載型水槽付消防ポンプ自

動車につきましては，兵庫県三田市にあります製作工場にて現在艤装中であり，
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12月18日に中間検査に出向し，仕様書どおり艤装中であることを確認させていた

だき，令和２年３月19日納期を待つところとなっております。 

 次に，庄原消防署西城出張所の高規格救急自動車につきましては，年度初めに

一般社団法人日本損害保険協会様から車体本体の寄贈の申し出がありましたこと

で，車両内部の艤装のみを税込み820万2,700円で行い，ＡＥＤなどの救急資機材

を積載し，11月29日に受納式をとり行い，即日配備したところでございます。ま

た，この車両に積載します救急資機材につきましては，７月24日，４業者による

指名競争入札を行い，日本船舶薬品株式会社広島営業所様が税込み1,078万円で

落札しております。 

 なお，車体本体の寄贈を受けましたので，車両本体部分の備品購入費が不要と

なり，この後議案第10号で上程させていただきます令和元年度補正予算第１号案

におきまして減額補正をさせていただくこととしておりますので，よろしくお願

いいたします。 

 次に，庄原消防署資機材搬送車の更新でございますが，４月25日，８業者を指

名し，うち４業者辞退され，４業者による指名競争入札により３回執行させてい

ただきましたが，いずれも予定価格超過であったため入札不成立となりました。

その後，仕様変更を行い，５者指名し，１者辞退され，４者よる指名競争入札を

行い，税込み604万6,700円で株式会社三葉ポンプ様が落札，12月24日，昨日付で

庄原消防署に配備したところでございます。 

 次に，三次消防署資機材搬送車改造についてでございますが，この車両は緊急

消防援助隊の後方支援隊に登録しており，緊急消防援助隊として出動する際は，

迅速にボートなどの資機材を積み込み，搬送する必要があるため，車両後方へパ

ワーゲート，雨対策として荷台へ幌を装備する改造をさせていただきました。改

造費用は税込み201万9,600円で，４者による指名競争入札による株式会社クマヒ

ラセキュリティ様が落札され，９月30日付で納車されております。 

 次に，通信指令関係の消防救急デジタル無線設備ネットワーク機器の部分更新

でございますが，この無線設備は平成24年度に整備した設備であり，設備の適正

な維持管理のため，耐用年数を迎えたルーターなどのネットワーク機器を更新す

るものでございます。この更新につきましては，現在運用中の無線設備との接続

工事を行う必要があることや，指令設備との関連性を考慮した際，通信指令業務
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を中断することなく更新する必要がございますので，当消防組合の消防救急デジ

