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令和元年５月３１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 

  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   

  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 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 

日程第１  議席の一部変更について 

追加日程  議長辞職の件 
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追加日程  議長の選挙 

追加日程  副議長辞職の件 

追加日程  副議長の選挙 

第２  会期の決定について 

第３  行政報告 

第４ 議案第３号 
備北地区消防組合火災予防条例の一部を改

正する条例（案） 

第５ 議案第４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６ 議案第５号 
動産の買入れについて（救助資機材積載型

水槽付消防ポンプ自動車） 

第７ 議案第６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 

第８ 議案第７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９時57分 開会 

○議長（杉原利明君） おはようございます。 

 本日は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名全員でございます。 

 それでは，開会する前に，まず御紹介いたします。 

 皆様御存じのことと存じますが，この４月21日の三次市長選挙におきまして福

岡誠志氏が当選され，当組合の管理者として就任されましたので，御紹介いたし

ます。 

○管理者三次市長（福岡誠志君） 皆さん，改めましておはようございます。 

 ただいま御紹介にあずかりました，４月26日付で三次市長に就任させていただ

きました福岡誠志と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 あわせて，備北地区消防組合の管理者に就任させていただきましたので，皆さ

ん方の御指導どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉原利明君） そして，堂本昌二氏が５月20日，三次市副市長として就

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，御紹介いたしま

す。 

○副管理者三次市副市長（堂本昌二君） おはようございます。 

 去る５月20日付で副市長に選任されました堂本でございます。組合議員の皆様

方には今後とも御指導，御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（杉原利明君） それでは，ただいまから令和元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条の規定により，署名者は助木議員及び五島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，議席の一部変更を行います。 

 この際，報告申し上げます。 

 先般，４月26日付で庄原市議会選出議員の赤木議員から組合議員の辞職願が提

出されました。 

 閉会中であった経緯から，地方自治法第126条の規定により許可しましたこと
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を報告いたします。 

 今回，赤木議員が辞職されたことにより，新たに庄原市議会選出議員として徳

永泰臣議員が組合議会議員として就任されましたので，会議規則第４条第３項の

規定により，議席の一部変更を行います。 

 御異議ございませんか。 

            〔「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。 

 議席は現在御着席のとおりといたします。 

 これより議事の都合により副議長と交代をいたします。 

            （議長交代） 

○副議長（坂本義明君） 議長を交代いたしました。よろしくお願いいたしま

す。 

 このたび，杉原利明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，議題とすることに異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（坂本義明君） 異議なしと認めます。 

 よって，議長辞職の件を追加し，議題といたします。 

 追加日程として，議長の辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定によって，杉原利明議長の退場を求めます。 

            （杉原議長退室） 

○副議長（坂本義明君） それでは，辞職願を朗読させます。 

○（議会事務局職員） 失礼いたします。辞職願を読み上げさせていただきま

す。 

 辞職願。令和元年５月31日。備北地区消防組合議会副議長様。 

 このたび，組合議員全員協議会における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杉原利明。 

 以上でございます。 

○副議長（坂本義明君） それでは，お諮りいたします。 
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 杉原利明議員の議長の辞職を許可することに異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（坂本義明君） 異議なしと認めます。 

 したがって，杉原利明議員の議長の辞職を許可することに決定しました。 

 杉原利明議員，入室してください。 

            （杉原議員自席へ） 

○副議長（坂本義明君） 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。 

 これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（坂本義明君） 異議なしと認めます。 

 よって，追加日程，議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については，地方自治法第118条第２項の規定により指名推選にい

たしたいと思います。 

 御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（坂本義明君） 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いたしました。 

 指名の方法について，動議を求めます。 

 〔14番 保実治君，挙手して発言を求める〕 

○副議長（坂本義明君） 保実議員。 

○14番（保実治君） 動議を提出します。 

 指名者は，当組合議会副議長の坂本副議長の指名によることを提案いたしま

す。 

○副議長（坂本義明君） ただいま保実議員から，指名者について副議長の私，

坂本義明を望む提案がありました。 

 ここで，お諮りいたします。 

 この動議のとおり決定することに異議ございませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（坂本義明君） 異議なしと認めます。 

