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令和３年第２回西はりま消防組合議会臨時会議事日程  

              令和２年６月３０日（水）午後４時０２分開議  

 

１  開会あいさつ（議長・管理者）  

２  開会宣告  

３  開議宣告  

  日程第  １  議席の指定  

  日程第  ２  会議録署名議員の指名  

        （５番  山下  由美  議員、７番  長谷川  正信  議員）  

  日程第  ３  会期の決定（令和３年６月３０日（水）の１日）  

  （日程追加  議長の辞職について）  

  （日程追加  議長の選挙について）  

  （日程追加  副議長の辞職について）  

  （日程追加  副議長の選挙について）  

  日程第  ４  同意第３号  西はりま消防組合監査委員選任の同意を求めること  

              について  

  日程第  ５  同意第４号  西はりま消防組合監査委員選任の同意を求めること  

              について  

  日程第  ６  議案第６号  財産の取得について  

  日程第  ７  議案第７号  財産の取得について  

  日程第  ８  議案第８号  令和３年度西はりま消防組合一般会計補正予算  

              （第１号）  

４  閉会宣告  

５  閉会あいさつ（議長・管理者）  
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会議に出席した議員  

 

        １番  前  川  郁  典    ２番  角  石  茂  美  

        ３番  松  下  信一郎    ４番  永  富    靖  

        ５番  山  下  由  美    ６番  飯  田  吉  則  

        ７番  長谷川  正  信    ８番  中  薮  清  志  

        ９番  廣  利  一  志   １０番  石  堂    基  

 

会議に欠席した議員 

 

 

 

議事に関係した事務局職員  

 

消防本部総務課  

主幹  孝橋  邦彦    副主幹 横家  秀樹  
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地方自治法第１２１条の規定による出席者  

 

     管理者(たつの市長) 山本   実   副管理者(相生市長) 谷口  芳紀  

     副管理者(宍粟市長) 福元  晶三   副管理者(太子町長) 服部  千秋  

     副管理者(佐用町長) 庵逧  典章   消 防 長 満田  利郎  

     次 長 栗岡  耕治   相 生 消 防 署 長 栗岡  英夫  

     たつの消防署長 内海  武彦   宍 粟 消 防 署 長 橋岡   透  

     太 子 消 防 署 長 井上   仁   佐 用 消 防 署 長 眞島   順  

     消防本部総務課長 坂元  誠吾   消 防 本 部 予 防 課 長 米津  芳彦  

     消防本部警防課長 置村  哲也   消防本部情報指令室長 山下   悟  
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開会あいさつ  

議長あいさつ  

○議長（松下信一郎議員）  

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。  

 梅雨の季節の中、日増しに暑さも加わってまいりました。新型コロナウイルス感染

症については、４月２５日に発令された三度目の緊急事態宣言は解除されましたが、

まん延防止等重点措置へと移行し、まだまだ予断を許さない状況でございます。  

 また、７月下旬から９月上旬には東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開

催が予定されており、人流の増加による再流行も懸念されるところでございます。  

 こうした中、議員各位にはご健勝にてご参集賜り、本日ここに、令和３年第２回西

はりま消防組合議会臨時会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶に堪えない

次第でございます。  

 さて、今期臨時会には、既にお手元にお届けしておりますとおり、管理者より付議

されました監査委員の選任、契約案件及び補正予算を審議する予定といたしておりま

す。いずれも重要な案件でございますので、議員各位におかれましては、慎重にご審

議いただき、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。  

 また、議事運営につきましても、議員の格段のご協力を賜りますようお願い申し上

げまして、開会の挨拶とさせていただきます。  

 それでは、議事を進めてまいります。  

 管理者。  

 

管理者あいさつ  

○管理者（山本実市長）  

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。  
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 梅雨の晴れ間にのぞく青空に、夏らしさを感じる季節となりました。  

 本日ここに、令和３年第２回西はりま消防組合議会臨時会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては、ご健勝にてご出席を賜り、ここに開会が宣せられる

運びとなりましたことに対しまして、厚くお礼申し上げます。  

 また、今期臨時会には、各構成市町の議会から新たに６名の議員の皆様にご出席い

ただいております。議員各位におかれましては、本西はりま消防組合発展のため、格

別のご理解、ご協力、そしてご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

 さて、今期臨時会でご審議をいただきます案件は、既にお手元にお届けいたしてお

りますとおり同意案件が２件、財産の取得が２件、補正予算と計５件でございます。  

 これらの案件は、いずれも重要なものばかりでございますので、何とぞ慎重なるご

審議をいただきまして、全議案につきまして、原案のとおりご賛同賜りますようお願

い申し上げまして、開会の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。  

 