タル無線設備を構築し，さらには保守契約業者のＮＥＣネッツエスアイ株式会社

が最適でありましたので，地方自治法施行令167条の２第１項第２号により随意

契約とし，令和元年８月７日1,738万円で契約を締結し，令和２年１月中に業務

完了となる予定でございます。 

 次に，高機能消防指令施設の部品交換でございますが，この施設は平成23年度

に整備した設備であり，設備の適正な維持管理のため，耐用年数を迎えましたタ

ッチパネル，バッテリーなどの部品を交換したものでございます。この事業につ

きましては，現在運用中の高機能消防指令施設のシステムを構築し，119番受信

業務を中断することなく部品を交換できる日本電気株式会社中国支社が最適であ

り，地方自治法施行令167条の２第１項第２号により随意契約とし，平成31年４

月23日550万8,000円で契約を締結し，令和元年９月30日に業務完了となっており

ます。 

 次に，無人航空機ドローンについてですが，５月31日開会の組合議会臨時会で

御説明いたしましたが，およそ２年前から導入に向けいろいろなシチュエーショ

ンにより検証いたし，災害対応には不可欠なアイテムであるとの結論に達し，今

年度予算に購入費用，操縦士資格取得費用などを計上させていただき，機体の購

入，操縦士の資格取得，運用規定等の整備を行い，12月16日付で正式に運用開始

したところでございます。 

 機体の購入に当たりましては，５者指名し，１者辞退され，４者による指名競

争入札により，株式会社Ｃｏ－ｄｅ様が２機分，税込み86万4,000円にて落札さ

れ，９月27日付で納入されております。運用につきましては，消防本部と庄原消

防署に各１機を配備し，活用いたしますとともに，本年３月１日付で管内３業者

様との無人航空機による情報収集に関する協定とあわせて運用してまいりたいと

考えております。 

 なお，操縦士につきましては現時点で３名でございますが，順次養成をしてま

いりたいと考えております。 

 次に，４ページの職場環境等の整備につきましては，通信指令棟２階空調設備

改修工事につきまして，既存の設備が平成９年通信指令棟竣工時から設備の点検

などを重ねながら使用しておりましたが，一昨年からエアコンが作動しないこと
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が頻繁に発生し出したことや，20年以上前のエアコンであるため修理部品もな

く，修理不能となっており，今年度予算計上をさせていただき，改修をさせてい

ただきました。この事業を行うに当たりましては，三次市内，庄原市内で両市の

入札参加資格者名簿の管工事及び電気工事に登録されている業者，格付ランク

Ｂ，Ｃ，Ｄの６者を指名，１者辞退され，５者により７月16日指名競争入札を行

ったところ，株式会社中電工三次営業所様と有限会社ミマデンキ様が同額の税抜

き378万円で応札されましたので，くじ引きにより有限会社ミマデンキ様に決定

し，税込み408万2,400円で契約，８月28日に工事が完了いたしたところでござい

ます。 

 また，(2)から(6)に記載のとおり，庄原消防署浴室内のシャワールームの分

割，西城出張所庁舎窓ガラスなどを結露対策として二重にする工事，西城出張所

のトイレ改修工事，東城消防署救急洗浄台取りつけ工事，西城出張所のシャッタ

ー改修工事を行わせていただき，いずれも完成しているところでございます。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，５ページの11月30日現在の主要行事等につきましては，昨年豪雨災害の

影響により訓練場の確保ができなく，中止とした消防技術大会を10月27日日曜日

に十日市親水公園におきまして多くの市民の皆様の参観をいただき，開催をいた

しました。出場職員全員が消防技術の向上を目指し，士気旺盛な大会となりまし

たとともに，市民の皆様にも消防のいいＰＲができたのではないかと思っており

ます。 

 次に，平成31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，昨年度同様，日本防火・防災協会へ委託しての甲種防

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，102名

の方に対し講習を行い，さらに再講習におきましては10名の方に対し講習を行っ

たところでございます。また，住民の皆様に対します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など延べ219回5,409名の方に対し，心肺蘇生法Ａ

ＥＤの使用方法などの講習を実施しております。 

 そして，(4)他の団体との合同想定訓練でありますが８ページの中段まで，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4,392名の参
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加をいただいております。引き続いて，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ございます。 

 そのほか，８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，本年11月30日，12月１日の両日，高知県須崎市を中心に行

われたこの訓練では，当組合から救助隊５名，後方支援隊２名の２隊７名の職員

を派遣し，大規模な地震の発生を想定した各消防機関との連携活動訓練を実施

し，災害時における応援体制の充実強化を図ったところでございます。 

 ９ページから10ページまでは，本年１月１日から12月15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及び高速

道路への出動状況でございます。 

 ９ページ，１の火災発生状況につきましては，12月15日現在71件で，前年同時

期に比べ10件減少している状況でございます。火災による死者，負傷者はそれぞ

れ死者２名負傷者10名で，前年同期に比べ死者２名減少，負傷者５名の増加とな

っておりますが，残念ながら亡くなられた２名の方は建物火災によりお亡くなり

になられておられます。負傷者の方につきましては10名であり，建物火災で２

名，林野火災で１名，その他の火災で７名という状況で，そのほとんどの方が初

期消火中に負傷されておられます。また，火災種別では，依然として昨年同様，

建物火災，その他の火災が多く発生いたしております。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15日現在4,169件で，昨年同時期と同

数でございます。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

係る出動につきましては，昨年121件に対し，本年は73件と48件減少しておりま

す。 

 次に，10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

及び尾道松江道への出場状況でございます。救助出動状況につきましては55件の

出動で，32件活動し，33名を救助，27名を医療機関へ搬送いたしております。昨

年同時期に比較いたしまして，出動件数で17件，救助人員で33名と大幅に減少い

たしておりますが，これは昨年の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などにより救助した件数が含まれているためでございま
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す。消防・防災ヘリコプター活動状況は，林野火災による要請が２件，救急搬送