 それでは，副議長の私，坂本が指名させていただきます。 

 議長に，このたび当組合議会議員に就任された庄原市議会選出議員の徳永泰臣

議員を推薦いたします。 

 お諮りします。 

 庄原市議会選出議員の徳永泰臣議員を議長の当選人と定めることに御異議ござ

いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（坂本義明君） 異議なしと認めます。 

 よって，指名いたしました徳永泰臣議員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項により告知いたします。 

 議長就任の承諾と御挨拶をお願いいたします。 

○10番（徳永泰臣君） それでは，失礼いたします。ただいま備北地区消防組合

の議長に推薦をいただきました徳永でございます。 

 ２年ぶりにこの消防議会に復帰をさせていただきまして，議長ということで本

当に身の引き締まる思いでございますが，しっかり重職ではございますが果たし

ていきたいと思います。 

 これからの消防議会が三次市，庄原市の市民の皆様の生命，財産を守っていく

使命を果たしていけるように消防議会としてしっかりと支えていきたいと思って

おります。２年間ではございますが，どうか皆様の御協力をよろしくお願いいた

しまして挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（坂本義明君） それでは，議長が決まりましたので，議長を交代いた

します。 

            （議長交代） 

○議長（徳永泰臣君） それでは，議長を交代いたしました。 

 それでは，引き続きまして坂本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，議題とすることに異議ありませんか。 
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            〔「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，副議長辞職の件を日程に追加し，議題といたします。 

 追加日程として，副議長の辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定によって，坂本副議長の退場を求めます。 

            （坂本副議長退室） 

○議長（徳永泰臣君） それでは，辞職願を朗読させます。 

○（議会事務局職員） 失礼します。辞職願を読み上げさせていただきます。 

 辞職願。令和元年５月31日。備北地区消防組合議会議長様。 

 このたび，組合議員全員協議会における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坂本義明。 

 以上でございます。 

○議長（徳永泰臣君） お諮りいたします。 

 坂本議員の副議長の辞職を許可することに異議ありませんか。 

            〔「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。 

 したがって，坂本議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 坂本議員，入室してください。 

            （坂本議員自席へ） 

○議長（徳永泰臣君） ただいま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，副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。 



- 8 - 

            〔「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。 

 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。 

 〔14番 保実治君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 保実議員。 

○14番（保実治君） 動議を提出します。 

 指名者は，当組合議会議長の徳永議長の指名によることを提案いたします。 

○議長（徳永泰臣君） ただいま保実議員から，指名者について当組合議会議長

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。 

 それでは，当組合議会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，徳永泰臣が指名させていただきます。 

 副議長に，三次市議会選出議員の竹原孝剛議員を推薦します。 

 お諮りします。 

 三次市議会選出議員の竹原孝剛議員を副議長の当選人と定めることに異議あり

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。 

 したがって，指名しました竹原孝剛議員が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました竹原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項により告知いたします。 

 副議長就任の承認と挨拶をお願いします。 

 〔16番 竹原孝剛君，挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 竹原議員。 

○16番（竹原孝剛君） ただいま組合議会の副議長に選出されました竹原でござ

います。 
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 今，消防行政というのは非常に，先日の事件もあったように重要性が叫ばれて

