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議 事 日 程（平成 25年５月27日 午前９時55分開会）  

 

日程第１   選  第１号   枚方寝屋川消防組合議会議長の選挙  

日程第２          議席の指定について  

日程第３          会期の決定について  

日程第４   選  第２号   枚方寝屋川消防組合議会副議長の選挙  

日程第５   選  第３号   枚方寝屋川消防組合議会運営委員会委員の選任について  

日程第６   議案第５号   枚方寝屋川消防組合監査委員の選任の同意について  

日程第７   議案第６号   枚方寝屋川消防組合公平委員会委員の選任の同意につい

て  

日程第８   議案第７号   はしご付消防自動車（ 38ｍ級）艤装請負契約の締結につ

いて  

 

本日の会議に付した事件  

日程第１から日程第８まで  
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（午前９時 55分）  

○事務局長（足立隆儀君）  おはようございます。議員各位におかれましてはご多用の

ところ、消防組合議会にご出席くださいまして、まことにありがとうございます。た

だいまから平成 25年第２回枚方寝屋川消防組合議会定例会を開催させていただくわけ

でございますが、両市とも役員改選があり、議長、副議長とも欠いております。そこ

で、議長が選挙されますまでの間、地方自治法第 107条の規定に基づき、年長の議員に

臨時議長をお願いいたしたいと存じます。  

 それでは、本日ご出席をいただいております議員のうち千葉清司議員に、本日の臨

時議長をお願いいたしたいと存じます。  

 千葉清司議員をご紹介いたします。千葉議員、よろしくお願いいたします。  

○臨時議長（千葉清司君）  皆さんおはようございます。ただいま紹介頂きました千葉

清司でございます。地方自治法第 107条の規定により、臨時に議長の職務を行いますの

で、何とぞよろしくお願いいたします。  

最初に、改選後初めての議会でございますので、議員及び理事者双方の自己紹介を

お願いしたいと思います。  

それでは、理事者側、管理者から順に自己紹介をお願いします。  

（理事者  自己紹介）  

○臨時議長（千葉清司君）  理事者側の自己紹介が終わりました。  

続いて、議員の自己紹介を演壇に向かって前列の左より右へお願いします。井川議

員からお願いいたします。  

（議員  自己紹介）  

○臨時議長（千葉清司君）  以上で自己紹介を終わります。  

次に、議員の出席状況について、職員に報告させます。  

○事務局長（足立隆儀君）  ご報告申し上げます。本日の会議のただいまの出席議員は

16名、全員出席でございます。  

○臨時議長（千葉清司君）  ただいまご報告させましたとおり、出席議員は定足数に達

しておりますので、これから本日の会議を開きます。  

 この際、議事進行上、仮議席を指定します。仮議席は、ただいまご着席の議席と指

定します。  

 開会に際し、管理者のあいさつを受けます。竹内管理者。  
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○管理者（竹内脩君）  おはようございます。  

平成 25年第２回枚方寝屋川消防組合議会定例会の開会にあたりまして、一言ごあい

さつを申し上げます。  

議員の皆様には、各市の６月議会を前に大変ご多用のところ、早朝よりご出席をい

ただき、誠にありがとうございます。  

枚方・寝屋川両市の議会より、それぞれ本消防組合への派遣議員に選出されました

皆様におかれましては、何とぞ、本消防組合の発展のため、ご指導、ご協力を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。  