９件，訓練で12件，捜索２件の計25件の活動をいたしております。また，ドクタ

ーヘリ活用状況は，要請件数31件で，活動件数は25件であります。なお，病院間

での転院搬送の施設間搬送は３件となっている状況でございます。 

 続いて，中国自動車道への救急出場状況は，24件出場し，23名の方を医療機関

に搬送し，また中国横断道尾道松江線では12件出場し，10名を医療機関に搬送い

たしております。 

 次に，11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47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

の救急救命士を３消防署７出張所に配置し，第一線での救急活動に対応させてい

ただいております。メディカルコントロール協議会の運営状況はにつきまして

は，救急救命士を中心に，症例の検討会，事後検証により技術の向上を図ってお

ります。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４名と５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１名の方が心拍が再開しておられます。そして，応急手当て

とＡＥＤの使用方法等を含めた救命講習会などを219回，5,409名の皆さんに対し

講習を行っております。 

 次に，12ページの資料４からは，平成31年４月１日から令和元年11月30日まで

の火災予防活動状況でございます。 

 12ページから13ページ中段は，火災予防啓発活動について記載をさせていただ

いております。各種行事，広報媒体などを中心に，年間を通じて火災予防の高揚

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をいたしております。また，一般住宅防

火査察では，ひとり暮らし高齢者住宅を初め，一般住宅を訪問して火気使用設備

の点検や火災予防を訴えております。 

 次に，13ページ中段から16ページは，令和元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，関係機関との連携した消防訓練，防火パレード，住宅防火査

察，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。引き続き，年間を
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通じての消防訓練，住宅防火査察等継続して実施してまいります。 

 続きまして，17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，ことし１月からの

11月30日までの受信総数5,610件で，昨年同時期と比較すると605件減少いたして

おります。第２表は，携帯電話からの119番の受信状況でございます。携帯電話

からの119番通報は1,995件で，昨年同時期とほぼ同数でございます。 

 なお，第３表の他消防本部からの転送受信につきましては，携帯電話からの通

報で，電波状況や発信位置により，近隣の消防本部に入電することから，備北地

区消防組合通信指令センターに転送されてきた件数となっております。 

 詳細は記載いたしていませんが，参考までに転送元は安芸高田消防から18件，

福山消防から11件，尾道消防から９件，広島消防から５件ということになってお

ります。 

 また，17ページ下段から18ページは，緊急通報システム，福祉ファクシミリ，

メール119，そして今年度から運用を開始いたしました音声による119番通報が困

難な聴覚・言語機能の障がい者の方がスマートフォンなどで円滑に消防への通報

を行えるようにするＮＥＴ119緊急通報システムの運用状況を掲載いたしており

ます。従来の緊急通報システムの受信では，火災が１件，救急が92件を受信し，

出動をいたしております。なお，昨日まで福祉ファクシミリ，メール119，ＮＥ

Ｔ119システムの受信はございません。 

 (5)多言語通訳の運用状況についてでございますが，本年６月から外国人から

の緊急通報に対応するため，通訳者を介し通報内容を聞き取るもので，15の言語

に対応し，運用を始めているところでございます。運用開始から本日まで通報は

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増え，建物火災

が多発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と出動に

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いたしまして，行政報告とさせていただきま

す。本日は，よろしくお願いいたします。 

○議長（徳永泰臣君） 行政報告についての質疑がありますか。 

 ありませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 質疑なしと認めます。 

 日程第３，議案第８号備北地区消防組合手数料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。 

 〔副管理者三次市副市長（堂本昌二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 堂本副管理者。 

○副管理者三次市副市長（堂本昌二君） ただいま御上程になりました議案第８

号備北地区消防組合手数料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，消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い，地方公共団体の手数料

