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議 事 日 程（令和２年６月９日  午前10時00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  
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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（議選  
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日程第７         一般質問  

 

本日の会議に付した事件  

日程第１から日程第７まで  

 

消防組合議会事務局職員出席者  

 事 務 局 長     森    真  彦  
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（午前 10時 00分  開会）  

○森真彦事務局長  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、誠にありがとうございます。  

 ただいまから、令和２年第２回枚方寝屋川消防組合議会定例会を開会させていただ

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、議長が選出されますまでの間、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、妹尾正信議員に本日の臨

時議長をお願いいたしたいと存じます。  

 妹尾議員、よろしくお願いします。  

○妹尾正信臨時議長  ただいま紹介いただきました妹尾正信でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。  

 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。  

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、提案理由の説明や質疑などの

発言においてはマスクを着用のまま行っていただくとともに、窓や扉を開放した状態

で会議を行いたいと考えておりますので、皆さんのご理解をお願いいたします。  

 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、管理者側から順に自己紹介をお願いいたします。  

    （理事者  自己紹介）  

○妹尾正信臨時議長  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いたします。  

 有山議員からお願いいたします。  

    （議員  自己紹介）  

○妹尾正信臨時議長  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。  

○森真彦事務局長  ご報告申し上げます。  

 本日の会議の出席議員は 16名、全員出席でございます。  

○妹尾正信臨時議長  ただいま報告させましたとおり、出席議員は定足数に達しており
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ますので、これから本日の会議を開きます。  

 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いたします。  

 開会に際し、管理者の挨拶を受けます。  

 伏見隆管理者。  

○伏見隆管理者  令和２年第２回枚方寝屋川消防組合議会定例会の開会に当たり、一言

ご挨拶を申し上げます。  

 議員の皆様には、両市における６月議会を前に何かとご多用のところ、ご出席いた

だき、誠にありがとうございます。  

 先日、枚方、寝屋川両市の議会におきまして、それぞれ本消防組合への派遣議員を

選出していただいたところでございますが、ご就任されました皆様におかれましては、

本消防組合の発展のため、ご指導、ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。  

 初めに、本消防組合の職員による不祥事が続けて発生し、議員の皆様をはじめ市民

の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを心からおわび申し上げます。  

 組織全体で不祥事撲滅に取り組んでいる中で発生した今回の事態を重く受け止め、

関係職員を処分するとともに、再発防止と信頼回復に努めてまいります。  

 具体的な取組として、本消防組合に不祥事防止対策検討委員会を立ち上げました。

これまでの不祥事の発生原因をしっかりと分析し、実効性のある再発防止策について

検討してまいります。検討状況につきましては、全員協議会等において議員の皆様に

もお伝えしてまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 さて、本消防組合では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、職員の出勤抑制や

業務の見直しなどを実施するとともに、各種訓練については感染防止対策に留意しな

がら対応してまいりました。そのため、当初予定していた事業や行事などに変更が生

じており、構成両市の職員にも参画いただいている交野市との消防広域化の検討や、

第５次将来構想計画の策定などについても影響が及んでいる状況です。  

 交野市との消防広域化につきましては、昨年度、枚方市、寝屋川市及び交野市の関

係機関を交えた検討を行ってきましたが、十分な議論ができていないため、結論を出

すまでに至っていない状況です。今後も、大阪府全体の動向を注視しながら、様々な

角度から広域化の必要性などを検証し、本消防組合としての考え方を整理してまいり
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ます。  

 次に、第５次将来構想計画の策定につきましては、当初は今年度上半期に計画案を

作成し、議員の皆様にもお示しする予定でございましたが、スケジュールに遅延が生

じています。今後、構成両市の関係部局と調整を図り、第４次将来構想計画の各施策

や事業について検証と評価を行うとともに、本消防組合が目指すべき将来像について

しっかりと検討してまいります。検討状況につきましては、全員協議会等を活用し、

議員の皆様にも適宜お伝えしてまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 今年の救急出動件数は、過去最高件数を更新した昨年同時期と比較して大幅に減少