先月、淡路島で最大震度６弱を観測する地震が発生し、建物損壊や液状化現象、水

道管破損による断水など数多くの被害が発生いたしました。  

幸いにも枚方・寝屋川両市では、大きな被害はありませんでしたが、偶然にも地震

発生時刻が近かったことから、 18年前の阪神・淡路大震災の記憶が蘇ると同時に、今

後の発生が予測されている東南海・南海地震等への危機感と不安が駆け巡りました｡ 

被災されました地域の一日も早い復旧を期待いたしますとともに、大規模災害によ

る被害を最小限にくい止めるための減災対策を早急に進めていく決意を新たにしたと

ころです。  

また、この冬の北日本を中心とした記録的な豪雪や季節外れの積雪など異常気象が

続く中、今年も、突発的な局地的豪雨や梅雨前線の活動の活発化による集中豪雨など

の発生が危惧されます。  

本消防組合では、昨年の経験を踏まえ、市や消防団との情報の共有や連携を密にし

ながら、効率的、効果的な消防防災活動を展開し、被害の軽減化に努めてまいります。  

さて、本年度は、平成 23年度に策定しました第３次将来構想計画の中間年度にあた

ります。  

そのため、これまで取り組んできました各施策・事業の検証を行うとともに、残さ

れた課題につきましては、進行管理に努めながら、しっかりと取り組み、「安全で安心

して暮らせるまち」の実現をめざしてまいります。  

本消防組合の悲願でありました新消防本部庁舎の建設につきましては、来年早々の

着工に向け順調に進んでいるところです。  

これもひとえに消防組合議会や構成市の市議会をはじめ建設場所となる地元自治会

など関係機関の皆様のご理解、ご協力のお陰であると深く感謝申し上げます。  
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現在、建設に係る基本・実施設計を行い、事業費を積算している中で、構成市の６

月定例会終了後の７月初旪に消防組合議会の臨時会を招集させていただき、建設工事

費に係る平成 25年度補正予算の議案を提案させていただきたいと考えております。  

また、本消防組合と交野市消防本部との消防指令業務の共同運用の開始に向け、本

年１月７日に協定書の調印を執り行いました消防情報システムの共同整備と消防救急

デジタル無線整備につきましても、両事業費に係る債務負担行為の補正予算を提案さ

せていただく予定となっております。  

なお、両事業につきましては、今後のスケジュール等の関係上、本年９月末から 10

月初旪にかけての契約が必要なため、正副議長と調整を図りながら、本年２回目とな

る消防組合議会臨時会を開催させていただき、契約締結の議案を提案させていただき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

昨年初めて３万件を超え、増加に歯止めがかからない救急需要に対する対策としま

して、昨年の「秦救急ステーション」の開設に続き、本年度は、全署所への救急車の

配備計画に基づき、長尾出張所と西出張所に配備する高規格救急自動車２台を購入し、

平成 26年度からの運用開始をめざします。  

また、大阪府のシステムを活用し、救急搬送病院への搬送時間の短縮や傷病者の状

況に応じた適切な医療機関の選定を行っていくため、救急搬送情報等収集端末を整備

し、医療機関と消防機関との一層の連携強化を図りながら救急医療体制の確保に努め

てまいります。  

昨年度に設置しました再任用職員で構成する地域防災向上センターでは、現在、市

民ニーズが高い救命講習をはじめ小学校区単位の自为防災訓練や市民公募による尐年

消防クラブなどの指導に取り組んでいるところです。  

本年度からは、これまで取り組むことができなかった自治会や隣近所等のコミュニ

ティを対象とした防火・防災・減災にかかる出前講座を開設し、今まで以上に地域に

密着した、きめ細やかな活動を展開し、地域の防災力を高めてまいります。  

また、命の大切さや救命の輪を広めていくため、小・中学生等を対象とした救命講

習、いわゆるジュニアサポート事業の実施につきましても、構成市と協議を開始した

ところです。  

本消防組合では、今後 10年間で職員の４割以上が退職し、それに伴い若手職員が増

加する中、経験不足による災害現場での活動力や安全管理の低下が懸念され、消防技
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術を確実に継承しながら、より一層実務に精通した人材を育成していくことが喫緊の

課題です。  

そのため、「新人材育成計画」に基づき、昨年 10月に策定しました「新人職員育成マ

ニュアル」により、複雑、多様化する様々な災害事象に迅速、的確かつ安全に対応で

きる消防士の育成にしっかりと取り組んでいるところです。  

このように、本消防組合では様々な課題を抱えている中で、今後も健全な財政構造

の確立に努めながら、市民から信頼される消防行政の確立と市民の安全確保に一層の

努力を重ねてまいりますので、議員の皆様におかれましては、温かいご指導、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。  