開  会 宣  告  

○議長（松下信一郎議員）  

 ただいまより、令和３年第２回西はりま消防組合議会臨時会を開会いたします。  

 

開  議 宣  告  

○議長（松下信一郎議員）  

 これより本日の会議を開きます。  

 この際、ご報告いたします。  

 監査委員より、地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により実施した定期

監査等の結果報告１件及び同法第２３５条の２第１項の規定により実施した例月出納

検査の結果報告１件が提出されており、その写しをお手元に配付いたしておりますの

でご清覧願います。  
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 次に、本日の出席議員数及び地方自治法第１２１条の規定による説明のための出席

を求めた者の職・氏名について、消防本部総務課長より報告させます。  

 消防本部総務課長。  

 

○消防本部総務課長（坂元誠吾）  

 命によりご報告いたします。  

 まず、本日の出席議員数についてでありますが、定数１０名に対し、出席議員は  

１０名であります。  

 次に、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため本臨時会に出席を求めた者

の職・氏名についてでありますが、お手元に配付いたしております名簿のとおりでご

ざいますので、ご清覧願います。  

 

○議長（松下信一郎議員）  

 消防本部総務課長の報告のとおり、本日の出席議員は過半数を満たしておりますの

で、地方自治法第１１３条に規定する定足数に達しております。  

 よって、会議は成立いたします。  

 以上で報告を終わります。  

 

～日程第１  議席の指定～  

○議長（松下信一郎議員）  

 これより日程に入ります。  

 日程第１、「議席の指定」を行います。  

 議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長において指定します。  

 議席につきましては、ただいまご着席の議席を指定いたします。  
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～日程第２  会議録署名議員の指名～  

○議長（松下信一郎議員）  

 次に、日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第６９条の規定により、議長において、５番、山下由

美議員、７番、長谷川正信議員を指名いたします。  

 両議員、よろしくお願いいたします。  

 

～日程第３  会期の決定～  

○議長（松下信一郎議員）  

 次に、日程第３、「会期の決定」を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（松下信一郎議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、会期は、本日１日と決定いたしました。  

 このままの状態で暫時休憩といたします。  

 

～日程追加  議長の辞職について～  

○副議長（石堂基議員）  

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

 松下議長が一身上の都合により退席されておりますので、その間、私が議長の職務

を行います。  
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 議事進行につきましては、議員各位のご協力をよろしくお願いいたします。  

 この際、ご報告いたします。  

 ただいま、３番、松下信一郎議員から、一身上の都合により本日付をもって、議長

を辞職したい旨の辞職願が提出されました。  

 お諮りいたします。  

 「議長の辞職について」を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○副議長（石堂基議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、「議長の辞職について」を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 地方自治法第１０８条及び会議規則第７５条第２項の規定により、３番、松下信一

郎議員の議長辞職を許可することに決してご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○副議長（石堂基議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、３番、松下信一郎議員の議長辞職を許可することに決しました。  

 

～日程追加  議長の選挙について～  

○副議長（石堂基議員）  

 ただいまの辞職により議長が欠員となりました。  

 お諮りいたします。  

 「議長の選挙について」を本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います
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が、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○副議長（石堂基議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、「議長の選挙について」を議題とし、直ちに選挙を行います。  

 お諮りします。  

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推薦の

方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○副議長（石堂基議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、選挙の方法は、指名推薦によることに決定いたしました。  

 さらにお諮りいたします。  

 指名の方法については、副議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○副議長（石堂基議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、副議長において指名することに決定いたしました。  

 議長に、４番、永富靖議員を指名いたします。  

 ただいま副議長が指名いたしました永富靖議員を議長の当選人と定めることにご異

議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○副議長（石堂基議員）  

 ご異議なしと認めます。  
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 よって、ただいま指名いたしました永富靖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永富靖議員が議場におられますので、本席から議

長の当選を告知いたします。  

 ただいま当選されました永富靖議員より発言を求められておりますので、これを許

します。  

 永富議員。  

 

○新議長（永富靖議員）  

 失礼いたします。皆様の温かいご推挙によりまして、このたび議長をお受けするこ

とになりました、たつの市の永富でございます。よろしくお願いいたします。  

 これから１年間、皆さんのご指導とご協力によりまして、議長としての大役を務め

させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 

○副議長（石堂基議員）  

 新議長の挨拶は終わりました。  

 永富議長、議長席にお着きください。  

 