の標準に関する政令に規定する手数料標準額が引き上げられたことに伴い，関係

条例である備北地区消防組合手数料条例の一部を改正しようとするものでありま

す。 

 その内容は，浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きふた付特定屋外タンク

貯蔵所の設置許可の申請に係る手数料を１万円増額しようとするものです。 

 なお，施行日は公布の日からとしております。 

 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（徳永泰臣君） 質疑を行います。 

 質疑ありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 質疑なしと認めます。 

 討論願います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 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手数料条例の一部を改正する条例（案）
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については原案のとおり可決いたしました。 

 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９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保実治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31分 休憩 

            （保実議員退席，監査委員席の設置） 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（保実治君）， 

            会計管理者（落合裕子君）入場し着席） 

            午前10時35分 再開 

○議長（徳永泰臣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 〔副管理者三次市副市長（堂本昌二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 堂本副管理者。 

○副管理者三次市副市長（堂本昌二君） 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22億2,659万52円，歳出22億1,306万2,132円で，歳入

歳出差し引き残額は1,352万7,920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19億944万5,000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1,510万8,210円と合わせて19億2,455万

3,210円で，歳入全体の86.4％であります。 

 款２使用料及び手数料は173万2,450円で，前年度決算と比べ26.4％の減となり

ました。 

 款３国庫支出金は1,026万1,000円で，平成30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に対する緊急消防援助隊設備整備費補助金であります。 

 款５財産収入は213万6,583円で，前年度決算と比べ29.2％の増となりました。 



- 14 - 

 款６繰越金は1,444万9,338円で，前年度決算と比べ18％の減となりました。 

 款７諸収入は１億645万7,471円で，前年度決算と比べ1,035.6％の増となりま

した。諸収入の主なものは，三次消防署甲奴出張所庁舎移転補償金，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などでありま

す。 

 款９繰入金では，職員退職手当基金からの繰入金で１億6,700万円で，前年度

決算と比べ138.6％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85万5,770円で，前年度決算と比べ12.8％の増と

なりました。 

 款２総務費は６億5,614万6,165円で，前年度決算と比べ16.5％の増でありま

す。この主な原因は，退職手当の増加によるものであります。 

 款３消防費は15億4,146万3,846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，需用費及び消防施設費の委託料は減少したものの，備品購

入費及び消防施設費の工事請負費が増加したことによるものであります。 

 款４公債費は，1,459万6,351円執行しており，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（徳永泰臣君） それでは，決算の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（徳永泰臣君） 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30年度備北地区消防組合一般会計歳入歳出決算認定の内容について御説明をい

たします。 

 まず，歳入から御説明をいたします。 

 決算書12ページをごらんください。 

 款１分担金及び負担金の収入済額は19億2,455万3,210円で，前年度決算と比べ

3,634万670円の減であります。このうち，項１分担金，構成市からの分担金の収

入済額は19億944万5,000円で，歳入総額の85.8％に当たります。 

 項２負担金の収入済額は1,510万8,210円であります。この負担金は，西日本高
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速道路株式会社からの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173万2,450円であります。主なものは危険

物製造所等の許可手数料であります。 

 款３国庫支出金の収入済額は1,026万1,000円であります。これは，緊急消防援

助隊登録車両に対する国からの補助金でございます。 

 款５財産収入の収入済額は213万6,583円で，これは職員退職手当基金の運用利

子でございます。 

 款６繰越金の収入済額1,444万9,338円は前年度からの繰越金でございます。 

 款７諸収入の収入済額は１億645万7,471円であります。 

 14ページをごらんください。 

 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１名分の負担金

592万2,945円及び三次消防署甲奴出張所の庁舎移転に係る県からの補償金

9,916万5,616円であります。 

 款９繰入金の収入済額は，１億6,700万円です。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9,700万円の増になっております。 

 以上，歳入合計額は，予算現額22億2,631万5,000円に対しまして，収入済額は

22億2,659万52円であります。 

 次に，歳出について御説明をいたします。 

 16ページをごらんください。 

 款１議会費は，支出済額85万5,770円であります。 

 款２総務費の支出済額は６億5,614万6,165円で，不用額は368万3,835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６億