本日は正副議長の選挙、議会運営委員会委員の選任を行っていただいた後、監査委

員の選任同意、公平委員の選任同意、はしご車の艤装請負契約の締結の議案を提案さ

せていただきますので、何とぞ、よろしくご審議の上、ご同意、ご可決いただきます

よう、お願い申し上げまして、開会のごあいさつとさせていただきます。  

○臨時議長（千葉清司君）  管理者のあいさつが終わりました。  

 次に、議事日程について、職員に報告させます。  

○事務局長（足立隆儀君）  議事日程  

日程第１  選  第１号  枚方寝屋川消防組合議会議長の選挙  

日程第２  議席の指定について  

日程第３  会期の決定について  

日程第４  選  第２号  枚方寝屋川消防組合議会副議長の選挙  

日程第５  選  第３号  枚方寝屋川消防組合議会運営委員会委員の選任につ

いて  

 以上です。  

○臨時議長（千葉清司君）  ただいまの議事日程により、本日の会議を進めます。  

 この際、職員に諸般の報告をさせます。  

○事務局長（足立隆儀君）  ご報告申し上げます。  

まず、例月現金出納検査の結果でございますが、平成 24年度平成 25年３月分・４月

分及び平成 25年度４月分をお手元に配付しております。  

次に「消防組合議会議員名簿」、「組織機構図」、「平成 24年度情報公開等運用状況」

及び消防概要をまとめました「ひらね  119」を、お手元に配付しておりますので、ご
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参照いただきたいと存じます。  

以上で諸般の報告を終わります。  

○臨時議長（千葉清司君）  諸般の報告が終わりました。  

これより日程第１  選第１号「枚方寝屋川消防組合議会議長の選挙」を行ないます。 

配付しています議案書に臨時議長名が記入されていませんので 議案書の臨時議長

欄に、「千葉清司」と、ご記入願います。  

暫時休憩します。  

（午前 10時 12分  休憩）  

（午前 10時 12分  再開）  

○臨時議長（千葉清司君）  再開します。  

お諮りいたします。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

よる指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○臨時議長（千葉清司君）  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しました。  

お諮りいたします。指名の方法については臨時議長から指名することにしたいと思

います。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○臨時議長（千葉清司君）  ご異議なしと認めます。  

よって、臨時議長において指名することに決しました。  

議長に山﨑菊雄君を指名いたします。  

お諮りいたします。ただいま、指名いたしました山﨑菊雄君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」と呼ぶ者あり）  

○臨時議長（千葉清司君）  ご異議なしと認めます。  

よって、ただいま指名いたしました山﨑菊雄君が議長に当選されました。  

山﨑菊雄君に、本席から会議規則第 29条第２項により、議長当選を告知します。こ

れより、議長当選のあいさつをお願いすることにいたします。山﨑菊雄君。  

○議長（山﨑菊雄君）  皆様おはようございます。  

ただいま、皆様のご推挙によりまして議長に就任させていただくことになりました
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山﨑菊雄でございます。皆様の暖かいご推薦、ご推挙に改めて心からお礼を申し上げ