しています。救急件数減少の要因といたしましては、市民の皆様が新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため不要不急の外出を自粛されていることにより社会活動全体が制

限されていることが考えられます。一方で、新型コロナウイルスの感染が疑われる傷

病者の搬送先の決定に時間を要する、いわゆるたらい回しの事案が発生しているため、

通常の救急業務にも影響を与えていると一部で報道されています。本消防組合におい

ては、現時点でそうした事態には直面していませんが、救急医療体制の整備は喫緊の

課題であり、今後も受入態勢の充実、整備に向けて関係機関と調整を図ってまいりま

す。  

 また、火災件数につきましても昨年同時期と比較して減少していますが、住宅火災

による死傷者を減らすために住宅用火災警報器の設置、維持管理の啓発をはじめとす

る住宅防火対策をさらに推進する必要があります。住宅用火災警報器の購入をサポー

トするための住宅用火災警報器購入あっせん事業について、あらゆる機会を通じて市

民の皆様に直接お知らせすることで地域単位での共同購入などにつなげてまいります。 

 構成両市がメリハリのある人事・給与制度を推進している中、本消防組合におきま

しても、職員のやる気を引き出し、組織の活性化を図るために総務省消防庁が推進す

る公安職や消防職給与の導入を含めた人事・給与制度の在り方について検討を進めて

まいります。  

 このように、様々な課題を抱えている中で、今後も枚方、寝屋川両市の市民の皆さ

んの目線に立って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組合

を目指し、消防行政運営を適正に執行してまいります。  

 これから夏本番を迎え、猛暑による熱中症や、毎年のように発生する局地豪雨など

が危惧される中、新型コロナウイルスの第２波、第３波の感染拡大に警戒しながら、
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安全で安心して暮らせるまちづくりに全力を尽くしてまいります。議員の皆様におか

れましては、温かいご指導、ご協力をいただきますよう、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、監査委員の選任同意につい

て提案させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げまして、開会に当た

りましてのご挨拶とさせていただきます。  

○妹尾正信臨時議長  管理者の挨拶が終わりました。  

 次に、議事日程について、職員に報告させます。  

○森真彦事務局長  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。  

○妹尾正信臨時議長  ただいまの議事日程により本日の会議を進めます。  

 次に、職員に諸般の報告をさせます。  

○森真彦事務局長  ご報告申し上げます。  

 例月現金出納検査の結果でございますが、令和元年度令和２年３月分、４月分及び

令和２年度４月分をお手元に配付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

 次に、消防組合議会議員名簿、消防組合関係者名簿、令和元年度情報公開制度及び

個人情報保護制度の運用状況、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。  

○妹尾正信臨時議長  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おりませんので議案書の臨時議長

欄に「妹尾正信」とご記入願います。  

 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

指名推選によりたいと思います。  
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 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○妹尾正信臨時議長  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。  

 お諮りします。指名の方法については、臨時議長において指名することにしたいと

思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○妹尾正信臨時議長  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。  

 議長に前田富枝議員を指名いたします。  

 お諮りします。ただいま指名いたしました前田富枝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」と呼ぶ者あり）  

○妹尾正信臨時議長  ご異議なしと認めます。  

 よって、ただいま指名しました前田富枝議員が議長に当選されました。  

 前田富枝議員に、本席から会議規則第 29条第２項の規定により、議長当選を告知し

ます。  

 これにより、議長当選の挨拶をお願いすることにいたします。  

 前田富枝議員。  

○前田富枝議長  議長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  

 このたび、皆様方のご推挙によりまして議長の大役を仰せつかりましたことを心か

ら感謝申し上げます。身に余る光栄でございまして、その与えられた職務の重要性を

考えますと、改めて身が引き締まる思いでございます。  

 新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中ではございますけれども、市民の皆

様の安全・安心を守るために議長として誠心誠意努力してまいりますので、どうぞ皆

様よろしくお願いを申し上げます。  

 以上、簡単ではございますけれども議長就任に当たりましてのご挨拶とさせていた

だきます。どうもありがとうございました。  

○妹尾正信臨時議長  挨拶が終わりました。  
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 それでは、議長と交代をいたします。  