5,601万7,405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32名に対する職員人件費

であります。なお，職員手当等には退職者14名分の退職手当が含まれておりま

す。節９旅費137万1,084円は，実践的消火訓練，合同震災救助訓練など，各種訓

練や会議等へ出席する旅費などでございます。節11需用費1,216万4,310円の主な

ものにつきましては，19ページの備考欄をごらんください。下から５項目めにな
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りますが，消耗品費339万9,067円，燃料費130万2,133円，21ページの備考欄の上

段をごらんください，光熱水費562万6,559円であります。 

 16ページに戻っていただきまして，節12役務費709万5,202円の主なものは，

21ページの備考欄をごらんください，上から２項目めになりますけども，通信運

搬費497万124円，自動車損害保険料94万937円であります。 

 16ページに戻っていただきまして，節13委託料4,254万5,161円は，21ページの

備考欄をごらんください，上から７項目めの業務委託料（物件費）372万7,636円

で，主なものは，職員健康診断業務委託料などでございます。 

 次の施設機器等管理委託料3,881万7,525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委託料，高機能消防指令施設保守点検業務委託料でございま

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1,811万7,135円の主

なものは，21ページの備考欄をごらんください，中段の事務機器等借り上げ料

715万1,772円，その他の使用料及び賃借料1,046万8,287円で，発信位置情報通知

システム使用料，デジタルアクセス64回線使用料などでございます。 

 16ページに戻っていただきまして，節18備品購入費192万7,095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1,144万7,940円の主な

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ページをごらんください。 

 節25積立金4,051万9,583円は，職員退職手当基金への積立金で，両市の消防費

に係る基準財政需要額の２％相当額3,838万3,000円，及びこの基金に係る運用利

子213万6,583円であります。 

 次に，22ページをごらんください。 

 項２目１監査委員費は，支出済額12万8,760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ございます。 

 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，燃料費などの実績が見込みを下回ったことによるものでありま

す。 
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 次に，22ページをごらんください。 

 款３消防費の支出済額は15億4,146万3,846円で，昨年度決算と比べ6,623万

5,088円の増で，不用額は851万5,154円であります。 

 項１消防費，目１消防費の支出済額は13億9,675万6,927円で，不用額は740万

4,073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共済費は，３消防署及び７出張所に勤務する

職員179名分の職員人件費であります。節９旅費541万5,228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，７月豪雨災害における職員の派遣に要

したものであります。節11需用費4,633万2,624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463万9,053円は，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108万5,088円は，はしご車通常保守点検，作木・吉舎・口和・西

城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

225万5,819円の主なものは職員の寝具の借り上げ料などであります。節18備品購

入費１億1,954万5,718円の主なものは，三次消防署及び三次消防署作木出張所配

備の消防ポンプ自動車２台及び三次消防署口和出張所配備の高規格救急自動車１

台の更新経費，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860万5,424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ページをごらんください。 

 下段の目２消防施設費の支出済額は１億4,470万6,919円であります。この消防

施設費のうち，節11需用費135万8,424円の主なものは，三次消防署，庄原消防署

地下タンクの修繕などであります。節13委託料885万2,520円の主なものは，三次

消防署甲奴出張所庁舎移転に伴う新庁舎建設工事の実施設計及び工事監理委託料

などであります。節15工事請負費１億3,318万4,161円の主なものは，三次消防署

甲奴出張所新庁舎建設工事費であります。 

 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
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等，需用費，役務費で，職員手当等は，時間外等の実績によるものでございま

す。需用費は，各消防署の修繕費，燃料費及び消耗品費の実績が見込み額を下回

ったためであります。役務費は，各消防署の手数料の実績が見込み額を下回った

ためであります。 

 次に，32ページをごらんください。 

 款４公債費でありますが，支出済額は1,459万6,351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，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22億2,631万5,000円に対しまして，支出済額

22億1,306万2,132円であります。 

 以上で平成30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（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 田邊監査委員。 

○監査委員（田邊宣昭君） 代表監査委員の田邊と申します。よろしくお願いい

たします。 

 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日々御尽力を

いただいておりますことに対しまして，この場をおかりいたしまして厚く御礼申

し上げます。 

 それでは，お許しをいただきましたので，監査委員を代表いたしまして，平成

30年度備北地区消防組合の決算審査の結果につきまし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30年度備北地区消防組合一般会計の決算並び