ます。もとより浅学非才の身ではございますが、皆様のご協力をいただきまして、消

防行政のより一層の充実発展に寄与させていただくとともに、組合議会の運営をとお

して、枚方市・寝屋川市合わせて 65万人の市民の皆さんが安全で安心して暮らすこと

のできる町づくりに微力ながら努力して参りたいと考えておりますので、何とぞ皆様

のご理解とご指導、ご鞭撻をいただきますよう心からお願いを申し上げます。  

甚だ簡単ではございますが、議長就任のごあいさつとさせていただきます。どうか

よろしくお願いいたします。  

ありがとうございました。  

○臨時議長（千葉清司君）  あいさつが終わりました。それでは議長と交代をいたしま

す。  

山﨑議長、議長席にご着席願います。  

○議長（山﨑菊雄君）  千葉議員、大変ご苦労さまでございました。これより議長の職

を行います。  

 それでは、初めに、日程第２  「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。議員の皆

様の氏名と議席番号を職員に朗読させます。  

○事務局長（足立隆儀君）  １番井川議員、２番石村議員、３番岡林議員、４番北川議

員、５番木村議員、６番高橋議員、７番田中議員、８番千葉議員、９番野々下

議員、 10番野村議員、 11番福留議員、 12番藤田議員、 13番前田議員、 14番宮本

議員、 15番村上議員、 16番山﨑議員。  

 以上です。  

○議長（山﨑菊雄君）  ただいま朗読させたとおり、議席を指定します。  

次に、会議規則第 70条に基づく会議録署名議員を議長において指名いたします。１

番井川議員、３番岡林議員。以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。  

続いて、日程第３「会期の決定について」を議題とします。  

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１日
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といたします。  

次に、日程第４  選第２号「枚方寝屋川消防組合議会副議長の選挙」を行います。 

配付しています議案書に議長名が記入されていませんので、議案書の議長欄に「山

﨑菊雄」とご記入願います。  

暫時休憩します。  

（午前 10時 17分  休憩）  

（午前 10時 17分  再開）  

○議長（山﨑菊雄君）  再開します。  

お諮りいたします。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

により指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  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

ことに決しました。  

これから指名推選を行います。  

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにしたいと

思います。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  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

決しました。  

副議長に石村淳子君を指名いたします。  

お諮りいたします。ただいま、指名いたしました石村淳子君を副議長の当選人と定

めることにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  ご異議なしと認めます。よって、ただいま、指名いたしました

石村淳子君が副議長に当選されました。  

石村淳子君に本席から会議規則第 29条第２項により副議長の当選を告知いたしま

す。これより、副議長当選のあいさつをお願いすることにいたします。  

石村淳子君。  

○副議長（石村淳子君）  ただいま、議員の皆様方のご推挙によりまして副議長に就任

させていただくことになりました石村でございます。一言ごあいさつを申し上げます。 
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今回の副議長の就任にあたりましては、本当にこの上ない光栄に存じておりますと

ともに、その責任の重大さを痛感している次第です。  

山﨑議長のもと、両市民の生命、身体、財産を守る消防行政の発展のために円滑な

る議会運営に向けて、誠心誠意努力をして参る所存でございます。  

つきましては、皆様方のより一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、就任のごあいさつとさせていただきます。本日は本当にありがと

うございました。  

 

○議長（山﨑菊雄君）  あいさつが終わりました。どうぞよろしくお願いいたします。  

次に、日程第５  選第３号「枚方寝屋川消防組合議会運営委員会委員の選任」を行

います。  

配付しています議案書に議長名が記入されていませんので、議案書の議長欄に山﨑

菊雄とご記入願います。  

暫時休憩します。  

（午前 10時 22分  休憩）  

（午前 10時 22分  再開）  

○議長（山﨑菊雄君）  再開します。  

お諮りいたします。本件については、議会運営委員会規程第４条第２項の規定によ

り議長において指名いたします。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名いたします。  

議会運営委員に井川晃一君、田中久子君、千葉清司君、野村生代君、藤田幸久君、

村上順一君。以上のとおり指名いたします。  

ここで議会運営委員会を開催したいと思いますので、委員の方々は４階大会議室に

お集まりいただきたいと思います。他の議員の皆様は、４階議員控室でご休憩願いま

す。  

暫時休憩します。  

（午前 10時 23分  休憩）  

（午前 10時 40分  再開）  
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○議長（山﨑菊雄君）  それでは、再開します。  