○議長（永富靖議員）  

 事務引継ぎのため、このままの状態で暫時休憩といたします。  

休憩  

 

～日程追加  副議長の辞職について～  

○議長（永富靖議員）  
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 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

 ただいま、１０番、石堂基議員から一身上の都合により、本日付をもって副議長を

辞職したい旨の辞職願が提出されました。  

 お諮りいたします。  

 「副議長の辞職について」を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、「副議長の辞職について」を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 地方自治法第１０８条及び会議規則第７５条第２項の規定により、１０番、石堂  

基議員の副議長辞職を許可することに決してご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、１０番、石堂基議員の副議長辞職を許可することに決しました。  

 

～日程追加  副議長の選挙について～  

○議長（永富靖議員）  

 ただいまの辞職により、副議長が欠員となりました。  

 お諮りいたします。  

 「副議長の選挙について」を本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、「副議長の選挙について」を議題とし、直ちに選挙を行います。  

 お諮りします。  

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定による指名推薦の

方法によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。  

 さらに、お諮りいたします。  

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、議長において指名することに決定いたしました。  

 副議長に、２番、角石茂美議員を指名いたします。  

 お諮りいたします。  

 ただいま副議長が指名いたしました角石茂美議員を副議長の当選人と定めることに

ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。  
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 よって、ただいま指名いたしました角石茂美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角石茂美議員が議場におられますので、本席から

副議長の当選を告知いたします。  

 ただいま当選されました角石茂美議員より発言を求められておりますので、これを

許します。  

 

○新副議長（角石茂美議員）  

 失礼いたします。ただいま皆さん方から温かいご推挙によりまして、副議長の職務

に指名いただきました。今から１年間、永富議長を支えながら西はりま消防組合議会

の円滑な議会運営をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 また、議員各位におかれましては、各段の御協力・御指導をよろしくお願いいたし

ます。  

 

○議長（永富靖議員）  

 副議長の挨拶は終わりました。  

 

～日程第４  同意第３号～  

○議長（永富靖議員）  

 次に、日程第４、「同意第３号  西はりま消防組合監査委員選任の同意を求めるこ

とについて」を議題といたします。  

 これより上程議案に対する説明を求めます。  

 

○管理者（山本実市長）  

 議長。  
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○議長（永富靖議員）  

 管理者。  

 

○管理者（山本実市長）  

 ただいま議題となりました「同意第３号  西はりま消防組合監査委員選任の同意を

求めることについて」につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上

げます。  

 本件は、必要を要するものとして選任されております。太子町選出の蓮本了遠監査

委員から辞任したい旨の申し出があり、管理者において、これを承認いたしました。  

 つきましては、新たに太子町から推薦のあった村瀬敏紀氏を本組合監査委員として

選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める

ものでございます。  

 ご高承のとおり、監査委員は地方自治法の定めるところにより、組合の財務に関す

る事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査することをその職務とするもので、

行政運営に関し優れた識見を有する者及び議会議員のうちから、それぞれ１名を議会

の同意を得て選任することになっております。  

 このたび選任しようとする村瀬敏紀氏の経歴につきましては、別添資料のとおりで

ございますが、人格高潔にし、豊かな経験を有し適任者であると確信いたしておりま

す。何とぞ慎重ご審議の上、満場一致の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、

説明を終わらせていただきます。  

 

○議長（永富靖議員）  

 上程議案に対する説明は終わりました。  

 これより、上程議案に対する質疑に入ります。  
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 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、質疑を終結し、直ちに討論に入ります。  

 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。  

 お諮りいたします。  

 上程中の同意第３号は、原案のとおり同意することに決してご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。よって、同意第３号は原案のとおり同意されました。  

 

～日程第５  同意第４号～  

○議長（永富靖議員）  

 次に、日程第５、「同意第４号  西はりま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。これより、上程議案に対する説明を求めます。  

 地方自治法第１１７条の規定により、８番、中薮清志議員の退室を求めます。  

（中薮議員  退室）  

 

○管理者（山本実）  

 議長。  
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○議長（永富靖議員）  

 管理者。  

 