おって，さらに充実をしていかないとならないということが全国的にも言われて

いるところでありまして，この三次市においてもそういう事件，事故，災害な

ど，あってはなりませんが，あった場合，しっかりと対応できるような体制を構

築しなくてはならないというふうに思っています。 

 そういう意味で，徳永議長の補佐をし，しっかりとした体制ができるように頑

張ってまいりたいと思いますので，皆さんの御協力をどうぞよろしくお願いいた

します。よろしくお願いいたします。 

○議長（徳永泰臣君） それでは，次の日程の前に，管理者福岡三次市長から挨

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（福岡誠志君），挙手して発言を求める〕 

○議長（徳永泰臣君） 管理者三次市長。 

○管理者三次市長（福岡誠志君） 開会に当たりまして一言御挨拶をさせていた

だきたいと思います。 

 本日，令和元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，厚くお礼を申し上

げます。 

 また，備北地区消防組合の運営につきましては，議員の皆様の御理解と御協力

により順調に業務を推進しているところであり，心から感謝を申し上げる次第で

ございます。 

 さて，去る４月21日に執行された三次市長選挙におきまして，三次市民の皆様

からの温かい御支援をいただき市長に就任させていただくことになり，新たに三

次市政を担わせていただくことになりました。あわせて，備北地区消防組合の管

理者に就任させていただくことになり，その責任の大きさを痛感しているところ

でございます。 

 備北地区の住民の皆様の安全・安心のため，できる限りの努力をさせていただ

く所存でございますので，どうぞ議員各位の格別の御支援と御協力を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 さらに，５月20日の三次市議会臨時会におきまして，堂本昌二さんを副市長と

して全会一致で御同意いただき選任いたしましたので，備北地区消防組合の副管



- 10 - 

理者として私同様，御支援と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 先ほど，徳永議長，竹原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いただきま

すようお願いいたします。 

 今年度は，５月１日に新天皇が即位され，新元号が令和となり，新たな時代が

幕あけいたしました。10月には消費税の引き上げ，令和２年には東京オリンピッ

ク・パラリンピックを控えるなど，社会背景は刻々と変化している中，当消防組

合も先見的な視点で消防行政を展開していくことが不可欠な時代となっていま

す。 

 昨年は，大阪北部を震源とする地震や震度７を観測した北海道胆振東部地震，

広島県においては平成30年７月豪雨など，各地で甚大な被害が発生し，多くの尊

い命，財産が奪われました。 

 改めまして犠牲になられた方々へ心から哀悼の意をささげますとともに，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・復興をお祈りいたすところでござい

ます。 

 近年，各地で頻発する大規模災害や火事，事故などに対する住民の皆様の消防

行政に寄せられる期待は日増しに高まっており，その期待に応えることはもちろ

んのこと，現場活動を行う消防職員の安全を確保していくことは今後，管理者と

してより一層重要な職務となってくるものであると考えております。 

 結びになりましたが，今後も住民の皆様の負託に応えるため，昨年７月の豪雨

災害を教訓とし，住民の皆様の声に寄り添い，住民の生命と財産を守ることを最

優先に，災害に強い，安全で安心なまちづくりを推進してまいる所存でありま

す。 

 本日は，消防ポンプ自動車に係る動産の買い入れや，監査委員及び公平委員会

委員の選任同意など，議案５件を提案することとしております。 

 なお，管内災害状況など消防行政の詳細につきましては，後ほど消防長から説

明を申し上げます。 

 それでは，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，御

挨拶にかえさせていただきます。 



- 11 - 

○議長（徳永泰臣君） 日程第２，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） 異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日１日間と決定いたしました。 

 日程第３，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） 失礼いたします。お許しをいただきましたので，今

年に入ってからの火災などの災害状況及び今年度現在までの消防行政の執行状況

につきまして御報告させていただきます。 

 一昨日までの火災発生状況につきましては，お手元にお配りいたしております

Ａ４，２枚物の行政報告資料を御覧ください。 

 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一昨日までに43件発

生し，前年の同期の41件に比較しますと２件増加しております。 

 また，庄原市におきましては建物火災で１名の方がお亡くなりになり，管内に

おいてその他の火災などの初期消火活動中に７名の方が負傷されております。 

 市別の火災発生状況は，三次市が28件，前年比６件の増加，庄原市が15件，前

年比４件の減少であります。 

 全火災件数の６割強を占めております林野火災，その他の火災は，依然として

多く発生いたしております。 

 当組合では，両市消防団とも連携し，車両による火災予防広報，また両市の御

協力をいただき各支所などからの火災予防広報を徹底しておるところでございま

す。 

 しかしながら，３月から５月にかけての林野，その他の火災は頻発しており，

両市消防団及び両市役所ともさらなる連携により，徹底した火災予防広報や住宅

防火訪問の機会を増やし，住民の方に林野，その他の火災の未然防止を強く訴え
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てまいりたいと考えております。 