 初めに、議事日程について、職員に報告させます。  

○事務局長（足立隆儀君）  議事日程  

日程第６  議案第５号  枚方寝屋川消防組合監査委員の選任の同意について  

日程第７  議案第６号  枚方寝屋川消防組合公平委員会委員の選任の同意に  

ついて  

日程第８  議案第７号  はしご付消防自動車（ 38m級）艤装請負契約の締結に  

ついて  

以上です。  

○議長（山﨑菊雄君）  ただいまの『議事日程』により引き続き会議を進めます。  

これより  日程第６  議案第５号「枚方寝屋川消防組合監査委員の選任の同意につ

いて」を議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。竹内管理者。  

○管理者（竹内脩君）  ただいま上程いただきました議案第５号  枚方寝屋川消防組合

監査委員の選任の同意について、提案理由のご説明を申し上げます。  

説明を申し上げます前に、誠に恐縮ではございますが、お手元の議案書４ページの

住所、氏名、生年月日の空欄に、次のようにご記入をお願いいたします。  

住所、枚方市御殿山町 11番５号、氏名、前田富枝、生年月日、昭和 42年５月２日で

ございます。  

それでは、提案理由のご説明を申し上げます。  

枚方寝屋川消防組合議会議員より選任する監査委員といたしまして、議長よりご推

薦いただきました前田富枝議員を選任いたしたく、地方自治法第 292条において準用す

る同法第 196条第１項及び本消防組合規約第 12条第２項の規定により消防組合議会の

同意を求めるものでございます。  

前田議員につきましては、人格、識見とも高潔で、本消防組合監査委員として、適

任であると考えますので、議員各位におかれましては、何とぞ満場一致をもって、ご

同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

○議長（山﨑菊雄君）  説明が終わりました。本件については質疑、討論を行わず、直

ちに採決に入ります。  

本件は、原案に対して同意することにご異議ありませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  ご異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決しま

した。  

ただいま、監査委員に選任同意されました前田富枝君より、お礼のごあいさつを申

し上げたい旨、発言の申し出がありますので、これを許可します。  

前田議員に議場に入っていただきます。  

（前田議員  入場）  

○監査委員（前田富枝君）  ただいま、監査委員という大役を仰せつかりました前田富

枝でございます。一言、お礼のごあいさつを申し上げます。  

枚方寝屋川消防組合監査委員の選任に係るご同意をいただき、誠にありがとうござ

います。この上は、さらに消防組合の公正かつ効率的な運営を確保するため、監査委

員として与えられた職責を精一杯遂行いたしたいと考えております。  

つきましては、皆様のご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますが、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（山﨑菊雄君）  どうぞ、よろしくお願いいたします。  

次に、日程第７  議案第６号「枚方寝屋川消防組合公平委員会委員の選任の同意に

ついて」を議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。竹内管理者。  

○管理者（竹内脩君）  ただいま上程いただきました議案第６号「枚方寝屋川消防組合

公平委員会委員の選任の同意について」、提案理由のご説明を申し上げます。  

お手元の議案書５ページをお開き願います。誠に恐縮ですが、議案書の住所、氏名、

生年月日の空欄に、寝屋川市から推薦をいただきました公平委員会委員３名の方の住

所、氏名、生年月日を順次読み上げいたしますので、ご記入願います。  

１人目としまして、住所、大阪府寝屋川市成田東が丘 33番 13号、氏名、高田晃男さ

ん、生年月日、昭和 17年７月 24日。２人目としまして、住所、大阪府寝屋川市東香里

園町９番 56号、氏名、松本勉さん、生年月日、昭和 24年７月 15日。３人目としまして、

住所、大阪府寝屋川市小路北町 13番７号、氏名、東谷宏幸さん、生年月日、昭和 36年

９月 16日。以上でございます。  

現枚方寝屋川消防組合  公平委員会委員の高田晃男氏、松本勉氏及び東谷宏幸氏が、

平成 25年７月をもって任期満了となるため、引き続き３名の方を選任いたしたく、
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ご提案申し上げる次第でございます。  

なお、各委員の経歴につきましては、議案第６号参考資料としてお手元に配付さ

せていただいておりますので、ご参照ください。人事行政に関する豊かな知識、経

験をいかし、更にご尽力いただけるものと確信しているところでございます。  

以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎

重にご審議をいただきまして、ご同意賜りますよう、よろしくお願いいたします  

○議長（山﨑菊雄君）  説明が終わりました。本件については質疑、討論を行わず、直

ちに採決に入ります。  

本件は原案に対して同意することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  ご異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決しま