 前田議長、議長席にお着き願います。  

○前田富枝議長  妹尾議員、大変ありがとうございました。  

 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していただきます。  

○森真彦事務局長  １番有山議員、２番泉議員、３番一原議員、４番漆原議員、５番太

田議員、６番岡議員、７番金子議員、８番木村議員、９番妹尾議員、 10番辻谷議員、

11番中川議員、 12番野口議員、 13番福田議員、 14番前田議員、 15番森本議員、 16番八

尾議員。  

 以上です。  

○前田富枝議長  ただいま朗読いただきましたとおり、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

番有山議員、５番太田議員。以上のとおりです。よろしくお願いいたします。  

 続きまして、日程第３  会期の決定についてを議題といたします。  

 お諮りします。本定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○前田富枝議長  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。  

 配付しております議案書に議長名が記入されておりませんので、議案書の議長欄に

「前田富枝」とご記入お願いいたします。  

 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選によ

りたいと思います。これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○前田富枝議長  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。  
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 これから指名推選を行います。  

 お諮りします。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。これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○前田富枝議長  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。  

 副議長に金子英生議員を指名いたします。  

 お諮りします。ただいま指名いたしました金子英生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」と呼ぶ者あり）  

○前田富枝議長  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金子英生議員が副議長に当選されました。  

 金子英生議員に本席から会議規則第 29条第２項の規定により副議長の当選を告知い

たします。  

 これより、副議長当選の挨拶をお願いすることにいたします。  

 金子英生議員。  

○金子英生副議長  一言ご挨拶を申し上げます。  

 ただいま議員の皆様方のご推挙によりまして副議長に選ばれましたことは、この上

なく光栄に存じておりますとともに、その重さを痛感いたしている次第でございます。

前田議長のもと、市民の生命、身体、財産を守る消防行政の発展のため、円滑なる議

会運営に向けて誠心誠意努力してまいる所存でございます。  

 つきましては、皆様方より一層のご指導、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挨拶とさせていただきます。  

 ありがとうございました。  

○前田富枝議長  挨拶が終わりました。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につい

てを議題といたします。  

 配付しており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「前

田富枝」とご記入をお願いいたします。  

 お諮りします。本件につきましては、議会運営委員会規程第４条第２項の規定によ



 

10 

り議長において指名いたします。これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○前田富枝議長  ご異議なしと認めます。  

 よって、議長において指名をいたします。  

 議会運営委員に漆原周義議員、岡由美議員、妹尾正信議員、辻谷恵一議員、野口光

男議員、福田篤志議員、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、委員の皆様は４階会議室にお

集まりいただきたいと思います。  

 ほかの議員の皆様は、２階議員控室でご休憩をお願いいたします。  

 暫時休憩いたします。  

（午前 10時 22分  休憩）  

（午前 10時 38分  再開）  

○前田富枝議長  再開します。  

 初めに、議事日程について、職員に報告いただきます。  

○森真彦事務局長  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        一般質問  

 以上です。  

○前田富枝議長  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

いてを議題とします。  

 なお、本件は、地方自治法第 117条の規定により、中川健議員が除斥となります。  

（中川健議員  退場）  

 提案理由の説明を求めます。  

 伏見管理者。  

○伏見隆管理者  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、提案理由をご説明申し上げます。  

 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、寝屋川市三井が丘一丁目４番８－ 206号。氏名、中川健。生年月日、昭和 63年
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６月 15日でございます。  

 それでは、提案理由をご説明申し上げます。  

 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

薦いただきました中川健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。  

 中川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、何とぞご同意賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。  