 次に，救急・救助出場状況についてでございます。 

 救急は，一昨日現在，1,743件出場し，1,652名の方を搬送しており，前年同期

に比較して出場件数で54件，搬送人員で71名減少しております。 

 救助につきましては，一昨日現在，21件出動し，11名の方を救助いたしており

ます。 

 また，高速道路への出動状況でございますが，中国自動車道及び尾道松江道に

10件出場し，内訳は中国自動車道６件，尾道松江道に４件の出場となっておりま

す。 

 次に，ドクターヘリの活用につきましては，備北地区消防組合管内には広島

県，島根県，そして昨年３月26日に運行開始いたしました鳥取県のドクターヘリ

が飛来しております。 

 ドクターヘリの要請件数は８件で，内訳につきましては広島県が５件，島根県

が１件，鳥取県が２件でございます。 

 次に，消防車両など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が，まず消防車両の更新でござ

います。 

 今年度におきましては，東城消防署に配備しております救助工作車及び水槽付

消防ポンプ自動車の２台を両方の機能を備えた救助資機材積載型水槽付消防ポン

プ自動車として整備いたします事業は，６社指名いたしましてそのうち３社が辞

退され，去る４月25日に３社で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，３回目において最低価格で応札されました株式会社三葉ポンプ様と交

渉した結果，見積書の提出があり，その金額が予定価格以下であったため，地方

自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定に基づきまして，随意契約により

税込み価格6,072万円で５月８日付で仮契約に至っております。 

 また，予定価格2,000万円以上の動産の買い入れということで議会の議決に付

すべき財産の取得であることから，本臨時会へ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。 

 なお，この車両は各種救助資機材を積載しているとともに，水を1,000リット
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ル積載し泡放水もできる消防車両で，人員の少ない東城消防署では最高の戦力と