した。  

次に日程第８  議案第７号「はしご付消防自動車（ 38ｍ級）艤装請負契約の締結に

ついて」を議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。丹羽総務部長。  

○総務部長（丹羽隆君）  ただいま上程いただきました議案第７号「はしご付消防自動

車（ 38ｍ級）艤装請負契約の締結について」、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ

入りますが、議案書の６ページをお開きください。  

本議案は、地方自治法第 292条において準用する同法第 96条第１項第５号の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。現在、本消防組合では、はしご付消防自

動車を４台保有し、枚方消防署渚出張所、枚方東消防署楠葉出張所、寝屋川消防署本

署及び三井出張所にそれぞれ配備しています。  

このうち、三井出張所に配備のはしご付消防自動車につきましては、平成７年２月

に登録し、 18年間の運用による老朽化が進み、また、平成 27年２月に自動車 NOx・ PM

法の車種規制の対象となり、使用できなくなることから、この度更新させていただく

ものでございます。  

それでは、議案書に基づきまして、契約の締結内容をご説明申し上げます。注文者

は、枚方寝屋川消防組合  管理者  竹内脩。請負人は、大阪市生野区小路東５丁目５

番 20号、株式会社  モリタ大阪支店  支店長  平田隆吉でございます。請負金額は、

１億 8,165万円で、納入期日は、本契約締結日から平成 26年２月 28日まででございます。
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契約保証金、契約条項その他につきましては記載のとおりでございます。７ページを

お開きください。  

入札状況でございますが、参考資料として添付しております入札経過調書のとおり、

指名競争入札により実施することとし、５月 15日の開札の結果、３者の入札参加申請

がありました。２者が予定価格を下回る入札となり、そのうち最低入札価格を示した

株式会社モリタ大阪支店に内定したものでございます。なお、議案書の８ページに、

はしご付消防自動車の为な仕様を添付しておりますので、ご参照願います。  

以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。  

○議長（山﨑菊雄君）  説明が終わりました。これより質疑に入りますが、質疑はあり

ませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。討論に入ります。討

論はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。これより、本件を採

決いたします。本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（山﨑菊雄君）  ご異議なしと認め、本件は原案のとおり決することにいたしま

す。  

これをもちまして本定例会に付議されました案件は、すべて終わりました。閉会に

際し、管理者からのあいさつをお受けします。竹内管理者。  

○管理者（竹内脩君）  閉会にあたりまして、一言お礼のごあいさつをさせていただき

ます。  

まず、今回の議会におきまして、山﨑議長、石村副議長、また、監査委員には、前

田議員がそれぞれ就任されましたことに心からお祝い申し上げます。  

本日は、各案件について慎重にご審議をいただき、いずれもご同意、ご可決いただ

きましたことに厚くお礼を申し上げます。今後も引き続き、市民の期待に応えられる

消防行政の執行に努め、より一層信頼される消防組合を目指し、組織一丸となって取

り組んで参ります。  
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今後、暑い日が続くことが予想される中で、議員の皆様方におかれましては、十分

にご健康に留意されまして、消防行政の更なる推進に向け、なお一層のご指導、ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、閉会にあたりまし

てのお礼のごあいさつとさせていただきます。本日は、どうもありがとうございまし

た。  

○議長（山﨑菊雄君）  管理者のあいさつが終わりました。それでは、私から閉会にあ

たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  

本日は、早朝からご出席いただき、また慎重にご審議いただきましてありがとうご

ざいました。  

これから、ますます暑さが厳しくなってまいります。議員各位におかれましても、

また理事者各位におかれましても、健康に十分ご留意をされまして、お過ごしいただ

きますよう、高い席からではございますが、祈念申し上げまして、本日の会議を閉会

させていただきます。どうもありがとうございました。  

（午前 10時 56分  閉会）  
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