○管理者（山本実）  

 ただいま議題となりました「同意第４号  西はりま消防組合監査委員の選任の同意

を求めることについて」につきまして、提案理由及びその内容について、ご説明を申

し上げます。  

 本件は、組合議会議員のうちから選任された監査委員について、前回まで監査委員

でありました議員が、今期の当組合議会議員に選出されておらず、現在不在となって

おります。つきましては、新たに太子町選出である中薮清志議員を本組合監査委員と

して選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意を求

めるものでございます。  

 このたび選任しようとする中薮清志議員の経歴につきましては、別添資料のとおり

でございまして、人格高潔にし、豊かな経験を有し適任者であると確信いたしており

ます。  

 何とぞ慎重ご審議の上、満場一致の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、

説明を終わらせていただきます。  

 

○議長（永富靖議員）  

 上程議案に対する説明は終わりました。  

 これより、上程議案に対する質疑に入ります。  

 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、質疑を終結し、直ちに討論に入ります。  
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 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。  

 お諮りいたします。  

 上程中の同意第４号は、原案のとおり同意することに決してご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。よって、同意第４号は原案のとおり同意されました。  

 ここで、ただいま監査委員に同意されました中薮清志議員より発言を求められてお

りますので、これを許します。  

（中薮議員  入室）  

○監査委員（中薮清志議員）  

 ただいま監査委員にご同意いただきました太子町議会議員の中薮でございます。  

 このたびは、皆様方のご支援をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。  

 今後は、監査委員としての職責を全うするため、誠実公正にその責務を遂行してい

きたいと存じております。  

 皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますことをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございます。  

 

～日程第６  議案第６号～  

○議長（永富靖議員）  

 次に、日程第６、「議案第６号  財産の取得について」を議題といたします。  

 これより、上程議案に対する説明を求めます。  
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○消防長（満田利郎）  

 議長。  

 

○議長（永富靖議員）  

 消防長。  

 

○消防長（満田利郎）  

 ただいま議題となりました「議案第６号  財産の取得について」につきまして、提

案理由のご説明を申し上げます。  

 本議案につきましては、西はりま消防組合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条の規定に基づき提案するものでございます。  

 今回購入する車両につきましては、たつの消防署光都分署及び宍粟消防署に配備す

る災害対応特殊救急自動車でありまして、車両の損傷、ショックの減衰等性能の低下

などを勘案し、車両整備計画に基づき、今年度更新するものでございます。  

 次に、契約方法でございますが、制限付き一般競争入札を去る５月２６日に執行し

た結果、兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所が６，７８２万６，０００円で落札し

ましたので、今回購入契約を締結しようとするものでございます。  

 以上で、議案第６号「財産の取得について」の提案説明を終わらせていただきます

が、何とぞ、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。  

 

○議長（永富靖議員）  

 上程議案に対する説明は終わりました。  

 これより、上程議案に対する質疑に入ります。  

 ご発言ございませんか。  
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（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、質疑を終結し、直ちに討論に入ります。  

 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。  

 お諮りいたします。  

 上程中の議案第６号は、原案のとおり可決することに決してご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。  

 

～日程第７  議案第７号～  

○議長（永富靖議員）  

 次に、日程第７、「議案第７号  財産の取得について」を議題といたします。これ

より、上程議案に対する説明を求めます。  

 

○消防長（満田利郎）  

 議長。  

 

○議長（永富靖議員）  

 消防長。  
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○消防長（満田利郎）  

 ただいま議題となりました議案第７号「財産の取得について」につきまして、提案

理由のご説明を申し上げます。  

 本議案につきましては、西はりま消防組合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条の規定に基づき提案するものでございます。  

 今回購入する車両につきましては、佐用消防署に配備する救助工作車の機能も兼ね

て運用する災害対応特殊消防ポンプ自動車でありまして、車両の腐食、ポンプ性能の

低下などを勘案し、車両整備計画に基づき、今年度更新するものでございます。  

 次に、契約方法でございますが、制限付き一般競争入札を去る５月２６日に執行し

た結果、長野ポンプ株式会社大阪営業所が７，１５０万円で落札しましたので、今回

購入契約を締結しようとするものでございます。  

 以上で、議案第７号「財産の取得について」の提案説明を終わらせていただきます

が、何とぞ、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。  

 

○議長（永富靖議員）  

 上程議案に対する説明は終わりました。  

 これより、上程議案に対する質疑に入ります。  

 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、質疑を終結し、直ちに討論に入ります。  

 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。  
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 お諮りいたします。  

 上程中の議案第７号は、原案のとおり可決することに決してご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。  

 