○前田富枝議長  説明が終わりました。  

 本件につきましては質疑、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ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○前田富枝議長  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。  

 中川健議員の除斥を解きます。  

（中川健議員  入場）  

 ただいま、監査委員に選任同意されました中川健議員より、お礼のご挨拶を申し上

げたい旨、発言の申出がございますので、これを許可します。  

 中川議員。  

○中川健議員  ただいま、監査委員という大役を仰せつかりました中川健でございます。

一言、お礼のご挨拶を申し上げます。  

 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、お礼のご挨拶とさせていただきます。  

 ありがとうございました。  

○前田富枝議長  次に、日程第７  一般質問を行います。  

 一般質問につきましては、有山議員、太田議員から通告がございましたので、順次
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質問を許可します。  

 初めに、太田議員の質問を許可します。  

 太田議員。  

○太田徹議員  一般質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。通告に従い

まして質問をさせていただきます。  

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、感染が疑われる方が救急搬送される際、病院

受入れが難しくなる事態が発生していると報道されております。緊急事態宣言は解除

されましたが、枚方寝屋川消防組合での搬送状況をお示しください。  

 また、救急搬送で受入れを断られた事案があったのか、どのような対策を取ってい

るのか、今後想定される第２波、第３波に対し、どのような対策を取っているのかを

併せてお示しをください。  

○前田富枝議長  質問が終わりました。答弁を求めます。  

 中井警防部長。  

○中井正明警防部長  太田議員のご質問にお答えします。  

 本消防組合における本年の救急出動件数は、昨年の同時期と比較して約１割減少し

ております。その中で、発熱症状のある患者を搬送する際に 10回以上病院に照会を行

った事案は３件ありましたが、全体で見ると患者受入れまでに４回以上病院に照会を

行う事案、いわゆる搬送困難事例は昨年度より減少しており、救急医療体制は保たれ

ていると認識しております。  

 なお、搬送困難事例や現場滞在時間が 30分以上かかる場合における救急搬送に関す

る対策といたしまして、救急隊から一斉に病院に受入要請ができる「まもってＮＥＴ」

というシステムを活用することで対応しておりますが、今後感染拡大に備え、引き続

き保健所など関係機関との連携を図りながら、体制の整備に努めてまいります。  

○前田富枝議長  再質問はございませんか。  

 太田議員。  

○太田徹議員  ありがとうございます。  

 しっかりと体制が取れているということでしたので、再質問はありませんけれども、

しっかりと市民に対して、寝屋川枚方管内における救急搬送体制が確保できているん

だということに対する周知については行っていただきたいと思います。  

 新型コロナ感染症が広がる中での市民の安全を守っているんだと、そして不信感、



 