に附属資料につきまして，保実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ると

認められました。 
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 また，予算の執行におきましても，予算の議決の趣旨に沿い，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御報告申し上げます。 

 まず，当年度の決算の状況でありますが，先ほど来，御報告がありましたよう

に，歳入歳出予算額22億2,631万5,000円に対しまして，決算額は，歳入総額が

22億2,659万52円であります。 

 一方，歳出総額は22億1,306万2,132円で，予算額に対する執行率は99.4％であ

りました。歳入歳出差し引き残額1,352万7,920円を翌年度へ繰り越す決算となっ

ております。 

 また，決算額を前年度と比較しますと，歳入は１億5,616万5,562円，歳出は１

億5,708万6,980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，ここにあります意見書により取りまとめておりま

すので，省略をさせていただきます。 

 次に，施設整備についてでございますけども，当年度は消防ポンプ自動車２

台，高規格救急自動車１台を更新されたほか，道路改良事業に伴いまして三次消

防署甲奴出張所庁舎が移転となり，新庁舎を建設されました。消防，救急，救助

活動の充実強化を図るため，施設設備の整備は重要でありますが，庁舎につきま

しては建築年度が重なっておりまして，老朽化も進んでいる状況でございますの

で，今後更新や維持管理に係る経費が必要な時期が集中してまいります。 

 財源の確保につきましては，依然として厳しい状況が続くと思われますが，今

後も事業執行について内容を十分精査するとともに，中・長期的な視野に立ち，

計画的に進められ，健全な財政運営に努めていただきたいと思います。 

 また，消防業務を取り巻く環境は，少子・高齢化などの社会構造の変化や頻繁

に発生する自然災害などにより複雑化しており，消防行政の果たす役割が重要と

なってきております。火災や自然災害発生時における住民の被害を最小限にとど

めるためには，日ごろからの備えが重要でありますが，昨年７月の西日本豪雨，

そしてことし東日本を襲った台風時における状況から見るましても，住民の災害

に対する意識や備えはまだ十分であるとは言えません。住民が自らの問題として

認識し，生命を守る行動をとるためにも，災害に対する基本的な知識を習得でき

るよう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
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業務が行えるよう，関係機関と緊密な連携を図られまして，引き続き住民の生命

を守り，安心して暮らせるまちづくりのために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，関係者の皆様の不断の御努力に対し

まして，敬意を表しまして，平成30年度備北地区消防組合の決算報告とさせてい

ただきます。ありがとうございます。 

○議長（徳永泰臣君） ありがとうございました。 

 それでは，質疑を行います。 

 質疑ありますか。 

 〔５番 弓掛元君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 弓掛議員。 

○５番（弓掛元君） 済ません，２点教えてください。 

 基金のほうの有価証券の１億9,900万円，運用状況，どんなとこで運用されて

いるのか教えていただきたいのと。 

 ４年目で今さら申しわけないんですが，貸借対照表というのはないんですか。

この２点についてお聞かせください。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○総務課長（坂田哲也君） 坂田総務課長。 

○議長（徳永泰臣君） 弓掛議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず，基金の運用状況なんですが，北海道公募公債，これ２億円で10年，年

0.8％の利子がつくんですが，こちらのほうを約２億円ということで運用させて

いただいております。 

 そのほか基金から１億円を定期預金ということで，今年度はＪＡさんのほうへ

お預けをして運用を行っております。 

 続きまして，貸借対照表の関係なんですが，現在，バランスシート等を含めた

書類作成のほうは終えておるんですけども，これを公表するに当たって用語解説

など，公表に向けた作業を現在行っておりまして，公表の準備が整い次第，議員

の皆様に御提示させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

 〔５番 弓掛元君，挙手して発言を求める〕 
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○議長（徳永泰臣君） 弓掛議員。 