～日程第８  議案第８号～  

○議長（永富靖議員）  

 次に、日程第８、「議案第８号  令和３年度西はりま消防組合一般会計補正予算

（第１号）」を議題といたします。これより、上程議案に対する説明を求めます。  

 

○消防長（満田利郎）  

 議長。  

 

○議長（永富靖議員）  

 消防長。  

 

○消防長（満田利郎）  

 失礼いたします。  

 それでは、ただいま議題となりました「議案第８号  令和３年度西はりま消防組合

一般会計補正予算（第１号）」につきまして、提案理由及びその内容についてご説明

申し上げます。  

 まず、提案の理由でございますが、新型コロナウイルス等感染症予防に係る施設整

備として補正を行うもので、歳入において、たつの市及び太子町からの負担金を増額
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し、歳出においては需用費及び備品購入費の増額を行うものです。  

 次に、補正額につきましては、歳入歳出をそれぞれ１９１万２，０００円増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億１０８万４，０００円といたします。  

 以上で、議案第８号についての提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重

ご審議賜り、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。  

 

○議長（永富靖議員）  

 上程議案に対する説明は終わりました。  

 これより、上程議案に対する質疑に入ります。  

 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、質疑を終結し、直ちに討論に入ります。  

 ご発言はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご発言がないので、討論を終結し、直ちに表決に入ります。  

 お諮りいたします。  

 上程中の議案第８号は、原案のとおり可決することに決してご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

○議長（永富靖議員）  

 ご異議なしと認めます。  

 よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。  
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閉  会 宣  告  

 

○議長（永富靖議員）  

 以上で、今期臨時会に付議されました案件は全て議了いたしました。  

 これをもって、令和３年第２回西はりま消防組合議会臨時会を閉会といたします。  

 

閉会あいさつ  

 

○議長（永富靖議員）  

 閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げます。  

 本臨時会に付議された案件につきましては、議員各位の慎重なご審議により、滞り

なく議了できましたことに対し、厚くお礼を申し上げます。  

 さて、去る６月２日、たつの市の揖保川において、溺れかけた子供の救助に向かっ

た男性が子供を岸まで搬送した後、お亡くなりになるという、大変痛ましい事故が発

生しました。お亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈りするとともに、ご家族

の皆様にお悔みを申し上げます。  

 理事者におかれましては、本格的な出水期を迎えるに当たり、水難事故への対応や、

突発的な自然災害への警戒と対策に万全を期すようお願い申し上げますとともに、今

後も引き続き、消防組織、施設の充実につながるよう一層のご精進とご尽力を賜りま

すことを願うものでございます。  

 また、緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染症につきまして

は、住民の安全・安心のための対策を構成市町と一体となって御尽力を賜りますよう

お願い申し上げます。  

 議員各位におかれましては、くれぐれも健康にご留意賜り、西はりま消防組合の発
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展と議会活動の充実のため、一層の御尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉

会のご挨拶とさせていただきます。  

 それでは、本日の会議をこれで終了させていただきます。  

 どうも、ご苦労さまでございました。  

 

管理者あいさつ  

 

○管理者（山本実市長）  

 議長。  

 

○議長（永富靖議員）  

 管理者。  

 

○管理者（山本実市長）  

 令和３年第２回西はりま消防組合議会臨時会の閉会に当たり、一言お礼のご挨拶を

申し上げます。  

 今期臨時会は、監査委員の選任、財産の取得、補正予算と提案いたしました全ての

議案につきまして、原案のとおり同意・可決いただきましたことに対しまして、心か

ら厚くお礼申し上げます。誠にありがとうございました。  

 さて、梅雨時期は本番を迎え、集中豪雨や台風が多く発生する出水期を迎えます。  

 また、緊急事態宣言の解除後におきましても、新型コロナウイルス感染症対策は、

引き続き喫緊の課題となっております。  

 本組合といたしましては、住民の皆様の安全・安心を確保するため、あらゆる事案

に迅速に対応できるよう常に緊張感を持ち、組織一丸となって取り組んでまいります。  
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 組合議員の皆様には引き続き、ご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。  

 終わりに臨み、議員の皆様方のますますのご健勝とご活躍を祈念申し上げ、閉会の

御挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。  

 

○議長（永富靖議員）  

 皆様、お疲れさまでございました。  

（午後４時３２分閉会）  



－26－ 

 地方自治法第１２３条の規定により署名する。  

  令和３年６月３０日  

 

 

 

            西はりま消防組合議会議長  

 

            会議録署名議員    

 

            会議録署名議員    