なる車両であり，しかも水利のない山間部，高速道路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。 

 また，本日の上程案件ではございませんが，庄原消防署の資機材搬送車，また

庄原消防署西城出張所の高規格救急自動車の更新につきましては，入札に向けて

事務処理を進めておる段階でございます。 

 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させていただけ

ればと考えております。 

 次に，無人航空機ドローンの導入に向けてでございますが，約１年半をかけド

ローンの有効性を検証するため，さまざまなシチュエーションにより検証を行わ

せていただき，災害対応には不可欠なアイテムであるという結論に達し，今年度

当初予算に計上させていただき，昨年度３月定例議会におきまして今年度当初予

算を御議決いただき，今年度ドローンを導入する運びとなりました。 

 このドローンの機体につきましても，導入に向け入札，運用規定等の整備，操

縦士の育成等，順次事務処理を行っており，６月下旬には機体の入札を行い，早

期に運用を開始したいと考えております。 

 次に，職員体制でございますが，本年４月に採用しました12名の職員のうち，

６名は４月４日から約４カ月間，広島県消防学校の初任教育課程に入校し，訓練

はもとより消防関係法規などの座学研修を受けております。 

 残り６名につきましては，三次消防署，庄原消防署，東城消防署及び口和出張

所に配属し勤務させております。今年度，他の消防本部出身の職員を採用いたし

ました１名がおりますので，その職員を除いた５名は８月19日からの広島県消防

学校での後期初任教育課程に備え，現場での研修を実施しております。 

 また，平成29年度から広島県防災航空隊へ職員１名を派遣いたしております

が，今年度末まで引き続いて航空隊で勤務してもらうことになっております。 

 次に，救急救命士の養成につきましては，昨年度，北九州市にあります救急救

命士九州研修所で研修した３名は，３月に実施された国家試験に合格し，４月に

救急救命士としての登録が完了，昨年採用した救急救命士養成専門学校を卒業

し，国家試験に合格した職員１名とともに，今週月曜日の27日から約１カ月間，

三次中央病院及び庄原赤十字病院において病院実習を行っており，研修修了後に



- 14 - 

救急救命処置ができる救急救命士として活躍してもらうことになっております。 

 したがいまして，この４名を含め，現在，備北地区消防組合の救急救命士の有

資格者は47名で，３消防署７出張所の現場へ配置している救急救命士は44名であ

ります。 

 また，今年度の救急救命士の養成は有資格者の退職などを考慮し，３名の職員

を９月から７カ月間，北九州市にあります救急救命九州研修所におきまして国家

試験受験に向け研修させることといたしております。 

 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ます。 

 次に，今後予定しております主な行事と訓練ですが，７月18日，岡山市で中国

地区消防救助技術指導会が開催されます。中国地区大会出場に向けて各署所とも

救助訓練に取り組んでおります。 

 また，11月30日，12月１日の両日，高知県須崎市で開催されます中国四国ブロ

ック緊急消防援助隊合同訓練が計画されており，当組合からも消火部隊，救助部

隊，救急部隊，後方支援部隊のうちから何隊か参加する予定となっております。

この訓練は，大規模災害が発生した際，防災関係機関及び緊急消防援助隊相互の

連携強化を図ることを目的に実施されるものであります。 

 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危険物，高圧ガス，火薬などの対象物施設の立入

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。 

 終わりに，構成市の財政事情を踏まえ，経費の節減と機械器具の愛護，そして

事故防止を心がけ，今後も訓練を積み重ね，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（徳永泰臣君） 行政報告について質疑がありますか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（徳永泰臣君） 質疑なしと認めます。 

 日程第４，議案第３号備北地区消防組合火災予防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３

号備北地区消防組合火災予防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，不正競争防止法等の一部を改正する法律，住宅用防災機器の設置及び

維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布

されたことにより，関係条例である備北地区消防組合火災予防条例の一部を改正

しようとするものであります。 

 内容は，日本工業規格が日本産業規格に変更されたため，条例中の用語の整

理，消防用設備の設置に関する基準細目等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お願い申し上げます。 

○議長（徳永泰臣君） 質疑がある方の発言を求めます。 

            〔「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。 

 これにて討論を終結いたします。 

 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３号備北地区消防組合火災予防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いたしました。 

 日程第５，議案第４号備北地区消防組合手数料条例の一部を改正する条例
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（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４

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，不正競争防止法等の一部を改正する法律が公布されたことにより，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。 

 内容は，日本工業規格が日本産業規格に変更されたため，条例中の用語を改め

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お願

いを申し上げます。 

○議長（徳永泰臣君） 質疑がある方の発言を求めます。 

            〔「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。 

 これにて討論を終結いたします。 

 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４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）

については原案のとおり可決いたしました。 

 日程第６，議案第５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（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。 
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○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５

号動産の買入れ（救助資機材積載型水槽付消防ポンプ自動車）について御説明申

し上げます。 

 本案は，現在，東城消防署に配備しております救助工作車及び水槽付消防ポン

プ自動車がいずれも登録から20年以上を経過しており，老朽化が著しいことから

更新しようとするもので，このたび２台の更新ではなく，救助工作車と水槽付消

防ポンプ自動車の２台の機能を１台に集約した車両として，救助資機材積載型水

槽付消防ポンプ自動車を導入しようとするものであります。 

 去る４月25日に３社で３回の入札を執行いたしましたが，いずれも入札金額が

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，３回目において

最低価格で応札した株式会社三葉ポンプと交渉した結果，見積書の提出があり，

見積金額が予定価格以下であったため，地方自治法施行令第167条の２第１項第

８号の規定に基づく随意契約により５月８日に金6,072万円で仮契約を行いまし

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，御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（徳永泰臣君） 質疑がある方の発言を求めます。 

            〔「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。 

 これにて討論を終結いたします。 

 お諮りします。 

 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５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。 

 日程第７，議案第６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



- 18 - 

ついてを議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により，保実議員の退室を求めます。 

            （保実議員退室） 

○議長（徳永泰臣君） 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６

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政野太監査委員から

辞表が提出され，現在，空席となっています。 

 今回，保実治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，御同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 異議なしと認めます。 

 よって，議案第６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（徳永泰臣君） 日程第８，議案第７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（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７
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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古永雅則氏が本年６月30日付で任期満了とな

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るもの

であります。 

 なお，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（徳永泰臣君） 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（徳永泰臣君） 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。 

 これにて令和元年５月備北地区消防組合議会臨時会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

            午前10時37分 閉会 
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