○５番（弓掛元君） 準備が整っているんで非常にいいことだと思います。内容

をしっかり理解した上で，情報開示の観点からも，市のほうもすると思います

し，内容がわからんと，数が知れとるんで，そんなに難しくないと思いますん

で，ぜひ非常に内容がいいと思うんで，実態のほうをつまびらかにしていただく

ような内容でよろしくお願いします。 

○議長（徳永泰臣君） ほかにございますか。 

 〔８番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 新家議員。 

○８番（新家良和君） 決算書の36ページの公有財産の建物について，お尋ねし

ます。 

 建物の非木造の延べ面積，99.90㎡増減しとりますが，甲奴出張所の庁舎の新

築に伴うものだと理解をしておりますけども，旧庁舎については，令和元年度で

マイナス処理にするという考え方でいいのかどうかお伺いします。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○総務課長（坂田哲也君） 坂田総務課長。 

○議長（徳永泰臣君） 新家議員さんの御質問にお答えいたします。 

 新庁舎建設を平成30年度に行いました。ということで，平成30年度の処理をさ

せていただいたんですが，旧庁舎が150平米ございました。新しく建設しました

新庁舎につきましては，249.90平方メートルということで，この差し引き分の

99.90平方メートルを増加ということで，このような処理をさせていただきまし

た。 

 以上です。 

 〔８番 新家良和君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 新家議員。 

○８番（新家良和君） 新規庁舎と旧庁舎の延べ面積を相殺してしたということ

ですが，平成30年度末にはまだ旧庁舎は現存しとったんではないかと理解するん

ですが，それはどういう処理になるんですか。 

 〔総務課長（坂田哲也君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 坂田総務課長。 
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○総務課長（坂田哲也君） 旧庁舎につきましては，30年度末で全てきれいにさ

せていただいておりますので，建物はございません。 

○８番（新家良和君） いいです。 

 〔15番 杉原利明君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 杉原議員。 

○15番（杉原利明君） 平成30年度は，消防長の皆様を初め，消防組合の皆様に

は大変お世話になりまして，ありがとうございました。 

 監査委員の２人には，決算書類の作成，お疲れさまでございました。 

 １点だけお伺いいたします。 

 平成30年度の議員研修で美作のほうへ，ドローンとあわせて救急車からの画像

の転送，患者さんの画像の転送のほうも研修させていただいたと思うんですけれ

ども，今後，三次市においてメディカルネットワークであるとか口頭指導とかで

そういった救急車からの重症人とかの指導に対する画像転送とか，そういったも

のを活かしていくような導入については，その後何か話し合われたのかというこ

とと，今後の方向性とかございましたらお伺いしたいと思います。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 昨年，美作の消防指令センター及び津山圏域の消防

組合に議員視察研修ということで，ドローンとまた救急車積載の画像伝送という

機器を研修に行っていただいたわけなんですけれど，ドローンについては先ほど

行政報告で言いましたとおりです。 

 それで，救急車による画像伝送につきましては，具体的に導入ということには

まだ至っておりませんけれど，またドクターのほうとも，中央病院のドクター，

日赤のドクター等々とも協議をして，有効であるようでしたら導入に向けて，管

理者，また組合の議員の皆様と協議を行いつつ，導入に向けていっていいかなと

いうふうには考えております。 

 〔15番 杉原利明君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 杉原議員。 

○15番（杉原利明君） 管理者，新しくかわられまして，ＩＣＴの活用というこ

ともおっしゃられていますんで，今言っていただいた中央病院や日赤と，西城病
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院とかもあわせて，ぜひとも管理者とともに，正副管理者とともに協議，情報等