13 

不安感を取り除くための努力を今後とも求めておきたいと思います。  

 以上です。  

○前田富枝議長  これにて太田議員の質疑を終結いたします。  

 次に、有山議員の質問を許可します。  

 有山議員。  

○有山正信議員  一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。それでは、

通告に従いまして、新型コロナウイルス感染症に対する本消防組合の対策、対応につ

いて質問をさせていただきます。多少先ほどの太田議員の質問と重なる部分もありま

すが、よろしくお願いいたします。  

 まず、新型コロナウイルス感染症は日本国内において多数の感染者を出し、４月７

日には緊急事態宣言が発せられました。その後、５月 21日に緊急事態宣言が解除され、

新しい生活様式のもと、徐々に社会経済活動が再開されております。  

 しかしながら、一部の地域では第２波と言われる感染が確認され、まだまだ油断が

できない状況であります。  

 そこで、１回目の質問をさせていただきます。  

 本年３月に行われた第１回定例会でも同趣旨の質問がありましたけれども、管内で

56人の感染者が確認された中で、本消防組合における新型コロナウイルス関連患者の

搬送状況や、また、関連して感染防止対策、また救急隊が装備するマスクほか装備関

係の保有状況について、まずお伺いいたします。  

○前田富枝議長  答弁を求めます。  

 中井警防部長。  

○中井正明警防部長  有山議員のご質問にお答えします。  

 まず、本消防組合における１月から５月までの新型コロナウイルス感染症疑いのあ

る患者の搬送件数は 105件で、うち陽性者の搬送件数は 14件でございます。  

 次に、感染防止対策として３月から陽性患者を搬送するための専用救急車を各署に

１台配備し、市民への２次感染防止及び救急隊への感染防止に当たっております。ま

た、救急隊員につきましては、ゴーグル、Ｎ 95マスク、感染防止衣上下を着装して活

動に当たっております。  

 最後に、救急隊等の装備品につきましては、新型インフルエンザ対策用資機材にお

いて十分対応できているという状況ですが、今後の感染拡大に備えて引き続き体制整
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備に努めてまいります。  

○前田富枝議長  再質問はございませんか。  

 有山議員。  

○有山正信議員  ご答弁ありがとうございます。それでは、新型コロナウイルスに関連

いたしまして、２回目の質問をさせていただきます。  

 先ほど本消防組合においても 14名の陽性患者を搬送されたとの答弁をいただきまし

た。  

 そこで、国では人事院規則の一部改正が行われ、防疫等、いわゆる感染症に関わる

作業手当の特例が出されましたが、本消防組合ではどのような対応を考えておられる

のか、お伺いいたします。  

○前田富枝議長  答弁を求めます。  

 島村消防次長兼総務部長。  

○島村忠消防次長兼総務部長  有山議員の２回目のご質問にお答えいたします。  

 本消防組合では、国からの防疫等作業手当の特例通知の趣旨を踏まえ、新型コロナ

ウイルスに感染した傷病者の救命及び搬送業務等に従事した職員に対し、日額 3,000

円の特殊勤務手当を令和２年３月１日から遡及して支給するよう、現在事務を進めて

おります。  

○前田富枝議長  再質問はございませんか。  

 有山議員。  

○有山正信議員  では、最後に要望だけさせていただきます。  

 ご答弁ありがとうございました。今後も新型コロナウイルス感染の第２波等の可能

性が言及されております。本消防組合においても、指摘をいたしました装備関係の保

有と体制の整備をよろしくお願いいたします。  

 また、先ほどのご答弁でありました国に準じた関連する従事者に対しての手当類に

ついても早めの情報収集及び対応を、よろしくお願いいたします。  

 以上、要望といたします。  

○前田富枝議長  これにて有山議員の質問を終結いたします。  

 これをもちまして、本定例会に付議されました案件は全て終わりました。  

 閉会に際し、管理者からの挨拶をお受けします。  

 伏見管理者。  
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○伏見隆管理者  閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶をさせていただきます。  

 まず、今回の議会におきまして、前田議長、金子副議長、また、監査委員には中川

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ましたことに厚くお礼を申し上げ

ます。  

 また、本日の議会で頂戴いたしました様々なご意見、ご提言につきましては、今後

の消防行政の執行に十分に反映させていただきますので、よろしくお願い申し上げま

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まいります。  

 これから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、消防行政のさらなる推進に向け、なお一層のご指導、

ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、閉会に当

たりましてのお礼のご挨拶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。  

○前田富枝議長  それでは、私からも閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。  

 本日は、ご出席をいただき、また慎重にご審議をいただきまして誠にありがとうご

ざいました。  

 新型コロナウイルスとの共存は長丁場になることが予想され、今後の感染拡大につ

いて懸念されるところでございます。感染リスクの最前線で奮闘されている消防職員

の皆様におかれましては、くれぐれもご自愛いただきたいと思います。また、議員各

位、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

すようご祈念申し上げまして、高い席からではございますけれども、閉会の挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。  

 これをもちまして、本定例会は閉会します。お疲れさまでした。  

（午前 10時 55分  閉会）
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