も共有していただいて，また市民の安全性が向上するようであれば，来年度以降

の予算についてもぜひとも検討していただければと思いますんで，意見として申

し上げさせていただきます。 

 以上です。 

 30年度お世話になりました。ありがとうございました。 

○議長（徳永泰臣君） ほかにございますか。 

 〔６番 横光春市君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 横光議員。 

○６番（横光春市君） 備北地区消防組合ができてから40年ぐらいになると思う

んですけども，消防，それぞれの出張所というものも40年ぐらいたつとかなり老

朽化してくる。あわせて，当時の自動車，消防車，救急車等々がだんだん大型化

してくるということで，車庫のほうがだんだん狭くなってくるんじゃないかとい

うふうに思っておりまして，また女性の消防署員というのも増えてくるというこ

とで，だんだんとこの消防詰め所，あるいは消防の出張所等々が手狭になってき

て，現代に合わなくなってるんじゃないかというふうに思っておりますが，将来

に向けて建てかえというのが必要になってくるということになると，だんだんと

基金でも積んでおかないと，７出張所の建てかえ，あるいは消防署はどうなるん

だろうかという，将来に向けて何か考え方があればお聞かせいただければという

ふうに思いますが。 

 〔消防長（久保井正司君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 久保井消防長。 

○消防長（久保井正司君） 出張所におきましては，昭和57年10月に業務開始と

いうことです，以前に竣工したわけでございまして，約40年近くたっておりま

す。先ほど横光議員がおっしゃるとおり，当時は救急車１台，ポンプ車両１台と

いう車庫の大きさで建っておりましたけれど，最近では大型救急車とか消防ポン

プ自動車が大型化してきております。先般，甲奴出張所を建築した際，そういう

面も考えまして，車庫部分を大きくしたわけでございます。 

 残るのは６つの出張所におきましても，かなり手狭になってきてると思いま

す。将来的に一度に出張所を建てかえるということにつきましては，お金の関係
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が絡んでまいりますので，なかなか厳しいかなというふうに思います。しかしな

がら，先ほども申しましたとおり，横光議員もおっしゃるとおり，出張所の車庫

のキャパ，これが余りにも小さくなっているということでございまして，将来的

にはやはり建てかえ，庁舎を大きくすると，車庫を大きくするということが必要

になってこようかなと思います。 

 そういうことで，まだ実際には動いておりませんけれど，将来的に計画を立て

ながら，また管理者と副管理者とも協議をしながら，将来的な設計を，道筋をつ

くっていきたいなと今は考えているところでございます。 

○議長（徳永泰臣君） ほかに質疑ありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） ないようなので，これにて質疑を終結いたします。 

 討論願います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 討論なしと認めます。 

 田邊監査委員，保実監査委員，落合会計管理者，ありがとうございました。退

席をお願いします。 

            （保実議員退席，監査委員席の設置） 

            （監査委員（田邊宣昭君），監査委員（保実治君）， 

            会計管理者（落合裕子君）退席） 

○議長（徳永泰臣君） お諮りいたします。 

 平成30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（徳永泰臣君） 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，保実議員の入場をお願いします。 

            （保実議員自席へ） 

○議長（徳永泰臣君） 日程第５，議案第10号令和元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。 
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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（堂本昌二君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 堂本副管理者。 

○副管理者三次市副市長（堂本昌二君） ただいま御上程となりました議案第

10号令和元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

出それぞれ1,227万1,000円を減額し，歳入歳出それぞれ19億6,804万9,000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，項１総務管理費，目１一般管理費の職員人件費は，給与改定及び

人事異動等による増減により698万8,000円を減額。 

 款３消防費，項１消防費，目１消防費の本部管理経費（職員人件費）は，給与

改定及び人事異動等により730万3,000円の増額。 

 また，同じく本部管理経費（一般管理経費）は，1,258万6,000円減額しようと

するものであります。 

 これは，去る11月29日に庄原消防署西城出張所に配備した高規格救急自動車に

係るもので，救急車のベースとなる車両部分の寄贈を一般社団法人日本損害保険

協会から受け，当初計画しておりました予算額から寄贈された車両部分等の差額

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項１分担金は，歳出の減額，歳入の繰越金増額などに

より，三次市分及び庄原市分，合わせて2,452万3,000円の減額。 

 項２負担金は，救急業務支弁金額の確定により127万4,000円減額しようとする

ものであります。 

 款６繰越金は，前年度繰越金の確定により1,352万6,000円の増額をしようとす

るものであります。 
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 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（徳永泰臣君） 質疑を行います。 

 質疑ありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 質疑なしと認めます。 

 討論願います。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第10号令和元年度備北地区消防組合一般会計補正予算（第１号）

（案）については原案のとおり可決いたしました。 

 以上で本定例会に付議された事件は全て終了いたしました。 

 これにて令和元年12月備北地区消防組合議会定例会を閉会いたします。 

 皆様，大変御苦労さまでございました。 

            午前11時17分 閉会 
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